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厚生労働省の運用する「職業情報提供サイト（日本版 O-NET）」（以下「日本版 O-NET」
という。）は、米国の職業情報提供サイトである「O＊NET Online」をモデルとして開発
され 2020 年 3 月より公開されている。現在は、2020 年度に新規追加された 10 職業を加
えて約 500 の職業情報が掲載されている。
（独）労働政策研究・研修機構は、長年にわたり日本において職業情報の収集、整理及
びその一般への提供を行ってきたことから、厚生労働省による日本版 O-NET の開発にあ
たり、同省の要請により 2017 年度は基本構想のとりまとめ、2018 年度、2019 年度の 2
年間は職業情報の開発を行い厚生労働省に提供を行った。当機構が厚生労働省に提供し
ている職業情報（インプットデータ）は、職業解説、職業の数値情報（各職業のスキルレ
ベル、知識の重要度等を職業間で比較可能な数値で示したもの。）及びタスク情報から構
成される。当機構では、日本版 O-NET サイト公開後も職業情報の収集、更新等を継続し
て実施することとなっている。
職業情報の提供は、労働市場にある様々な職業や新しい仕事を「見える化」すること
により、学生、求職者の進路選択や就職活動、在職者、人事労務担当者にとっては人事異
動、人事配置、教育訓練プランの作成等に資するものである。さらに、ハローワーク、民
間職業紹介事業者等のキャリアコンサルタントの方々に汎く活用いただくことで、個別
の企業のみならず労働市場全体の中で人材配置の最適化、労働移動の円滑化等を効率的
に実現することにも貢献できるといえるだろう。
日本版 O-NET サイトからは数値情報をダウンロードすることが可能であり、職業、労
働市場、労働移動等に関連した学術研究のための基礎的な情報基盤となり得るものであ
る。研究成果の政策立案への貢献も期待できる。
本報告書では、日本版 O-NET サイト公開後の初年度となる 2020 年度に当機構が行った
職業情報の収集、更新及び新たに取得した数値情報等を使用した分析等についてとりま
とめを行った。日本版 O-NET に関心をお持ちの皆様にご参照いただければ幸いである。
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