
経済社会統計整備推進委員会（第７回）議事概要 

 

日 時  平成１７年５月３０日（月）10:00～11:20 

場 所  中央合同庁舎第４号館 共用第３特別会議室 

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、

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 

 

議 事 

（１）経済・社会の変化に対応した統計の整備について 

（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 経済社会統計整備推進委員会 報告書（案） 

席上配付資料 政府統計の区分と「統計行政」の役割（イメージ） 井上委員提出 

 

概要： 

○ 事務局から資料 1について、井上委員から席上配付資料について、それぞ

れ説明の後、報告書の案文及び井上委員席上配付資料について意見交換が行

われた。 

○ 次回の会議では、報告書を取りまとめることとなった。 

 

＜意見交換等＞ 

○ （席上配付資料について井上委員から趣旨説明あり） 

○ 資料１の２１ページ、「司令塔」機能①から⑦に、統計関係職員の専門性の

向上についても一項目入れておくべき。２５ページ、行政記録の活用「取組に

当たっての考え方」の 終パラグラフで、行政記録の統計化の積極的推進につ

いて触れられているが、重要な項目であるので、付随的な「なお」書きではな

く、本体的な表現とした方がよい。 

○ 「公共財」に係る新たな制度設計については、案文でも提案されている統

計の整備計画の中で実質的に担保される部分もあるかと思うが、それで足りな

い部分についてはどのような形で概念を規定していくのか、指定統計との関係

の整理等を更に詳細に検討していく必要がある。 

○ 「公共財」について記述している部分（Ｐ８）について、簡単に言えば、
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各省庁の政策や行政自体は公共サービスであるが、そこで使われる統計が必ず

しも「公共財」的な扱いの定義には当てはまらない、そういう意味で使ってい

るということではないか。公共財である政策について意思決定する際の一つの

材料として 終的には使われている。我々としては「公共財」という言葉を使

っているが、「公共財」の定義については様々な議論があり得るので、いろい

ろなニュアンスに注意していることさえ示せば、Ｐ８の注としてはよいのでは

ないか。 

  １３ページで、現金主義に基づくデータのＳＮＡ推計への活用について、

「現金主義」が突然出てくる印象があるので、ＳＮＡが発生主義に立っている

ことを明示しておいた方がよいのではないか。基本的には政府自身が発生主義

も取り上げてデータを整備するというのが一番の解決になるが、内閣府が研究

して発生主義も取り入れてほしいというお願いをしていくというのが具体的

なプロセスになるのではないか。 

○ 現行の統計行政とここでいう「司令塔」との関係をどう理解するかが難し

い。今後詰めていくことだろうが、現行の統計行政の組織と機能のうち、現行

の統計関係組織をそのままにした上で機能を強化して、「司令塔」機能の強化

に結びつけるのかどうか検討しておく必要がある。 

一方で、「統計行政の新たな展開方向」という形で、現行統計行政を前提と

して、その中で、従来は取組が行われてこなかった部分のいくつかが現在実行

段階に入っている。その中に「司令塔」の議論が出てきたときに、現行統計行

政の組織と機能との関係で、どこにどのような形で新たな機能を加え、あるい

は組織改編に結びつけるのか、そのあたりの議論を詰めていく必要があるので

はないか。現行の統計行政と離れて「司令塔」の議論だけが独り歩きしてしま

うと、具体化するときに大きな支障となるのではないか。 

○ 我々が統計をよくするための 適解を考えようというときに、様々な制約

条件がある。当委員会は、従来の議論では制約と考えられていたものを、とり

あえずは可変と考えて、少し踏み出すことを試みている。組織について、今こ

こで具体的なことを提案しているわけではないが、従来は完全に与件とされて

きたものを可変として考えた場合には、従来は 適解と思われていたものを見

直すこともあり得るのではないか。 

○ この委員会は、当初、工程表を作るということで始まったと思うが、この

報告書が工程表ということなのか、工程表以外も含めて検討した結果がこの報

告書になっているという理解なのか。 

← 個別課題について決まっていることはそれぞれの箇所に書き込んである。

全体としての統計改革の工程については、報告書の 後で触れることになる。 

○ ２．に具体的な統計の整備に関する事項が掲げられており、その中で、経
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済センサス、サービス、ストック、観光など個別の統計に触れられている。こ

こだけ個別論になってしまっており、「体系化」を打ち出している割には取り

上げられている統計がバラバラと見られかねない。これらの問題をなぜ今の段

階で取り上げなければならなかったかという点をまとめて２．に柱書として加

えるなどにより、制度としての体系化を目指す中で、現状の足りない部分に対

する取組として取り上げているという趣旨が明らかになるとよい。 

 席上配付資料に関して、計画的な整備に関する「司令塔」機能として、直接

にコントロールするということではなくても第Ⅰ区分の統計まで含めて視野

に入れ、全体のデザインを示すことが重要であり、第Ⅰ区分を全く外してしま

うのは問題があるのではないか。 

← 席上配付資料は検討の途中段階のものであり、「説明②」の欄が抜けている。

ここに加えるべき考え方として、例えば個別行政のために作成されている非常

に細かな統計があり、それ自体は第Ⅰ区分ではあるが、全体の中の位置づけか

らみると第Ⅲ区分にあるＳＮＡをつくるために必須の統計であるという場合

には、そのような視野を持つべきということもあると思う。 

  現行の統計行政と「司令塔」との関係について、調整という側面から見る

と配付資料の一番下の欄にあるような機能がある。現行の統計法では指定統計

と届出統計、まったく別途の観点から統計報告調整法に基づく承認統計となっ

ているが、そのあたりの整理をこういう形でもう一度見直してみたらどうか。

統計法と統計報告調整法が十分に整理されないまま両立しているのではなく、

これを融合的に考えていく必要がある。現行制度をまったく無視するのではな

く、現行制度の中を整序することによって方向性が出てくるのではないかとい

うニュアンスである。 

  ２．に説明を加えてはどうかとの意見があったが、この部分が工程表づく

りのベースになる「統計行政の新たな展開方向」の中から主要なものを取り込

んだものだとすれば、むしろ３．の方に説明が必要なのではないか。 

○ 「公共財」としての統計は、それ自体が情報として大きな価値を持ち、多

くの主体が関心を持つものであり、国としてそれを提供する義務もあろうとい

う議論をしてきた。「公共財」についての注書（Ｐ８）の 後にもあるとおり、

「公共財」とは必ずしも言えないような、各府省が自らの行政において使うよ

うな統計であっても、それが不要であるということはここでは主張していない。

しかしながら、そうした統計を含めて全体のリソースが限られているという状

況の中で、どのような統計をどのように整備していくか、これまでの委員会で

の議論では、現状では各府省の行政上の関心が少し強くなり過ぎて「公共財」

としての統計整備が実質において少々疎かにされてきたという認識であった。

統計全体をコーディネーションし、そういう状況を改善することが、ここでい
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う「司令塔」に期待される機能である。「司令塔」がどういう形でつくられる

にしても、限られたリソースの中で、全体を見渡してどのような統計を整備し

ていくのが も適切かを判断していくことが「司令塔」に期待されることであ

ろう。 

○ 我が国で統計の体系的整備がなぜ進まないかという点からこの委員会の議

論が発し、諸々の問題が横たわっていることについて共通の認識を持って、統

計を体系的に整備することが必要という観点から２．にその具体策がまとめら

れていると理解している。 

３．に掲げた統計制度に関する事項については、何らかの改善を図らなけれ

ば中長期的に我が国の統計が改善しないという認識が共有されていると思う

が、この部分は十分に議論を尽くせず、どこにどのような問題があるかという

ことを提起して、今後の更なる議論に委ねるという形ではないか。統計報告調

整法の取扱いについて意見が出たが、自分もここに様々な問題が隠されている

気がする。各府省がそれぞれの行政のために必要な情報を収集する際、それを

統計化する場合としない場合があり、その境界をどのように定めるかを明確に

意識しないと、「公共財」として位置づけるとしても曖昧になってしまう。統

計法制上でそのあたりの仕切りをつけることができるかどうか、これからの検

討が必要なところであり、それとあわせて「司令塔」の役割を考えていくべき

と理解している。 

○ 統計による分析としては大量観察によるものと小規模な標本によるものの

２つがある。統計といっても、何万人も調べて全体の数字あるいは平均の数字

を必要とするというものもあれば、薬の効果の検証のように、あることがどう

いうことに影響するかとの観点から何十人しか調べないものもある。経済学や

社会科学でも、次第に後者のような分析が増えていくであろうし、各府省が特

定の行政目的で調査を行う際にも狭い範囲で調べれば役に立つことがあると

思う。こうしたことを踏まえると、「司令塔」は基礎的なところとそれ以外の

ところである種の線引きを行い、基礎的なところはしっかり押さえておくが、

それ以外のところはもっと自由にすることが望ましい。「司令塔」が全ての統

計を規制しようとしないほうがかえってよいのではないか。 

← 医学統計でサンプルが少なくてよいのは、人間の生理的な構造の差違が小

さいからであり、私たちが関心を持つような社会的な事象はそうした差違が

非常に大きいからサンプル数を多く必要とするのであろう。 

「司令塔」が民間も含めてあらゆる統計を日常的に規制することは適当で

ないと思うが、重要なことについてはいざ必要な時には議論して意思決定を

してそれを実行に移す能力をもつ必要があるということが、これまで議論し

てきたことであろう。 
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○  社会経済事象の場合、どうしても分散が大きいため、ある程度の議論に耐え

る統計となるとあまりに小さいサンプルでは問題がある。一方で、どんなに小

さいサンプルであれ、コンマ１でも差があればそこが議論されるような土壌が

あり、統計の利用目的と精度の関係を常に意識しておく必要がある。 

また、「司令塔」がどの程度各省の統計をコントロールしていかという問題

についてだが、特に企業や事業所を対象とした調査がかなり多く、企業や経済

団体から報告者負担が大きいという意見が寄せられているのも事実である。こ

の点は今後考えていく際の一つの考慮事項であろう。 

○   「司令塔」に必要な第一の機能は様々な調査対象に関する母集団情報の整備

である。統計調査の実態は、次第に標本調査の方向に向かっている。何よりも

必要なことは、適切な標本調査が行われるための母集団情報が整備されていな

ければならないということである。そうだとすると、「司令塔」機能として、

府省横断的な母集団情報を整備していくことが一つのあり方ではないか。 

○  現在の統計行政を考えた場合、全体のリソースが決まっていてその配分をど

うするのかという観点を考えないとすれば、席上配付資料の第Ⅰ区分の統計に

ついては第Ⅲ区分からの関心がない限り基本的に各省庁に任せておいてよい

し、それに必要な予算についても各省個別行政の予算の中で対応すればよく、

トータルとしてコントロールする必要はないのではないか。ポシティブに「統

計行政」という概念をたてるとすれば、それは政府でなければ提供できないサ

ービスであり、その中の一つに母集団情報の管理やＳＮＡの整備も入ってくる。

こうした「統計サービス」という概念が確立され、そのベースとして各府省の

情報収集やその他の活動・リソースがあるというように構築されればよいので

はないか。 

← 今問われているのは、統計について、費用に対して本当に十分な便益があ

るかどうか、その見直しが十分行われていないのではないかということであ

ろう。席上配付資料にあるように各府省の統計には第Ⅰ区分から第Ⅲ区分ま

でスペクトル（配列）があるのだろうが、第Ⅰ区分といえども税金を使って

作成している以上は公共的な利用という意識がなければならない。例えば基

準を全て統一して、それで利用者の便に供するようなことを考えれば、少な

いコストでもそれによって得られる便益は大きい。第Ⅰ区分の統計は各府省

が行政目的のために使うのだから府省独自の統計の結果しか作らないという

ことになると、他の府省・企業・一般の国民が大変な不便を受けることにな

る。 

←  自分もリソースの制約を重視すべきだと思う。この委員会の設置のきっか

けとして統計職員の再配置の問題があり、統計の体系化（３（１））の「取組

に当たっての考え方」（Ｐ１９）には、実施者からの申請を受けて承認・指定
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を行うという受動的な運用にとどまっていること、いったん指定した後の解

除・廃止の手続が規定されていないことが問題点として挙げられている。こ

れは、ある統計が作られると時代が移り変わって統計の必要性が薄れてきて

も、それを中止することについて何ら法的な規定がないことを意味している。

リソースの制約がなければ、必要性の薄れた統計の廃止ということを考えな

くてもよいかもしれないが、そうではない。今まで議論してきた「司令塔」

は、こうした問題の調整に役割を果たすことが期待されるのではないか。 

○   効率性を追求するのも「司令塔」の役割の一つであろうが、ここでの議論

の発端はもう一つあり、現在の日本の統計の 終的なアウトプットとしての、

あるいは「公共財」としてのデグニティー（権威）が失墜していることが大

きな問題である。それを回復して規律をもった統計体系を作っていくことが

「司令塔」の一番大きな役割である。「公共財」としての統計とは一体何なの

かということを明確にし、その後で、 も効率化された予算の中できちんと

権威づけをしながら体系として統計を作っていくという役割があると思う。

明治の頃にはおそらくそういう意識を強く持って統計を作ってきたのであろ

うが、それが薄れてきていることに問題がある気がしてならない。 

○  統計にかかわる予算が近未来に大きく増えることが見込めない条件の下で、

どういう優先順位で統計を整備していくかという問題がある。具体的にいえ

ば、例えば、ＧＤＰの中でもシェアの高いサービスに関する統計が必ずしも

整備されていない。これを整備することも、統計の「公共財」としての役割

を果たすことになる。 

新たな統計を整備しようという時に、そこに必ずしも新たなリソースが用

意されないという条件の下では、当然他のリソースを転用することを考えな

ければならず、どこからそれを生み出すのかという問題が出てくる。その時

に、席上配付資料でいう第Ⅰ区分の統計を各省に任せてしまうと、サービス

統計の充実と言ってみても実際にはそのためのリソースがないということに

もなる。全ての統計ではないにしても、統計の整備に当たって「司令塔」が

一定程度こういう順番で整備すべきと言う役割があるのではないか。 

←  全く同感である。何から何まで中央を管理しようと言うのではなく、「司

令塔」の役割は、全体の体系の中でそれぞれの個別統計をどう位置づけ、コ

ストとパフォーマンスの両方から効率性をどう考えるかという観点から指令

できることであろう。 

○ 「司令塔」も大切であるが、発展的に考える際には競争も重要である。年

金の支給がＣＰＩにスライドして決められることもあって、ＣＰＩが高い注

目を集めるが、そうした役割をもつＣＰＩに対する批判は数多くあって当然

である。むしろ「司令塔」は、そうした批判をいかにくみ上げていくかとい
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うことが一番大切なことである。 

様々な考え方で作られた民間のＣＰＩを集めてもっとよい政府のＣＰＩを

作れるのならそれでよいのであろう。競争していく過程で発展が得られる。

政府統計だからといって費用面の効率性だけに着目して、予算がないから基

準だけで対応しようとすれば、新しい産業が出てきたときに実態の把握が遅

れてしまう。基準は守られるべきであるが、ある統計でこれまでと違う分類

をするのであれば、基準との間をどう読み替えるかということを絶えず整理

しなければならない。ＧＤＰの場合も同じで、他の概念とどういうつながり

があるか注意していくべき。全てについて基準を守れば効率的ではあるが、

そうなると新しい産業が出てきたときに対応が遅れるし、政府の中であろう

と外であろうと、ある程度の競争がある方が望ましい統計環境である。そう

いう環境の中で良いものを積極的に取り入れていくという姿勢が「司令塔」

として正しいのではないか。 

 ○ この委員会では、主として官庁統計を対象として「司令塔」を議論してき

たと思う。「司令塔」は、民間の統計を批評・批判するようなものではなく、

民間がどういう統計を作ろうと、それに対して「司令塔」がものをいうとい

うことはあり得ない。 

一般論として、国の統計部局が民間で統計を作ったり利用している人たち

と意見交換して切磋琢磨することは大いに結構なことだが、ここで我々が議

論している「司令塔」はそもそも民間に対して何か意見を言う立場にはない

と思う。ＧＤＰに関していえば、民間では月次のＧＤＰを開発しており、国

のＧＤＰ作成部局がそうした民間の機関とも意見交換したらよいと思うが、

これは「司令塔」がどうあるべきかという問題とは関係ない。 

政府の中で競争が十分に行われ、その結果として統計が良い方向で作成さ

れていれば、そもそもこのような委員会は必要なかった。残念ながら、これ

まで各府省ごとに作成されてきた統計が全体としてみたときに大きな問題を

抱えるに至っているということが、この委員会の出発点であったはず。政府

の中の話として、調整機能を持つ「司令塔」を有する必要がある、こういう

認識で議論してきたと思う。 

○  民間のＣＰＩが良いものであるなら、政府のＣＰＩも改善しようではない

かというのが「司令塔」ではないか。各府省が個別の分野で新しい統計を開

発して、それがよいものであれば他にも広げていくような実験の余地が政府

の中にも少しはなければと思う。 

← それはここで議論している「司令塔」の存在と全く矛盾しないし、むしろ

「司令塔」はそれを促進・援助する機能を持っているといえる。 

○  経済センサスは、新たに大規模な統計調査を創設することになり、他の統
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計作成に必要なリソースに変化がなければ、新たなリソースが必要となる。

関連する既存の大規模統計調査の整理統合を行いながら、トータルではリソ

ースの増大を招かずに望ましい経済センサスを実施することが可能かどうか

大変難しい制約の中で検討を進めている。その過程で気づいたのがここで議

論している「司令塔」機能であり、経済センサスの創設に関する検討会の中

で相当役割が果たせているし、これが十分実行されれば機能は現在のままで

も問題がないと思う。 大の問題は権限である。例えば、既存の統計調査全

体に関するリソースが一定だとすると、新たな統計調査を立ち上げるために

はどこかでリソースの再配分を図りながらこれを実現していかなければなら

ない。スクラップアンドビルドが必要になってくるが、スクラップを図るだ

けの権限を持つか持たないかで結果は変わってくる。行政記録の活用につい

ても同様である。これによってコストが多少なりとも下がるのなら有用な統

計情報として活用したいということで様々な折衝を行っているが、活用する

側の権限が明確でないために難しい。各府省の合意を得れば現在の権限の中

でも実現可能だと思われるので、これを一例にしながら「司令塔」の機能に

ついて具体的な議論が始まればと思っている。 

○ 経済センサスには大いに期待している。ただ、大規模な統計調査で５年に

一度ということなると、３か月に１度ＧＤＰの推計に当たっている部署からみ

ると、現在推計に使っている統計がリストラされて必要なデータが出てこなく

なると困るという大きな不安もあるので、そのあたりも是非お考えいただきた

い。そのような調整は権限であると同時に、現場を納得させる公平な判断が前

提になろう。 

← ５年に一度行われる経済センサスにおける中間年次の取扱い、あるいは中

間年の月次・四半期にどう下ろしていくかが 大の問題であり、各府省の既存

の産業統計との調整が視野に入ってくる。そうした懸念は、経済センサスの創

設に当たっても念頭に置いて検討している。 

○ 席上配付資料の「計画的な整備」の部分に関連して、統計予算が政府全体

として一つの枠の中でコントロールされているのであれば、その中でのスクラ

ップアンドビルドになると思うが、実際には、少なくともここの第Ⅰ区分は個

別行政予算でコントロールされており、その部分を統計という括りでこちらに

引きつけてコントロールするというのは現実的でない。第Ⅱ、第Ⅲの区分なら

「司令塔」がしっかり機能すれば、ある程度リソースの再配分も含めてコント

ロールが効くのではないか。全体を大きく政府統計という枠で括ってしまって、

その中でリソースの配分を「司令塔」に期待するというのは実現可能性がない

と思う。どこをコントロールすべきか範囲を決めて、その仕組みを作るべきと

いうのが、この資料の趣旨である。 
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← その点に依存はない。緩やかではあっても国全体として統計に用いている

リソースに制約があることは間違いないが、国全体の中で「統計予算」という

ものが各府省で明確になっていて、その総計を「司令塔」が配分するというよ

うな具体論として考えているわけではない。 

○ この報告に盛り込まれた施策を実りあるものとしていく観点からは、重要

事項について今後の取組の進展状況をおさえていく仕組みが必要である。また、

「司令塔」機能に関連して、報告書の考え方を今後、制度論に落としていく際

には、その機能についてより具体的な議論を進めていくことが重要であり、そ

れを受けた形でどのような受け皿を考えていくかという整理が必要である。 

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。 
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