
経済社会統計整備推進委員会（第３回）議事概要 

 

日 時  平成１７年１月２６日（水）17:00～19:00 

場 所  中央合同庁舎第４号館 共用６４３会議室 

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、舟岡委員 

内閣府：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、三上企画官 

日本銀行：調査統計局市川統計企画担当総括企画役 

日本経済団体連合会：経済本部濱政策グループ長、左三川 

 

議 事 

（１）経済・社会の変化に対応した統計の整備について 

（日本銀行及び日本経済団体連合会からのヒアリング及び意見交換） 

（２）統計制度の整備推進について 

（３）その他 

 

配付資料 

資料１ わが国の経済統計整備の方向性と課題について（日本銀行） 

資料２－１ 民間企業から見た統計整備の課題について（日本経済団体連

合会） 

資料２－２ 統計の利用拡大に向けて－景気関連統計を中心として－（日

本経済団体連合会） 

資料３ 経済社会統計整備に関する重要課題と主な論点 

資料４ 経済活動別のＧＤＰ・就業者ベースのシェアと関連統計調査 

資料５ 府省等別統計職員数（平成１６年４月１日現在） 

資料６ 大規模統計調査の調査事項数等の推移 

資料７ 経済社会統計整備推進委員会におけるこれまでの議論の概要 

資料８ 規制改革・民間開放の推進に関する第１次答申－官製市場の民間

開放による『民主導の経済社会の実現』－（統計関係部分抜粋） 

 

概要： 

○ 日本銀行から資料１に基づき説明の後、質疑応答が行われた。 

○ 日本経済団体連合会から資料２－１、２－２に基づき説明の後、質疑応答

が行われた。 

○ 事務局から資料３～資料７について紹介の後、統計の整備及び統計制度の
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整備推進について意見交換を行った。 

○ 統計の民間開放について、事務局から資料８に基づいて、規制改革・民間

開放推進会議の第一次答申のうち統計関係部分について紹介した。 

○ 次回の会議において、関係省庁から、委員会の主要な関心分野について、

所管府省としての考え方や今後の取組方針等をヒアリングすることとなっ

た。 

 

＜日本銀行ヒアリング・質疑応答＞ 

○ 財政支出データの一層の活用を提案しているが、会計法の改正まで踏み込

んで会計システムを改めることを求める趣旨か。 

← 具体的な方法論まで指定して提案しているものではない。現在のシステム

でも、各省庁では自らの所管部分については状況を把握できており、例えば、

各省庁からデータを提供してもらえれば問題ないのではないか。 

○ 発生主義か現金主義かという点も大きな問題になると思うがどうか。 

← 速報段階で完全なデータが出ることは無理かと思う。財政支出データに関

する統計が整備され、それを使って推計することで速報と確報との間の乖離が

少なくなればよい。QE 推計の参考情報として他に使えるデータがないかとい

う観点からの提案である。 

○ 日本銀行では一次統計を使って、価格指数等の加工統計を作成しているが、

一次統計の精度を上げる観点からのフィードバックは常に行われているのか。 

← 物価統計の例で言えば、５年に一度、価格の基準改定を行うが、その際に

産業構造を反映したウェイトデータについて、産業連関表等からデータを得つ

つ、それを補完するデータを使ってウェイトを作っている。５年に一度そのウ

ェイトを作る際に、価格があってもウェイトがとれないものがかなり存在し、

その部分の価格指数が作成できないものがある。ある産業分野について基礎と

なる統計がないときに、統計の作成を当方で依頼しようにも、所管省庁がどこ

か分からない、フィードバックしようにも相手が特定できない状態がある。 

○ 統計のサプライヤー（供給者）としての立場で、ユーザーから意見を聴取

して自らが作成する統計を改善していくシステムを持っているか。 

← 例えば、価格に関する統計の基準改定に当たっては、まず改定方針の案を

作り、対外的にパブリックコメントで意見を求め、ユーザーから寄せられた

様々な意見を踏まえて最終的な改定方針を決め、ユーザーのニーズにできるだ

け応えられるように改定を行っている。フィードバックのシステムは整備され

ていると考えている。 

○ 国の財政支出データに関して、財務省が四半期ベースで公表している「予

算使用の状況」であれば、投資的支出か消費的支出か内訳を把握できるように
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なっている。月次ベースの国庫歳入歳出状況ではそれが把握できないので、月

次ベースで予算使用の状況を把握できればよいということか。 

← 国の財政支出データはシステムで管理されており、それが把握可能であれ

ば、情報として提供していただきたい。 

○ システムで管理され四半期ごとに把握できるのであれば、月次ベースでも

可能ではないかということか。 

← 報告を受けて作成される民間の建設着工統計は毎月公表されている。国が

自ら支出しているデータであれば毎月把握しているのだから、少し工夫をすれ

ばすぐに提供できるようにならないか。 

○ 自治体によっては四半期ベースで決算を公表しているところがあるが、そ

ういう自治体が全体の中でどれくらいあるか、目的別・性質別などの内訳の公

表の仕方が自治体ごとに大きく異なっているのかどうか承知しているか。 

← 十分承知していない。 

○ 総務省として、ｅ－Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ（電子政府）の推進という旗を

振っており、これが進めば統計の面でも正確性・迅速性が高まることが当然期

待されるところ。地方の財政支出データについてもその進捗にあわせて改善さ

れることを期待している。現状はどのようになっているのか説明を受けること

としたい。 

○ 日本銀行が行っている国庫業務の中で、国の財政支出データを捕捉するこ

とは難しいのか。 

← 国の会計センターから日々データを受け取り、それに基づいて支払いを行

っているので、国の支出を日脚で把握している。勘定ごと項ごとには把握でき

るが、それがどのような目的で、例えば投資的な目的なのか消費的な目的なの

か、勘定から推測はできるが、その内訳までは把握できない。 

○ 国全体として統計を整備しようというのであれば、国自らがしっかり対応

するのが筋ではないか。 

○ サービス分野でデータが不足しているとのことだが、サービス産業の関係

で加工統計を作成する際にはどのように推計しているのか。どういう情報を利

用しているのか。 

← サービス物価の指数を作成する場合、産業連関表で全体の大枠を決め、そ

の内訳について様々な統計を使いながら細かく区切って、その中を埋めていく

細かい作業の繰り返しである。どうしても埋めきれない部分の価格は大きなカ

テゴリーでないと公表できない。 

○ 物価統計などは日本銀行が自ら調査しているが、その際、調査に必要な基

礎統計としてはウェイトと企業名簿という理解でよいか。 

← 基本的にその２つが最も重要である。 
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＜日本経済団体連合会ヒアリング・質疑応答＞ 

○ 統計を一種の公共財と考えるべきとのご意見については、委員の意見とほ

ぼ一致しているのではないか。 

○ 統計機構の集中化について、当面できるところからとのご意見だが、具体

的なアイデアはあるか。 

← 具体的には、QE の基礎統計を中心とする主な基礎統計を作成している部門

について提案しているところ。 

○ 加工統計である GDP 統計に対応する一次統計を含めた形でシステムを構築

し、全体として一次統計作成組織に対して指導を強めていくようなイメージか。 

← 分散型の行政組織を前提にその調整を強めるというのではなく、組織的に

一元化した方がよいのではないかと考えている。 

○ 統計の企画・立案や調査実施に関連して民間委託の活用に触れているが、

イギリスでは規制廃止・外注法が制定された後、民間の調査会社に調査を委託

した場合、調査対象である民間企業に対して守秘義務を前提としてどの程度協

力が得られるかという調査が民間の調査会社に実施を委ねて行われたが、そこ

では、調査対象の協力を得にくいという結果も出ている。日本経済団体連合会

の会員企業でそのような反応はないか。 

← 昨年１１月のレポート取りまとめでは、その部分に関して会員企業から特

に意見は出なかった。現在でも各省庁が民間シンクタンクを通して調査してい

るものが数多くあり、それらで回収率が著しく低いとは承知していない。 

○ 統計機構の集中化に関して、中央省庁等改革当時の考え方を転換した理由

は何か。企画・立案の一元化を提案しているが、その場合、各省庁にはそれぞ

れの行政目的で行う調査、統計の作成について一切認めないということか。 

← 分散型の体制の下では、経済センサスに関する検討をみても明らかなよう

に、複数省庁にまたがる課題に非常に時間がかかる。民間企業であれば、複数

部署にまたがる場合にはプロジェクトチームを作って対応するので、政府の統

計においても組織的に一元化することで意思決定の合理化が図られると考え

ている。各省庁が独自の行政目的について調査するものまで一元化すべきとは

考えていない。集中化によってメリットがあるものを集中化すればよい。 

○ 中央省庁等改革当時と現在では、実質的には相当内容が変わったといえる

のではないか。従前は統計行政全体について機構を一元化し、仕事を分担する

ということだったと思うが、現在は解決すべき課題を抱えているグループを対

策本部的にまとめて、目的的に対処しようという発想か。 

← 政策群のように「統計群」を考えて、その部分に関しては一か所でと考え

てもよいのではないか。 
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○ 国の統計に対する民間ニーズを本当に的確にとらえることが可能なのか疑

問がないではない。日本経済団体連合会のレポートを見ても、政府統計を使わ

ない理由の相当部分が「対象分野に関心がない」や「調査の存在を知らない」

になっており、一部の関心が高いユーザーにバイアスのかかったニーズが出て

くるおそれがあるのではないか。その場合、国全体としての統計体系にどのよ

うに的確に反映させていけるか、システムとして大きな問題になるが、どのよ

うに考えるか。 

← ご指摘のようなこともあると思うが、現状ではあまりに統計ユーザーに耳

を傾ける場が少なすぎるので、そこを拡充してほしい。国民のニーズと行政目

的が完全に一致するというのは難しいと思う。 

○ いつの時代もマクロ的なものはその姿を捉えがたい。企業であれば自分の

売り上げ、家庭であれば自分の家族構成などあらためて統計などなくても直ち

に把握できるが、国全体の姿は統計がないと見えない。統計に対する一番大き

なニーズは、国の姿を様々に映し出す「鏡」としてのものであり、いつの時代

でも変わらないということではないか。その意味で、サービス統計の不備など

は改善しなければならない。 

 

＜意見交換等＞ 

○ ６月に取りまとめる提言では、理想は高く掲げたい。しかし、理想論だけ

で単なる言い放しではなく、実際に統計が良くなるような具体的な工程表を作

ることが重要。 

例えば、財政支出データに関して速報性・正確性が欠けているのではないか、

サービス分野に関して統計が未整備ではないか、といったあたりは、これまで

の議論でも大きなところで相当程度コンセンサスができつつある。これらを改

善するためにどのように取り組んだらよいのか、工程表につながる具体策を詰

めていく必要がある。 

○ 統計を民間にとっても不可欠な公共財として、国民、企業が広く利用する

ものとして統計が整備されるべきという考え方に立って、それを実現するため

の手立てを考える必要がある。 

近年、調査環境が厳しくなる一方の中で、統計を利用する者への還元・フィ

ードバックが目に見える形で具体化されていない点を改善すべき。利用者と統

計作成者の意見交換・フィードバックを行い、統計が国民全体のものであるこ

とを利用する立場からも認識できる仕組みを具体化に向けて検討したらよい

のではないか。 

○ 統計を公共財と位置づけることについては反対がないと思うが、それを実

現しようとすると本質的な議論に立ち入ることになる。 
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現状の仕切りは、各省庁が所管分野について行政目的に応じて調査し、逆に

言えば、所管でない省庁は調査できないという整理。公共財と言いつつ、所管

の省庁が意欲を感じないと統計ができないことになる。あるいは所管が輻輳し

ているサービス業ではパッチワーク統計しか出来ない。そこで集中化がテーマ

になるが、集中化したときにある省庁が自らの所管分野について調査できる権

能をどのように扱うのか（取り上げて集中機関に一元化する、or 集中機関と

二重の所管とする）、つまり集中機関と省庁の関係をどのように組み立てるの

かをキチンと整理する必要がある。それをしないと、これまで何度も議論され

てきながら進まないことの繰り返しで終わってしまう。 

米国では、ある省庁が所管分野について調べたい事項について、自分で予算

を確保した上で、調査に関する知識・ノウハウの豊富なセンサス局に委ねるよ

うな仕組みがあるとのことだ。調査権限は所掌事務に従って明確（つまり縦割

り）に割り振りながら、調査や統計作成の段階で統合する工夫がされている。

センサス局への委託というのは一つの例で、いろいろな方法があり得るのでは

ないか。 

○ 「統計行政の新たな展開方向」で一例を挙げると、金融分野についての統

計整備に関して関係省庁がおおむね合意したが、実施主体をめぐってなかなか

結論が出なかったことがある。金融分野の所管は金融庁で、財務省の行ってい

る法人企業統計に金融・保険業を取り込むことにしようということになったが、

調整に相当の時間を要した。こうした問題を解決するために、集中化も一つの

方策であり、それ以外にも工夫しながら組織的な対応で乗り越えていく必要が

ある。 

○ 統計に関して、組織を集中化するのではなく、実施を分散させたまま政府

部内で交通整理できる権限ができるのなら、それも一つの集中化なのではない

か。 

○ 財政支出データについては、電子政府の構築を進めているのに、然るべき

部署にデータが速やかに集まってこないのはおかしい、改善が図られるべきと

言えるであろう。 

サービス分野の統計に関しては、高い立場に立ったデザイナー、アーキテク

トが必要であり、それを誰がどのように担うことにするか提言する必要がある。

アーキテクトが決まったとして、サービス分野の統計を作成する部署が一緒で

あるとは限らないし、複数のサービス分野を各省庁で整備することもあるかも

しれない。アーキテクトは一つの組織にして、その下で実施部隊が分散してい

ても、アーキテクトがしっかりしていれば問題はない。 

○ 集中化と一元化とを区別して議論すべきではないか。統計行政の集中化と

いうことだとすれば、統計調査とその結果の精度がどれくらい向上するか見極
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め難い。統計調査に当たっては「一元化」を図るべき。分散型統計制度の中で

それぞれ優れたアーキテクトが各省庁に養成されてきたことは分散型のメリ

ットであり、それを活かしながら、どのように産業横断的な統計調査を一元化

していくか、そのような組織は何か、いつまでに作り上げるかという問題に議

論を集中させた方がよい。統計行政の集中化となると、それほど簡単に結論が

得られるものではなく、工程表を伴って進めていくのは相当に難しい。 

○ 統計のデザインについて責任あるデザイナーがいるということが重要。全

体として望ましい体系を誰がデザインするのか。各部局がそれぞれ勝手気まま

にという状態は問題が多く、その部分の一元化は必要。 

サービス分野の統計についてデザインはできていると思うが、最大の問題は

サービス業を営む事業所・企業が捕捉できておらず、できるところからパッチ

ワーク的に貼り合わせていること。そういう状態で、いつになったらサービス

業全体の構造統計ができるのかという現状がある。サービス業基本調査は調査

事項としては内容を大きく変える必要がないほど整っているが、様々な制約か

ら調査対象のカバレッジが小さいことが問題になっている。産業統計としての

サービス統計の望ましい在り方をまず定めて、カバレッジを全体に広げ、高め

ることを目的にするときに、現行の調査体制のどこを変えてどういう工程で進

めば実現できるのかということが具体的な形で既にあるように思う。一般論で

サービス統計が未整備と言ってみても、何が未整備なのか明確にならない。デ

ザインとしては出来上がっているように思う。 

○ 統計に携わる職員の問題がある。資料５の通り日本の統計従事職員の総数

は６千７百人余りで、かつ偏りが大きいが、米国では、センサス局が地方に抱

えている職員を除いて、１万４千人余りのマンパワーが統計業務に充てられて

おり、しかも常勤職員のうち、採用に当たって統計・数学の学士以上でないと

応募できない統計専門官の割合が２０％を超えている（２００４年現在）。こ

ういうマンパワーの状況、彼我の格差は、統計の整備を考える際に、視野に入

れるべきことの一つだ。 

米国は分散型統計機構の典型のように思われているが、１万４千人余のうち

商務省に約８千９百人（うちセンサス局が約８千４百人）であり、センサス局

への集中度は国全体の６割を超えている。米国は分散型の典型といわれるが、

実質的には分散とは言えないのではないか。調査権限の分散と、調査の実施や

統計の作成・加工に係る集中がうまく組み合わされているように見える。 

同じように、英国では９３年時点で、統計職員（GSS スタッフ）の総数が５

千百人余り、うち専門家の割合はその当時１３～１４％、最近では２０％近い。

サッチャー政権で大幅に統計部門の人員が削減され、９０年代に入って見直

し・建て直しが図られたたが、その建て直しの入り口でさえ、これだけの人員
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が確保されていたわけだ。 

職員の数と専門性の問題を除いては、統計の整備を考えられない。 

○ 統計職員の配置については、政府としても現在見直しを進めているところ

であり、この委員会が立ち上げる契機にもなった問題。この委員会で統計職員

の再配置を決めるということはないにしても、多大な関心をもたざるを得ない

ことも事実。 

○ 統計資源の制約がますます厳しくなる中で、サービス分野の統計が未整備

と言われながら、そういう制約がある限り、いつまで経っても調査対象のカバ

レッジが上がらない。そういうことも含めて議論していくべき。 

○ GDP 統計については、国際的な基準がある中で各国の競争のような側面があ

る一方、もぐら叩きのように地道に問題を一つずつつぶしていくような進化の

途中のような側面もある。サービス分野についても経済センサスのような構想

が提案されている。流れの出ているものをうまく使ってどのように方向づけて

いくかも考えるべき。本当の需要をどのように見つけるかも工夫のしどころ。 

○ 未整備分野は高い優先順位でこれから整備していく必要がある。デザイナ

ー不在の問題と、各省庁が行政目的に沿った形で統計が作成されている現状、

統計予算や地方公共団体のマンパワーが制約になって、新たな統計を立てるこ

とが難しくなっている。 

かつての統計委員会は統計体系を設計して実施に至るまで図面を描いてい

た。それを一面で引き継いだ統計審議会において「統計行政の中・長期構想」

で提案された広く概括的なサービス分野の統計に対応するものとして、所管が

明確な部分を除く形で従来の「Ｌサービス業」を対象に、サービス業基本調査

が実現した。統計審議会はいまや法施行型審議会となって企画立案や建議の機

能がない、他方で行政目的のために統計が作成されている、そういう部分をブ

レークしないと未整備の分野はなかなか整備が進まない。 

○ 基礎的なデータを調べると日本はそれほど悪いわけではないが、実査まで

理解していて方向付けをできる、かつての統計委員会のようなアーキテクトが

いないことに問題があり、そこを早く作っていくべきというコンセンサスはほ

ぼ出来ているのではないか。 

 

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、今後修正の可能性があります。 

 


