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NHK放送文化研究所では，これまで，調査結果については，『放送研究と調査』などの刊行物や公開ウェブ
サイトなどで，視聴者に広く公表してきている。ただ，世論調査ローデータについては，長い間，個人情報保護
などの理由で公表してこなかった。

海外では，1960 年代に多くのデータアーカイブが設立され，ローデータの保存・公開が進められてきたが，日
本では，アーカイブの設立は遅れ，東京大学が SSJデータアーカイブ（Social Science Japan Data Archive）を
設立し，データの提供を開始したのは1998 年になってからであった。こうした動きに伴い，NHK放送文化研究
所にも研究者やアーカイブからローデータの提供を求められるようになり，データ提供について検討を開始した。
提供先の学術アーカイブの条件や提供対象とする調査の条件などを検討した結果，2009 年にSSJデータアーカ
イブへ段階的に提供することを決定した。文研では，この10 年間に「日本人の意識調査」など 20 調査のデータ
を提供し，利用申請者数は延べ 346人で，34の2次分析論文が発表されている。

本稿では，提供に至るまでの背景や経緯と，提供の現状について報告する。

 はじめに

近年，多大な時間と労力，費用を投じて収
集された調査データを管理・保存して，再分析
を希望する研究者に提供するデータアーカイブ
の重要性が高まっている1）。データを提供する
ことで，同じデータでも別の研究者によって，
新しい視点による分析が可能となる。

海外では，1970年代から調査データの再分
析が一般的な研究方法として確立され，デー
タの保存・公開が広く行われている2）。一方，
国内では，やや遅れて1990年代になって，
データの保存・公開が行われるようになった。
ただし，公開されているデータはまだ少なく3），
データを共有しようという研究者，研究機関は

少ないのが現状である 4）。
NHK放送文化研究所（以下，文研）では，

これまで，調査研究の結果については，『放送
研究と調査』などの刊行物や公開ウェブサイト
などで，視聴者に広く公表してきている。ただ，
世論調査ローデータ（以下，ローデータ）は，
長い間，公表してこなかった。しかし，国内で
もデータの保存・公開が重視されるようになる
中，2009年に，学術研究の進展への社会貢
献の観点から，ローデータの外部学術アーカイ
ブへの提供を開始した。

本稿では，10年を迎えたローデータの学術
アーカイブへの提供について，その経緯と現状
を報告する。

世論調査ローデータの
外部学術アーカイブへの提供 10 年

世論調査部  平田明裕
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世論調査ローデータ提供の背景

文研では，放送法に基づき5），調査結果や
研究成果をさまざまな方法で広く視聴者に公
表してきている。具体的には，『放送研究と調
査』などの刊行物への研究・分析結果の執筆，
公開ウェブサイトへの単純集計表などの掲載，

「文研フォーラム」での研究成果の発表などで
ある。ただ，ローデータについては，長い間，
公表してこなかった。ここでいうローデータと
は，調査結果のコンピュータによる集計・解析
のために，調査相手個々の質問ごとの回答を
記録した調査結果の生データで，個票データと
もいわれている。図1はローデータのイメージで
ある。ローデータは，テキストファイル形式で
作成され，個人は調査地点番号と調査相手番
号で識別される。

ローデータを公表してこなかった最大の理由
は，個人情報保護の問題であった。ローデー
タは数字の連なりで，調査相手の住所・氏名
など個人を特定できる情報は含まれてはいない
が，調査地点が狭い範囲に特定され，調査地
点番号，調査相手番号，職業などから個人が

特定される可能性を完全に否定することはでき
なかった。また，公表に伴う業務量や業務負
担が大きいことも懸念されていた。

海外では，ローデータを保存・公開し，2次
的に利用することの意義が早くから認識され，
多くの社会科学データアーカイブが1960年代
に設立された。アメリカでは，1962年にミシガ
ン大学に設立されたICPSR（Inter-university 
Consortium for Political and Social Re-
search，政治・社会調査のための大学協会）
が，大学などと連携して社会科学に関するロー
データを保存し，学術目的の2次分析のため
にデータの提供が行われていた。ヨーロッパ
でも，1960 年代初めに西ドイツやイギリスなど
でアーカイブが設立され，研究や教育目的の
2次分析のためにローデータの提供が開始され
ていた 6）。

さらに，アメリカでは1970年代ごろから2次
分析が一般的な研究方法として確立され，多
数の研究が行われている7）。また，アーカイブ
の機能の1つとして，「再現性」を担保する研究
環境を提供することがある。「再現性」の担保

は，実証研究の基本的な条件で，
海外で刊行されている学術雑誌に
は，第三者がアクセスできないデー
タに基づく論文は，再現性が担保
されていないとして受理しないと明
記しているものもある 8）。

一方日本では，ローデータの保
存・公開は進まず，アーカイブの設
立は遅れた。理由はいくつか考え
られるが，最も重要な理由は，ロー
データを研究者の私的財産の一
種とみなす考え方が根強いことで

図１　ローデータのイメージ
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あった 9）。
しかし，1990年代になって，ようやく日本で

もローデータの保存・公開の重要性が認識さ
れるようになる。その背景には，データの2次
分析の重要性や有益性が広く認識されるように
なったことが考えられる。佐藤・石田・池田に
よれば，公開データを利用して2次分析を行う
利点は，以下の5つの点である10）。

第1に，2次分析はデータの収集過程がない
ため，データの収集に必要なコストを節約でき，
研究費の確保が難しい大学院生など若手研究
者にとって有益な研究方法である。

第2に，データの収集が省略できるため，
2次分析では「課題の設定と仮説の構築」や

「データの分析に基づく仮説の検証」など，社
会研究の最も重要な部分に研究時間を集中す
ることができる。

第3に，2次分析を採用することで，多数の
研究者が，データに基づく社会研究に取り組む
ことが可能となる。また，同じデータを再分析
することで，結果の再検証や別の分析視角の
提示などを通じて，研究者間の交流が活性化
する可能性がある。

第4に，既存のデータで検証可能な研究
テーマについては，新しい調査を実施する必
要がなくなり，社会全体として研究資源の効率
的な活用が可能となる。重複するテーマの社会
調査が減少することで，被調査者の調査負担
も軽減される。

第5に，2次分析では，公開データを利用す
ることで，時系列比較や国際比較の研究を行
うことが比較的容易となる。

2次分析を行う環境整備のためには，ロー
データが公開されることが不可欠である。こ

うした中，1990年以降，札幌学院大学などに
アーカイブが設立され，1998年に東京大学社
会科学研究所に国内初の組織的なアーカイブ
として設立されたSSJデータアーカイブ（Social 
Science Japan Data Archive）が，データの
提供を開始した。

こうした動きに伴い，文研にも社会科学系の
研究者や学術アーカイブからローデータの提供
が求められるようになり，ローデータの提供に
ついて本格的な検討が開始された。具体的な
検討内容は主に，①文研による直接提供か外
部のアーカイブを通じた提供か，②提供先の
学術アーカイブの条件，③提供対象とする調
査の条件，である。

世論調査ローデータ提供の基準

文研ではまず，①に関して，ローデータを外
部のアーカイブに提供するのではなく，文研が
直接，研究者に提供することの可能性につい
て検討を行った。

ただ，ローデータはテキストファイルとして残
されているので，研究者などが利用する汎用
性の高い統計ソフトで集計できるファイル形式
に変換する必要があった。また，将来におい
て違うフォーマットの統計ソフトが優勢になる
と，それに合わせてファイルを変換しなければ
ならなくなる。そのために経費をかけるのは適
切でない，という判断から，外部のアーカイブ
へ提供したほうが効率性や実務面からもよりよ
いという結論に至った。

②の提供先の学術アーカイブの条件につい
ては，ローデータ提供の主な目的は学術研究
の進展への社会貢献なので，研究者や公益性
の高い研究機関に広く開かれている公共的アー
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カイブであり，将来的な継続性が見込まれるこ
とを条件とした。具体的には，データの管理，
利用申請に対する厳格な審査，データ利用状
況の報告，2次分析セミナーの実施，世界の
データアーカイブとの連携など，組織的な運用
体制が整っている点である。

当時は，東大のほか，札幌学院大学や大
阪大学などでアーカイブが設立されていたが，
上記の提供先条件を満たしている国内の学術
アーカイブは，東大のSSJデータアーカイブの
みであった。

③の提供対象とする調査の条件11）について
は，文研が主体的に実施したもので，人々の意

見・態度に関する統計的な世論調査とした。
母集団が特定でき，日本人の縮図というサン
プルの代表性があり統計的に信頼性のある調
査という観点から，計画相手数が1,000人以
上の調査とした 12）。

また，提供時期については，調査結果の公
表など，当初の目的が終了した時期とした。

そして，提供するローデータは，個人が特定
される可能性のある項目（調査地点番号や調
査相手番号など）を削除して提供することとし
た。

以上の検討結果をまとめた基準（表1）を確
認したうえで，2009年に文研はローデータを

表1　外部学術アーカイブへの世論調査ローデータの提供の基準（抜粋）

１　提供対象とする調査  
 原則として，次のアからウをすべて満たす世論調査のローデータとする。
 ア　NHK放送文化研究所・世論調査部が主体的に企画・実施した世論調査
 イ　計画相手数が1,000人以上で，住民基本台帳から無作為抽出され，かつ母集団が特定できるもの

 ウ　NHKの放送で結果が紹介されたもの，または『放送研究と調査』等のNHK放送文化研究所が発行している
冊子で結果が公表されたもの 

２　提供時期
 『放送研究と調査』への論文掲載，刊行物発行等，NHKの当初の目的が終了した時点。

３　提供方法および条件
 次の条件を満たす国内の学術データアーカイブにローデータを提供することにより研究者の利用に供する。

 （1） 学術研究の振興を目的として，社会学などの研究者や公益性の高い研究機関を対象としたアーカイブであり，
かつ，将来的な継続性が見込まれること

 （2） 個人情報の保護に関する規程と体制が十分であること
 （3） 汎用性の高いデータフォーマットへの変換を行っていること
 （4） 明確な利用基準（利用条件・誓約事項）が定められ，利用申請の受け付け・審査，データ提供者の同意によ

る利用許諾の判断，誓約書の提出，ローデータの授受も含めた確実な管理，利用申請者との連絡・調整・
問い合わせ対応，利用報告書および二次分析論文の収集およびデータ提供者への送付その他の手続き，な
らびにアーカイブとしての組織管理体制が整っていること

 （5）（4）の「利用条件」にはデータ利用期限，「誓約事項」には目的外利用および第三者へのデータ提供の禁止，
利用期間終了後のデータの返却・廃棄，ならびに二次分析による論文等発表の際の出典の明記を含んでい
ること

４　提供するローデータ
 すでにコード化されているローデータで，公開時には次の項目を削除する。
 ア  個人が特定される可能性のある項目
 イ  新設項目（当初の質問を加工した項目）
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外部の学術アーカイブへ段階的に提供するこ
とを決定した。そして，最初にSSJデータアー
カイブに提供した「環境に関する世論調査」が
2010年1月に公開された。

外部学術アーカイブへの提供 10 年

提供先のアーカイブであるSSJデータアー
カイブの仕組みについて簡単にまとめておく。
SSJデータアーカイブは，現在，東京大学社
会科学研究所附属社会調査・データアーカイ
ブ研究センターの中で運営されている。この社
会調査・データアーカイブ研究センターは，調
査基盤研究，社会調査研究，計量社会研究，
国際調査研究の4分野から構成されている。

調査基盤研究分野では，ロー
データを収集・保管し，研究者に
提供するSSJデータアーカイブを運
営している。

社会調査研究分野は，東大社研
パネル調査など，幅広い研究者が
利用可能な調査データを提供でき
るように調査を実施し，SSJデータ
アーカイブを通じてデータを公開し
ている。

計 量社会研究分野では，ロー
データが有効活用されるため「二次
分析研究会」「計量分析セミナー」
を開催し，若手研究者の育成や共
同研究の活性化を図っている。

国際調査研究分野は，海外の
データアーカイブとの連携を推進す
るなど，SSJデータアーカイブの国
際化への取り組みを行っている13）。

データの収集・保存・公開の仕組みは図2
のようになる。
◇まず，研究機関や研究者（データ寄託者）か

らローデータが寄託される。
◇ローデータは，統計処理ソフトの1つである

SPSSのファイル形式で保存される。作成さ
れた公開データはデータ寄託者が確認した
うえで公開される。データ公開に際しては，
調査概要や関連論文も掲載し，研究者が正
しく分析し，分析結果を解釈できるようにし
ている。

◇公開されたデータは，ウェブサイトの公開
データリストに掲載される。ほとんどのデー
タはオンライン上での入手が可能となって
いる。

図 2　SSJデータアーカイブの仕組み

2019 年　東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター
パンフレットより

データ寄託者
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原データの寄託
Deposit	Raw	Data

データ利用者
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データの利用申請
Data	Usage
Application

データ提供
Provide	Data

成果報告
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SSJDA	Direct
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SSJ	Data	Archive
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◇なお，SSJデータアーカイブを利用できるの
は，大学または公的な研究機関の研究者，
教員の指導を受けた大学院生で，学術目的
の2次分析に限り，利用申請が可能となって
いる。提出された利用申請の内容をSSJデー
タアーカイブが審査し，データ寄託者の承認
を得たうえで申請者に提供される。利用申
請時には，学術目的以外に利用しないなどの

「誓約事項」に誓約することになっている14）。

SSJデータアーカイブには，これまで180を
超える機関・組織および研究者からローデータ
が寄託されている。主な寄託者は，大阪商業

大学JGSS 研究センター，日本家族社会学会，
日本政策金融公庫総合研究所，内閣府などで
ある。累積の公開データセット数は図3のとお
りで，提供開始の1998年度では276であった
が，2018年度末時点で2,168のデータセットが
公開されている。また，利用申請件数の推移
をみると（図4），1998年度ではわずか11件で
あったが，2018年度は1,169 件に増加し，多く
の研究者に利用されている。そして，2018年
度までに2,398の論文が発表されている。

文研では，この10年間に「日本人の意識
調査 15）」「中学生・高校生の生活と意識調査
2012 16）」など20調査 17）を提供してきた。公開

図 3　SSJデータアーカイブの累積公開データセット数

図 4　SSJデータアーカイブの利用申請件数

SSJ データアーカイブのウェブサイト（https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/ssjda/stat/）より作成

SSJ データアーカイブのウェブサイト（https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/ssjda/stat/）より作成
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にあたっては，前述のような手続きを経ること
もあり公開頻度は年に1 ～ 2本である。表2は
提供した調査とその利用実績の一覧で，これ
まで346人の利用申請があり，34の論文が発
表されている。

特に，1973年から5年ごとの時系列で実施
している「日本人の意識調査」の利用申請者
数が最も多く，「日本人の意識調査，1973 ～
2008」は150人，「日本人の意識調査，2013」
は61人で，合計すると211人となり，利用申請
者数全体の6割を占める。

次いで，「NHK中学生・高校生の生活と意
識調査，2012」が66人と多くなっている。

研究成果の例としては，「日本人の意識調査，
1973 ～ 2008」のデータを利用して共同研究を
進め，研究成果を1冊の本にまとめた『後期
近代と価値意識の変容　日本人の意識1973-
2008』18）などがある。

また，こうした外部研究者の新たな分析の
視点で文研の担当者が調査を見直すことで，
気づいていなかった価値を発見したり，将来の
調査の企画に役立てたりと，文研にとっても非
常に参考となっている。

おわりに

近年，個人情報保護の観点により，住民基
本台帳や選挙人名簿の閲覧が簡単でなくなっ
たことから，全国規模の無作為抽出による世
論調査データの価値は従来に増して高くなって
いる19）。今後，学術アーカイブで保存・公開さ
れるローデータが増加していくことで，研究者
はさまざまな良質のデータを利用することがで
き，有益な2次分析や研究に役立てることが
可能となる。

調査有効率の低下など世論調査を取り巻く

表 2　SSJデータアーカイブへ提供した調査一覧

調査番号
（SSJDAの番号） 調査名 公開日 利用申請者数

（延べ人数）
論文発表した
件数

654 環境に関する世論調査，2008 2010 年1月 13 2 

696 健康に関する世論調査，2009 2010 年9月 33 4 

814 日本人の意識調査，1973 ～ 2008 ＊1 2012年 4月 150 15 

1050 NHK中学生・高校生の生活と意識調査，2012 ＊2 2016 年10月 66 7 

1101 日本人とテレビ調査，2010 2017年5月 6 1 

1119 日本人の意識調査，2013 2017年7月 61 4 

1140 生命倫理に関する意識調査，2014 2017年11月 6 1 

1183 日本人とテレビ調査，2015 2018 年6月 7 0 

1187 戦後70 年に関する意識調査，2014 2018 年 8月 2 0 

1247 テレビ60 年調査，2012 2019 年7月 2 0 

1250 防災・エネルギー・生活に関する世論調査，2011 2019 年9月 0 0 

合　計 346 34 
※SSJデータアーカイブ担当者への聞き取りにより作成（2019 年10月30日時点）

＊1　1973 ～ 2008 年の時系列調査（計 8つの調査）
＊2　生徒，父親，母親が調査対象（計3つの調査）
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環境は年々厳しいものとなってきているが，文
研では，今後も精度の高い世論調査を実施
し，その調査結果を広く視聴者に公表するとと
もに，学術研究の進展への社会貢献の観点か
ら，多くの研究者が2次分析として利用できる
ようローデータの提供を続けていきたいと考え
ている。

（ひらた あきひろ）
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