
経済社会統計整備推進委員会（第１回）議事概要 

 

日 時  平成１６年１２月１日（水）10:00～12:00 

場 所  中央合同庁舎第４号館 545 号室 

出席者  吉川委員長、井上委員、大林委員、黒田委員、香西委員、清水委員、

西村委員 

内閣府：浜野経済財政運営担当政策統括官、荒井経済社会統計整備推進

室長、杉田参事官、北田参事官、前川参事官 

総務省：渡辺統計局統計基準部長、新井統計企画課長、熊埜御堂統計審

査官 

議 事 

（１）会議の運営等について 

（２）「統計行政の新たな展開方向」の推進状況について 

（３）委員会の検討事項及び検討の進め方について 

（４）その他 

 

配付資料 

資料１ 「経済社会統計整備推進委員会について」（平成 16 年 11 月 4 日

内閣府政策統括官（経済財政運営担当）・経済社会総合研究所） 

資料２ 経済社会統計整備推進室の設置に関する訓令（平成 16 年 11 月 2

日内閣府訓令第 25 号）・経済社会統計整備推進室名簿 

資料３ 経済社会統計整備推進委員会における会議等の公開の在り方に

ついて（案） 

資料４ 「統計行政の新たな展開方向」（平成 15 年 6 月 27 日各府省統計

主管部局長等会議） 

資料５ 「統計行政の新たな展開方向」の推進状況（概要）（平成 16 年

6 月末現在）（平成 16 年 8 月 3 日各府省統計主管部局長等会議） 

資料６ 「統計行政の新たな展開方向」の概要及び推進状況について 

資料７ 経済社会統計整備推進委員会 今後の進め方について（案） 

資料８ 経済社会統計整備推進委員会における検討事項（案）  

 

概要： 

○ 委員長及び事務局の紹介に引き続き吉川委員長、浜野経済財政運営政策統

括官からあいさつが行われた。 

○ 資料１及び資料２に基づき委員会の設置の経緯、趣旨等について事務局か

ら説明があった。 

○ 委員会の会議等の公開の在り方について資料３のとおり確認された。 

○ 「統計行政の新たな展開方向」の内容及び推進状況について、総務省統計
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局渡辺統計基準部長から資料６に基づき説明があり、引き続いて事務局から資

料７及び８に基づき委員会の検討の進め方及び検討事項の案について説明が

あった。 

○ 委員会の検討の進め方、検討課題、問題意識等について、フリーディスカ

ッションを行った。 

○ 次回の委員会は、平成 16 年 12 月 20 日（月）午前 10 時から開催されること

になった。 

 

（吉川委員長あいさつ要旨） 

○ この委員会は経済財政諮問会議との関係で立ち上げられたもの。 

○ 統計は社会の基礎として、明治初期から重要なものと認識されてきた。EU

においては、近年、統計の整備が急速に進められている。これに対して、日本

では統計の劣化が進んでいる、国際的に見ても遅れているとの識者の指摘もあ

る。 

○ 政府もそうした認識をもって、2002 年・2004 年のいわゆる骨太の方針の中

で統計の整備についてうたっている。政府としては、平成 17 年度・18 年度を

重点強化期間として骨太の方針に掲げられた諸改革の工程表、見通しをはっき

りさせておくことになっている。 

○ これを受けて、当委員会としては、骨太の方針に書かれた事項を実効あら

しめることがミッションであり、半年間という短期決戦で統計の改革のプラン、

工程表を作り上げることが仕事になる。よろしくご協力をお願いしたい。 

 

（フリーディスカッション） 

○ 「統計行政の新たな展開方向」（以下「新展開」）には、少し踏み込みが足

りないと思われる部分もある。新展開は当委員会の議論の重要な出発点だが、

その枠内でだけ議論するというのではなく、これを大いに参考にしながら、委

員の率直な意見を基に日本の統計をよくしていくためにはどうしたらよいの

か議論していきたい。 

○ 当委員会は、大局的・長期的に日本の統計全体を改善するための土俵を作

ることがミッションだと思う。新展開では、どういう社会の変化があって、統

計にどういうニーズがあるのか明確にされていないが、そこのコンセンサスを

得た上で、ミッションを哲学に基づいて実現していくことが重要。明治以来の

統計制度にある種の制度疲労があるのではないか。そういう中で統計をどう体

系化していくか。理想的な体系を実現するための仕組みが行政の中でどういう

位置づけになっているのか、経済社会統計に関わる団体、学者、社会のユーザ

ーとの間でどのようなコラボレーションがあって、体系化できるということに

なっているのか。どういう認識に立って新展開をまとめたのかを確認したい。 

○ 統計の現場は、予算・定員もそれほど増えていない状況の中で、QE の公表
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の早期化が要請され、公表の反響も大きいため、それをきちんと処理していく

だけでも相当な苦労がある。SNA は２次統計であり、基本的には１次統計が整

備され、タイムリーに出されることが大きな要素になる。結果をどう使っても

らうか、一般に対する PR、政策決定の中でどう使っていくか、このような場

でご意見をいただければありがたい。 

○ 新展開に基づいて経済センサス創設に向けた検討会が開かれている。検討

を進めれば進めるほど、現在の基本的な制度が統計の体系化を阻んでいること

に気づく。予算の制約が厳しくなる一方で精度向上を図るべしとの要請もあり、

そういう中で今度は市場化テスト・民間開放といった問題も出ているが、この

あたりの議論は慎重に整理していくべき。統計作成の一連のプロセスをいきな

り民間に開放するという議論は適当でない。大規模統計調査の見直しを検討す

ればするほど制度の見直しが必要になってくる。連動しているので、制度疲労

の問題以前に、制度が体系化を阻んでいる面は何かも議論すべき。（委員長か

ら統計の民間開放の問題は当然にこの委員会の議論の対象となりうる旨発言

あり。）制度的な壁について言えば、工業統計調査、商業統計調査、サービス

業基本調査の３つが並立する中で、それらをつなぎ合わせながら、あるいは農

業関係の統計をつなぎあわせているが、それだけで一国のある時点の統計情報

として的確に把握できるか疑問。その背後には、戦後一貫して定着してきた分

散型統計調査があり、統計ニーズに応じて各省が政策立案のための資料づくり

として機能してきた面は評価するが、経済センサスの創設に向けては難しい問

題を提起している。 

○ 今まで統計は作ったものを使ってもらう形だが、世界の動きとして、また

日本でもこれからは必要な情報を統計の形で提供するという方向にもってい

かなければならない。先日の OECD の会合でも、証拠に基づく政策

（evidence-based policy）がこれからの政策決定の機軸になるとの議論があ

った。政策を対内的・対外的に説明する必要があり、その基礎は統計を含めた

情報のシステムである。現在の日本の統計情報には危機感をもっている。分散

型は行政ニーズを満たす面からは有効に機能したし、資源が少ない中で各省庁

が有効に使ったと思うが、対内・対外への説明となると省庁が責任を負うので

はなく、政府として説明責任を負うことになる。分散型のよさを保ちながら集

中型のよさも持つような制度設計を考えないと新展開の内容そのものさえ実

現が難しいのではないかと思う。利用サイドでは、政策に利用することに関し

て政府部内で使うことも一般の利用と全く同じになっており、統計法上やむを

えないが、機動的に政策立案に活用する桎梏（しっこく）となっている。包括

承認を使うとしても十分でない部分があり、そうした部分を含めて制度的な要

因をここで考えるべきではないか。政府として説明責任を果たすためには、き

ちんとやっていることがわかるような透明性のあるシステムづくりが必要。 

○ 統計の現状に深い危機感をもっている。これまでの行政改革の中では統計
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も一つの分野として取り上げられてきたが、今、他の委員から出されたような

観点からの議論はほとんどないまま、統計部門をどうスリム化するか、行政機

関の定員から外すかといった議論が主。このような委員会で統計のあり方を正

面から議論できることは貴重な５０年に一度といっても良い機会であり、有効

に生かしていくべき。当委員会のアウトプットのイメージはどんなものか。こ

の委員会が工程表をつくるのか、あるいは示唆を与えるためのものかを確認し

たい。（事務局から以下のとおり発言。個別の統計整備の検討については、新

展開にどういう内容で整備すべきということは書かれているが、いつまでに何

をするか、という工程表的な考え方が示されていないものが多く、諮問会議の

過去の経験にかんがみると、工程表を作ることが役立つのではないかと考えて

いる。この委員会自身が工程表は作らないが、工程表を作る主体が準拠しうる

工程表の素案的なものをお作りいただければと考えている。大きな制度的問題

については、工程表まではいかなくても提言の中でご指摘いただければ有意義

ではないか。）２０年近く前の「統計行政の中長期構想」やその後の「新中長

期構想」と、現在の新展開には先立つ取り組みがあったわけなので、まず検討

の素材として２０年前、１０年前、現在とどういう問題意識があって、それは

変わっているのかいないのか。変わっていない問題については、何がどこまで

達成でき、何が残っているのか、という整理が必要。それを整理すれば、制度

問題として取り組まなければ解決されないものが解決されていない等の事情

がよくわかるはず。今回取り上げるべき主な具体的なテーマも浮かび上がると

思う。そもそもの統計の位置づけも考える必要がある。国にとって統計をどう

考えるか、従来は個別行政を進めるためのデータの収集であり、それがあわせ

て体系になればよいという考え方であったと思うが、今やそうではなく、ある

データのセットが対内的・対外的な説明や理解のために必要だと考えれば、品

質のよい、タイミングのあったデータを提供するというのは行政として一次的

な仕事ではないか。そういう位置づけをすると、現在の統計法や作業上の障害

も相当大きな部分で解消できる方向が見えてくるのではないか。集中型か分散

型かという議論よりも政府統計の概念とかそれを実行するための仕組みとか、

具体的な作業をどうするかという形で議論をまとめていく方がよい。 

○ 制度に関連した話は新展開で第三、第四で、統計の中身について触れられ

ている第二を実現していく上での課題として整理されており、また、ここで取

り上げることが可能なテーマもあると思う。一つの例として、行政記録を活用

することで、有効な統計もつくれるし、既存の統計の精度改善の効果も期待で

きる。しかし、この問題は統計関係セクションで完結する話でなく、外に出る

と法的制約などがある場合もあるし、十分に活用できない状況があることも事

実。どう考えていくかということも議論がなされ、行政記録の活用が推進され

ればと期待している。 

○ 新展開の突込みが足りないと思う部分として、財政支出データの活用の問
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題がある。地方政府の支出に関する統計が不備であることはよく指摘されてい

る。IT、電子政府という中で、地方も含めて統計データがとれない、大雑把な

推計に頼っている現状をどのように改善すべきか。具体的な改善策を提案して、

どの省に何を要請するのか立ち入って検討しないと改善は進まない。基本方針

2004 では要員配置の問題が明記されている。この点だけ直せばよくなるわけ

ではないが、当委員会で議論されたことが直ちに実行に移せるものでないにし

ても、議論はしておいた方がよいのではないか。検討すべき個別分野の統計に

関連して、政府の方で話題になっているものとして観光統計がある。観光立国

と声高に言われている一方で、意外に観光に関する統計が整備されていないと

の指摘がある。制度論に関わることでは、分散型に限界があるのではないか、

そこを見直すべきとの意見も聞く。統計の民間開放の問題に関連して、規制改

革・民間開放推進会議で市場化テストが議論されているが、これをどう考える

か。例えば日本統計学会からも慎重に対応すべきとの意見も出てきている。市

場化テスト自体は重要な考え方であり、統計の中には民間開放してもよいもの

があるのではないかとの意見もあるが、他方で、原則論で何から何まで民間開

放した方がよいというのも性急な話であって、民間開放について統計のエキス

パートである委員から意見をいただきたい。 

○ 委員会の設置自体が竹中大臣と麻生大臣の合意の下で作られたものである。

提言は諮問会議にも報告することになる。その先は関係大臣がリーダーシップ

を発揮して実現されることを期待したい。改革案を各委員から具体的に提出い

ただく必要がある。 

○ 従来はどちらかといえばマクロ統計中心の取組を行ってきたが、最近は個

票の利用が重要になってきた。ミクロデータをうまく使えれば、マクロとミク

ロのつながりがはっきりしてきて、構造改革か景気刺激かということだけでな

い次元の政策を考えていくことができるのではないか。新展開の第三に盛り込

まれているオーダーメイド集計、匿名標本データの作成等に大いに期待してい

る。サービス統計も生産者の側だけでなく、生活の匂いのある方が国民の統計

という観点からはよいのではないか。統計調査は費用も労力もかかるので、あ

る部分ではモデルを使った推計などのうまい使い方も開発していく必要があ

る。センサスの中間年や成長部門ではサンプル調査などもやっていただかない

と急場に間に合わない。匿名標本についても標本番号を追跡できるように作れ

ばよいものができるはず。統計を役所の中に封じ込めておくことの危機感もあ

り、民間にも責任をもってもらう形のよいミックスも考える余地があるのでは

ないか。 

○ マイクロデータ、パネルデータの利活用については、作成の段階で試験的

な試みが始まっているが、それが社会一般の統計の利活用可能な状態にできる

かどうかは相当な検討を加える必要。個人情報保護の観点から、匿名性をどこ

まで担保できるか検討しなければならない。新展開の第四の項目については、
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議論が開始され、法制度との関係でも検討を開始している。 

○ マイクロデータに関連して、統計情報が個人情報の適用除外になっている

理由は政府が取扱っているからということがある。政府が一体として統計情報

について責任をもっている形にしないと国民の統計に対する信頼が消えてし

まう。民間開放もどういう形にしたら、政府が責任を持てるのかという観点か

らみることが必要。 

○ マイクロデータについて法制度面でどう対応できるか統計基準部中心に検

討している。試行的試みとして統計局が一橋大学などと協力して匿名化した標

本データを作って研究者を公募する試みもごく最近始まったところ。諸外国に

比べて遅れている分野との指摘も従来あったところだが、改善に向けた努力が

なされている。 

○ SNA 統計、GDP 統計に対する国民の信頼が薄れている。こういうことを把握

したいという国民のニーズに対応していないかもしれない。産業構造が急速に

変化している中で、GDP の統計として本当に SNA がすべて経済体系、社会構造

の変化を網羅したものとなっているのかが問われなければならないが、それを

議論すべき場としての国民経済計算会議が１０年ぶりにようやく開かれたと

いう状態。ユーザー、メーカー、それにコメントする人たちの真摯な議論をす

る場がほとんどないというのが大きな問題。それがないとどんなものをどう作

るという組織論だけ議論してもいいものはできない。米国では SNA 統計が遅れ

ていたが、最近、学者を巻き込んで議論している。日本でそういう議論ができ

ていないことが組織的な問題。何のための統計か、何を作るか真剣に考えて

100 年の計で取り組まないと統計はよくならない。工程表は重要だが短期に過

ぎる感があり、骨太のところも押さえておかないとこの委員会の役割は果たせ

ない。 

○ 新しい業態が出来てきたときに統計が把握されない。IT ウェブ関係も重要

になっているが明確に把握されていない。範囲すらわからない。機動的な対応

ができないということも問題。 

以上 

 

＜文責：内閣府経済社会統計整備推進室＞ 

 

注：本議事概要は暫定版であり、今後修正がありえます。 

 


