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統計制度改革検討委員会（第３回） 議事概要 

 

１．日  時：平成17年10月14日（金）17：00～19：00 

２．場  所：中央合同庁舎第４号館 共用６４３会議室 

３．出 席 者： 吉川委員長、井上委員、菅野委員、栗林委員、清水委員、西谷委員、東田委員、藤原委員、

舟岡委員、松田委員、森委員 

黒田昌裕氏（必要に応じて出席を求める者） 

       内閣府：統計制度改革検討室 川崎室長、大脇次長、北田参事官、日下参事官 

４．議  事：（１）統計の体系化 総論 

           （２）その他  

５．配布資料：資料１ 統計整備の基本的考え方とその対象範囲 

       資料２ 統計体系の在り方（松田委員提出資料） 

       資料３ 統計制度改革検討委員会における基本的な論点等について 

       参考１ 参考資料 

       参考２ 諸外国の統計関係法制における規定内容について①（法目的・統計の役割等：未定

稿） 

６．議事概要：  

（１）資料１について、川崎室長から説明した。 

（２）資料２に基づき、松田委員から統計体系についての基本的な考え方と課題について説明があった。 

（３） 資料１及び資料２を参考に、統計の体系化における統計整備の目標や対象範囲等に関して審議された。

主な審議の概要については、以下のとおり。 

（４）その他 

次回委員会は、統計の整備に関する基本計画、行政記録の活用等を主なテーマとするが、日時は、調

整後連絡することとなった。 

 

 松田委員のプレゼンテーションの概要  

○ 残念ながら、日本の現行の統計関係の法規は、各国の統計の法制度に比べ20年から30年遅れている。

特に利用者に対する考え方について遅れている。 

法の用語は「統計の体系」であって「統計体系」ではない。「統計の体系」というとその体系を作るエ

レメント（要素）は統計になる。統計法で個々の統計をどう考えているのかといえば、統計はひとえに

集計量であると考え、個票情報は含められていない。 

 

○ 「公共財」というのは経済学上の用語であり、概念規定に難しい問題もある、その定義上の問題は脇

において別な言葉で言えば「コモンウェルズ」である。「コモンウェルズ」であるとするならば、誰にと

ってのコモン（共有）なのかということが問題になる。通常の理解では政府・行政にとってのコモンで

あるが、利用という視点から考えると、現行は個別統計作成省庁にとってのコモンだと考えられ、政府

全体という観点すらない。なぜかと言えば、指定統計は、そのための統計調査が定義され、省庁単位で

指定統計調査の予算要求がなされる。指定統計調査の詳細は主務大臣が省令で規定するというのが現在

の仕組みであり、他の省庁の個票利用は統計法で目的外使用の中に位置づけられている。それでは政府

以外の者いわゆる民にとってコモンとしての役割を果たせるかが問題になる。ただ、民すなわち営利企

業ではない点は留意しておく必要がある。 
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○ 統計の利用を前提とした際の統計はどのようなものか、統計の範囲は集計表だけなのか。結果の公表

形態等を審議会に諮問するのはなぜかということは、統計法の作られた歴史的経緯を考えれば理解でき

る。つまり、政府に都合の悪い結果でも公表することが一つ大きなポイントである。統計法の中で考え

られている統計は、集計表に関する公表義務を課していることから見れば、統計は、少なくとも国民に

とってもコモンであるという認識が統計法の文言の裏に潜んでいるとも考えられる。 

各国と比べてわが国の統計法制が遅れていることの一つに、ミクロデータ（匿名標本データ）を統計

として読み込むことが可能かという問題がある。その際、省庁間の共有や利用が目的外利用の範囲に含

まれるのか、あるいは政府にとってのコモンとして簡易な使用が認められるのか、民間の学術研究等々

についてはどうなるかという問題がある。 

 

○ 第一次委員会の議論を見ても、もっぱら「統計の体系」が議論されるとき、分野別のリソースミスア

ロケーションが存在するのではないかという点が非常に強調されている。そうすると省庁の既存の権限

と現実との乖離があるかどうかが問題となる。標準産業分類の改定の問題については、統計審議会の分

類部会で様々な議論がなされてきたが、それぞれの省庁の統計調査権限とリンクしていることを考える

と、統計の体系を省庁の権限で境界線を引く線引きが難しいという問題にたどりつく。 

 

○ 一つの統計に一つの統計調査が対応するとすれば非常に明瞭なのだが、それが一対多に対応しそれが

複数の省庁に跨る場合、統計調査の同時実施の問題や予算の確保の問題が出てくる。単純な場合、事項

によっては別の統計調査に統計調査項目の移し替えですむ事もある。 

 

○ 「統計の体系」を考えるときのもう一つの見方は、統計の周期の問題である。そこでの課題は、省庁

の既存の権限と現実との乖離と、実査を依頼している地方自治体と中央政府との関係になる。この問題

はこれまでも長い間議論・検討されてきており、 初に「統計行政の中・長期構想」、続いて「統計行政

の新中・長期構想」で検討された。 

 

○ 調査の周期の問題は、構造統計か速報等の動態統計かという体系の切り方とも関連してくる。構造統

計を毎年全数調査で行うのは非常に難しい。国勢調査は５年に１回であるし、世界各国を見ると10年に

１回というところも多い。その際、調査周期の間の時点で大型の標本調査で構造統計を作成することも

あるし、日本のようにセンサスを行う場合もある。同様のことが工業統計調査のような生産統計にもあ

り、その時には裾切りや規模の小さい対象は毎年は調査を行わないという問題が出てくる。構造調査と

動態調査を二つ区分して考えることもある。地方自治体は詳細な地方別集計ができるものがほしいと主

張し、中央政府はそのような予算はないと主張する。このような問題が周期の問題の裏に存在している。

周期的に多額の予算が必要になるものとコンスタントに毎年必要になるものという整理もできる。調査

の周期の観点からは、静態統計か動態統計か、また作成方法によって様々な問題が出てくる。いづれに

しても予算と関連する。 

 

○ 動態把握となると業務資料によってどこまで解決できるのかという問題が出てくる。業務資料から承

認統計又は届出統計を作成していくとするとどうなるかという問題もこれまで統計行政の中で検討され

てきた。この問題を統計審議会で 初に取り上げたのは、森口会長時代の「統計行政の中・長期構想」

であり、その後、中村会長時代の統計審議会で「統計行政の新中・長期構想」を考えた。ここでいう中・

長期としてどのくらいを考えているかといえば、中期とはだいたい大型の構造調査が３年から代わって
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５年になってきた、その間隔である５年程度を範囲と考えた。大規模な調査はおおむね３回程度行わな

いと安定しないと言われており、５年周期の大規模調査が３回行われることになる10～15年ぐらいが長

期であると考えられる。その程度の期間を念頭に考えたのが「構想」である。ここで注意すべきことは

何かというと、「統計行政の中・長期構想」をまとめたときに、当初は「中・長期『計画』」と考えたと

仄聞している、「計画」とすると、統計審議会にそこまで言われると困るということで、結局「構想」と

いう形で妥協した。法施行型統計審議会になっての各府省統計主管部局長等会議で「統計行政の新たな

展開方向」を作成したときは、個別統計には触れないということで妥協があった。したがって、そうい

うところでは、個別統計の問題について整理・統合等に関しても、また周期の調整に関してもあまり大

きく表には出ていないというのが実態である。 

 

○ もう一つの統計の体系が時点の問題である。今まで日本の統計はもっぱら横断面統計だけを考えてき

た。横断面統計が複数の時点の間で重なっている形で統計の体系が考えられてきた。冒頭に各国と比べ

ると20 年～30 年遅れていると言ったのは、新しいタイプの縦断型（ロンジチュージナル）の統計を作

ろうという各国の動きを意識してのものである。ある個体がＡ時点からＡ＋１時点に移ってどう変わっ

たか、あるいは別な個体が消滅してなくなるということまで否応なしに考えることになるので、そこで

取り扱う対象はどうしても集計量データからミクロデータ（匿名標本データ）に移ってくることになる。

その時に母集団情報としての名簿情報と統計との境界はどこにあるのかという問題である。名簿情報は

現行の統計法の中では統計として扱われているものの外になる。しかし縦断型データを考えると名簿情

報を統計の外に出すわけにはいかない。ミクロデータ（匿名標本データ）の活用については、これまで

も統計審議会が取りまとめた二つの構想の中で指摘されてきたが、おそらく現在総務省政策統括官（統

計基準担当）の下で行われている「統計法制度に関する研究会」で何らかの結論が出るであろう。 

母集団情報としての名簿情報をどのように位置付けるかという問題とも関連した問題であるが、現行

の統計法は標本調査に関する定義が十分でない。該当標本調査で対象標本の選定に関しては統計調査規

則で当該統計調査を行う省庁の長の指定するものとされてきたので、標本設計に関する規定は統計法の

中には盛り込まれていない。 近大きな問題となったのが、名簿情報データベースが行政機関個人情報

保護法の対象になるということである。行政機関個人情報保護法において指定統計を作成するために集

められた個人情報は適用除外として扱われているが、先ほどの議論にも関連してどこまでが統計なのか

ということになるので、この点は統計の体系を考えていく上で重要であると考える。 

 

○ もう一つの統計の体系の問題が、調査単位をどのようにして標準化するかということである。今のと

ころ日本は大きな二つのフレームを持っている。一つは世帯、もう一つは事業所というフレームである。

そこに企業というフレームを入れていこうというのが事業所・企業統計調査に変化していった理由であ

る。世帯は非常に複雑になってきており、限りなく家族概念に近いということを考えていかなければな

らない。例えば、ある一軒の家・敷地があり、その中に息子夫婦と親夫婦が住んでいる。それが娘の方

の親で別の表札がかかっているような例、あるいは、同じ家の中で１階にはおじいさん・おばあさんが

住んでいて、２階には息子夫婦が住んでいるような例、これらは世帯として今は別々になっているが、

仮にその中で何らかの決定が行われているとすれば、その間のリンケージが必要となる。これは、「統計

行政の新中・長期構想」で提案されて少しずつ実現してきたが、途中で改善の動きがストップした。統

計の体系を作るときにどういう標準を設定するかというのは裏表で重要な話である。少なくともこのく

らいは、法制度を見直す動きがあるときには視野の中に入れなければならないのではないか。ご検討の

材料にしていただきたい。 
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 意見交換  

○ 松田委員のプレゼンテーションで「公共財としての統計」について「コモンウェルズ（Common 

Wealth）」という表現が用いられている（資料２・２ページ）が、その意味するところは第１次委員会

（「経済社会統計整備推進委員会」を指す。以下同じ。）で提言された「公共財」とあまり違わない印

象を持った。 

第１次委員会で議論した「パブリックグッズ」すなわち「公共財」という考え方は、それを作成し

ている政府だけのものではなく、個人や企業など皆のものであるという趣旨である。「パブリックグッ

ズ」の典型として道路の例を挙げることができるが、政府が道路を造るとすれば、政府の専用車を通

すためではなく、企業の車も家庭の車も通るものとして造る。 

言葉の意味を明確にする必要がある場合には議論すればよいが、「パブリックグッズ」か「コモンウ

ェルズ」かという二者択一的な議論はしないでよいと思う。 

また、同頁「民にとってとは何に対してか」との記載については、統計を作成する際の民間への統

計のアウトソーシングを念頭に置いた表現と思われるが、ここで、「公共財」というのは、統計を使う

ときに、統計がそもそも誰のために、誰に使われる目的で作成されるのかという議論であり、必要な

統計を誰かが作成しなければならないときにそれを具体的に誰が作るかという議論はひとまず脇に置

いて進めてはどうか。 

 

○ あえて表現として熟さない(コモン)「ウェルズ」という語を使用したのは、（パブリック）「グッズ」

と表現すると消耗品のような感があるからであり、前回、前々回のデータを蓄積していないと使用で

きない縦断面データに関して蓄積保存の必要性を後段で説明するため便宜的に使用したものであって

格別なこだわりはない。 

 

○ どこの「コモン」なのかを考えると声高に議論されている際、発言力が大きいのは（社）日本経済

団体連合会のような企業の組織であり、一般の「パブリック」の意見はなかなか通らず、学者の意見・

発言もあまり大きな声にならない。 

統計に関しても色々な報告で一般的に読まれているのは、（社）日本経済団体連合会の統計に関する

レポートであるが、「民にとってとは何に対してか」の部分の表現は私企業以外にも民はあるというこ

とに触れておきたかったゆえである。 

 

○ 第１次委員会の報告書を作成した際の「公共財」という表現は、それを作成する政府以外の主体も

分け隔てなく道路を使用するという意味での「パブリック」である。その限りにおいては政府ですら

平等であるというような意味が含まれるものと理解している。 

 

○ 当委員会の役割は、統計法の抜本的な見直しということであるので、法律を見ている立場から、「『統

計』の体系」の議論に入る前に「『統計法』の体系」という議論もあるのではないかということを申し

上げたい。 

我が国の統計制度は諸外国に比べ20年から30年遅れているとの指摘もあるが、参考２「諸外国の

統計関係法制における規定内容について」（「諸外国の統計法」を指す。以下同じ。）を見て感じるのは、

ある意味で、わが国の制度所管部局の方々はよく頑張ってここまで法制度を持たせてきたという印象

を受ける。しかし今日、これを半世紀ぶりに見直すのであれば、できるだけ良いものを目指すべきで
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ある。情報公開法制や個人情報保護法制の作成に参画した経験に照らせば、この委員会の議論の成果

イメージは、情報公開法制のように条文とほぼ同じ形まで詳細に詰めた要綱というよりは、時間的な

制約も考えれば個人情報保護法制のときのような大綱という程度であろうと考える。 

出来上がりのイメージについて述べると、かなり密度濃く規律する部分と触れておく程度の部分と

に分けつつ、法律の中にある程度、包括的、網羅的に色々と書き込めた方がよいと考える。法律の中

に基本法的な部分とかなり具体的、詳細な部分の二つがあっても良いはずである。 

例えば、二階建てとも三階建てとも言われる個人情報保護法のような法体系がそれである。 初に

目的規定があり、次に理念的な規定の記載があり――当初の案だとその後に国際標準としての原理原

則が五つ記載されており――、さらに地方や民間との関係が記載されており、その後の部分で具体的

に民間における個人情報保護の具体的かつ詳細な制度が義務的な規律として相当濃密に規定してある。 

せっかく統計法を抜本的に見直すのであれば、統計の役割や統計整備の目標・方向性など理念的な

ことを規定に盛り込んではどうか。ドイツや北欧の国々の統計に関する基本法規には、かなり原理原

則のような考え方がきちんと法律の中に記載されている。また、参考２の 終頁には、各国やＩＭＦ

における原理、品質基準等についても記載されており、これらの中から国際標準と言えるようなもの

をわが国に合った形でセレクトして、統計法の冒頭部分に記載しておくことは可能なのではないか。

イメージとしては、その後ろに民間や地方との関係、あるいは基本計画的な政策手段に関する規定を

置き、さらにその後で指定統計その他の個別の規定を置くような形としてはどうか。 

現在の我が国の統計法に欠けている部分をきちんと盛り込んでおくということが、体系ということ

であり、そのため「統計法の体系」という見方でイメージを話したが、理念や原理原則は個人情報保

護法だけなく20程度ある基本法に様々な記載があるので、理念的なものを上手く盛り込まれている例

を整理した参考資料があれば議論が進むと思う。 

 

○ 第１次委員会以来の議論では、統計について確立すべき理念の中心は「公共財」としての情報であ

るという考え方であろう。ノルウェーの基本法規を見ると、「官庁統計とは、ノルウェー統計局その他

の国家機関が国民の利用に供する統計をいう。」との規定があり、官庁統計とは、作成主体は国家であ

るが、統計を作成する目的は国民に利用してもらうためという趣旨が表れている。これも理念とある

程度結びついていると見ることができるのではないか。 

 

○ 統計を「公共財」としてとらえるべきとのことなら、統計法の冒頭部分でその理念について掲げて

おいた方がよいと考える。 

 

○ 統計全般について理念とか役割といったものを基本的な精神として規定して、その中で、例えば、

政府統計という限定された分野について具体的な規律を明確にするという方法で二階建てにすること

も考えられるという趣旨か。 

 

○ 全体のフレームでは、広い対象をとらえて基本的な部分を規定しておいて、その中である部分につ

いて密度を濃く規律すべき部分があれば、そこは具体的な規定を設けて詳細に規律する方法があるの

ではないか。具体的な規律として何を記載するかはこの場で議論しなければならないが、イメージと

してはご指摘のような方法が考えられるのではないか。 

 

○ そのような指摘もよく理解できるが、私の認識では、現行の統計法及び統計報告調整法においても、
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統計法が潜在的ではあるが二階建ての構造になっており、統計報告調整法という別棟を持っている。

基本的な目的、理念等については、本委員会あるいは第１次委員会でも議論として掲げられた「公共

財」という考え方も、法の中で具体的に規定されてはいないが、公的な資源を使い、法的な根拠に基

づいて作成しかつ公表する義務を負ったものを指定統計と呼んでいることから、その限りにおいて恐

らく、そういう理念については潜在的に現行の統計法に反映されていると考える。 

仮にそれを基本法としてのコアだとすると、統計法では国勢調査に始まり、様々な指定統計に関す

る重要な規律が規定されている。 

現行の統計法が今日問題となっていることと全く無関係と言うつもりはないが、見直すべきところ

はどこかとなったときに、現行の統計法の持っている理念や体系を根底から崩した議論というのは

少々慎重にすべきではないか。統計法に付加すべきところはあるが、基本的な構造を変えるまでに現

行法が不備なのかと言えば、そうではないと考える。 

現行の統計制度について、これからどのような体系を目指すのかを考えると、「体系」には二通り

の考え方があり、「普遍的な体系」を目指す立場に立って議論をするのか、あるいは社会的なニーズに

どれだけ対応できているのかという観点から体系を考えるのか、きちんと分けて議論しておくのが、

これからの議論の進め方として望ましいのではないか。いわば固定的な体系がありきという前提で、

実際にその体系は何かということを目指すような議論は大変困難であり、結論は得にくいのではない

かと考えている。 

 

○ 「普遍的な体系」というようなものは無い。ここでの共通の理解としては、統計の体系は不断に進

化していかなくてはいけないということではないか。社会的ニーズに応えるのが統計であり、統計を

作るのであれば、使われる価値のある統計を整備していくことだと考える。 

 

○ 「統計法の体系」と「統計の体系」の二つの議論が出されているが、我々の検討の中で新たな法制

度が対象とすべき統計の範囲がはっきりした上でないと「統計法の体系」は議論できないし、「統計の

体系」を作ることも難しい。 

国連の官庁統計の基本原則の中で「官庁統計は、経済・人口・社会・環境の状態についてのデータ

を政府、経済界及び公衆に提供することによって、民主的な社会の情報システムにおける不可欠な要

素を構成している。この目的のため、公的な情報利用に対する国民の権利を尊重するよう、政府統計

機関は、実際に役に立つ官庁統計を公正にまとめ、利用に供しなければならない。」と提示されている

が、ここで審議する範囲をこの意味での「官庁統計」という範囲に限るのかどうかまず確認しておく

必要がある。それ以外の統計まで含めるとすると世のありとあらゆる統計まで対象となり、「統計法の

体系」にしても「統計の体系」にしても考える上で色々な問題が出てくる。第１次委員会の報告は「政

府統計の構造改革に向けて」というタイトルであるが、ここで言う「政府統計」の意味が国連の「官

庁統計の基本原則」で言う「官庁統計」と同義であると考えてよいかが問題である。仮に同義である

と考えて統計を体系化しようと考えれば、社会の情報システムに不可欠の要素とはいったい何なのか

が問題となり、その要素を考える際には「官庁統計」を利用する対象は誰かが問題になるであろう。 

統計には、中央、地方含めた政府が政策の立案もしくは評価のツールとしてその統計を使用するこ

とと、「公共財」として国民各層が経済・社会の状態を理解するための情報として利用することという

二つの利用目的があり、その利用目的の範囲内で統計が持つべき不可欠な要素とは一体何かというこ

とをはっきりさせることが「統計の体系」を作ることにつながるのであろう。 

資料１の２ページに「整備の目標・メルクマール（例）」として①から⑥の事例があるが、この事例
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の考え方はヒエラルキーの構造になっており、①及び②は利用の範囲やユーザーの指定に関係し、③

から⑥はそのユーザーの範囲内で「官庁統計」なり「政府統計」がどのような要件を備えなければい

けないのかという要素の規定に関係している。これで十分かどうかは議論しなければいけないが、そ

の要素が確立すると、要素を実現する「統計の体系」がどう在るべきかが見えてくると考える。 

 

○ パブリックグッズ（「公共財」）としての統計の役割については四角四面の議論をしなくても共通の

理解が得られる考え方であろう。要は統計が役に立つこと、統計の必要性という問題であり、経済学

で言う限界効用が非常に高いところから低いところへ逓減していくように、役に立つもの役に立たな

いものをどこかで線引きして黒白つけるのは意味がなく、統計の有用性も連続的に分布しているとみ

るべきであろう。経済学者的な発想で言えば、社会なり経済がリソースを割ける限界的なコストと統

計が生み出す情報としての社会の限界効用が一致するところまで整備することが 適ということにな

る。そういう観点からすると、現在の整理として、調査統計、加工統計、業務統計の調査の種別があ

るが、その三つを統計法の中で特別に峻別する意味はない。現に業務統計に含まれる統計で限界効用

の非常に高いものも存在するし、加工統計でもＳＮＡのように不可欠な指標も存在する。結論的には、

「公共財」としての統計、役に立つ情報としての統計という発想からは、統計法が調査統計、加工統

計、業務統計等全体にリーズナブルな形で網がかかるようになるのが当然と考える。 

 

○ どのような体系を構築するかという議論をする際、「公共財」としての統計という言い方は極めて

画期的であり、その考え方を統計法の中に明記すること自身は非常に重要と考える。調査統計、加工

統計、業務統計云々という議論はまさに「統計の体系」をどうするかという議論であり、「公共財」と

しての統計はそれら全てを網羅するということであろう。 

 

○ 本日の議題である「統計の体系化」については、その目標と何を対象とすべきかが大きなポイント

と考える。参考２の 終頁にＩＭＦのデータ・クオリティ・アセスメント・フレームワークの表が記

載されており、これが も網羅的にマトリックスとなった資料であるが、１から３はいかに良い統計

を作成するのかが集中的に挙げられており。４と５で「公共財」としての統計について民間や利用者

の側から見た観点が記載されている。良い統計を作るという製造過程の議論も非常に重要な要素だと

考えるが、 終的に工場から統計を出して一般の国民の目に触れる過程が問われなければならない。

現行の統計法に関する議論では、統計の利用者から見て十分に有用な統計を作成するべき義務が統計

作成者である国にはあるという考え方を確立して、お互いの共通認識とすべきであろう。 

もともと統計法では、加工統計も業務統計も念頭に置かれていたにもかかわらず、なぜ時間ととも

に対象範囲がもっぱら調査統計になっていったのかが非常に不可解である。業務統計や加工統計を調

査統計と峻別しなければならない必然性の方が非常に不明確であり、そう考えると必然的に業務統計

や加工統計についても当然、統計法の対象範囲に含まれるのが当然と考える。 

日本の場合には官とか公という概念がはっきりしていないので、対象の範囲を官公庁とするとして

も、官と民との中間的な部分をどうするかという問題もある。国民の側から見ると何らかの官の要素

がある独立行政法人等の存在もあるので、それらも一種の「官庁統計」として大きな網で対象に含め

ておいて、その中で規律にどう濃淡をつけるかという議論をすべきではないか。  

 

○ 現在の統計法が含意する理念についての議論があり、現行法も潜在的に公共財という考え方を含ん

でいるとの指摘は自分もあり得ると思うが、ただそこに非常に欠けている部分が利用という側面であ
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る。利用という側面で整理してみると統計の製造工程にも関係してくるので、プレゼンテーションで

も製造工程と利用とはある意味でクロスするということを申し上げたつもりである。利用という視点

が重要であり、ＩＭＦのスタンダードでいうと４、５だとの指摘があったがそれを生かすためにはど

んな製造工程に関して、現行の統計法の縛りをどこまで見直さなければいけないのかという問題にな

る。その点で、現行法の理念をめぐる先ほどの議論の隔たりはそれほど大きなものではなく、今指摘

したような点を見直すだけで、かなり抜本的な改正になると考えることができる。 

 

○ 今の統計法には「公共財」という考え方に立った理念が欠けていると考えるのが素直ではないか。

そういう理念が必ずしもはっきりしていないために利用に関するアクセシビリティ（利用しやすさ）

等の問題が発生する。色々な理屈をつければ現行の統計法にそのような理念が入っているという議論

は可能かもしれないが、ごく素直に統計法を読む限り、やはりそういう理念は欠けていると読むのが

自然ではないか。 

 

○ ご指摘のとおりと考える。この10 年、20 年で先進諸国で確立した統計法の考え方では、統計は個

別行政のためだけでなく、広く国民が利用するために存在するという観点が明確である。その考え方

が今から約60年前に作成された統計法制度の中に盛り込まれていたかというと、現行の統計法を読む

限り無理のように思われる。先程から、「統計の体系」を整備するときに必要性と有用性という二つの

考え方が打ち出されているが、この二つの意味は若干異なるのではないか。必要性というのは、例え

ば、欠けている分野の統計を整備したり世の中の変化により必要でなくなった統計を整理するという

観点であり、有用性という場合には、既存の統計についても今まで行政目的からしか統計化されてい

なかった情報について国民の視点であらためて統計として情報を提供するという意味が含まれ、そう

いう観点から今までの統計の作り方の仕組みというものを見直す必要があるのではないか。そういう

点を区別して議論する方がよいと考える。 

 

○ 今の統計法が持っている中立性、公平性は重要なものであるが、これからの統計に要求されている

ものが全て現行の統計法の中に規定されているかと言えば、先程から議論されているユーザーの利用

等の観点がすっぽり抜け落ちている。 

その理由の一つは、現行の統計法が国民との関係で（申告）義務を課しており、義務を課すような

統計はいったいどういう規律に従うのかという点が主になっているからである。統計を利用する観点、

全体としての「統計の体系」あるいは結果としての統計の集合のような観点について、統計法は何も

イメージを持っていない。今回の議論は、現行の統計法は何ら理念を持っていないという前提ではな

く、今後も生かすべき非常に大事なものもあるが欠けているものがあり、それを加えるということで

はないか。「公共財」の議論とも絡むが、現行の統計法に欠けていると同時に統計行政に欠けているも

のとして、ユーザーの利用に対応する仕組みがなく、それに対応する行政の機能あるいはその責任主

体が無い。そこをどうするかがポイントになるべき。「公共財」という考え方を規定することも大事な

ことだが、それを規定するだけでは今の問題点を吸い上げられないものがあり、それが統計行政に現

行で欠けている点ではないかと考える。 

 

○ 統計行政の在り方に関してはご指摘のとおり。統計法の中に統計の仕組みや正確さ等の規定が設け

られているのは当然のことであり、決定的に問題なのは「公共財」としての情報価値、有用性という

ところだと考える。なぜそこにこだわるかといえば、統計は時代や変化に伴い進化していかねばなら
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ず、無限の情報が存在する中から何らかの観点に立って社会全体の中で統計の整備を図るとすれば、

時代と共に変化する限界効用を的確に把握して限られたリソースの中で統計が進化していくようにな

らなければならないからである。それを単純に言えば、有用性になる。経済社会の中で一定の合意の

ある大事な情報としての統計が作られるという仕組みがないと、統計が進化していくということが担

保されないのではないか。 

 

○ 進化すべき統計をどこが責任をもって企画、立案するのかということが現行法には明記されていな

い、そこを明記することが今般の議論の一つのポイントになると考える。 

     

○ 現行、日本銀行や日本商工会議所が作成する統計は政府が作成する統計に準ずる扱いになっている。

作成主体に関する議論で難しいのは、「政府統計」の範囲をどこまでと定義するかという点である。中

央政府だけに限定するのか、それとも地方公共団体まで含めて考えるのかという問題がある。地方公

共団体も地域の行政に必要な統計を作成し、地域住民に地域情報を提供するという重要な役割がある。

他方で、地域の情報だからといって各地域がバラバラに調査を実施したのでは国全体としては情報を

利用できないし、地域間でも比較できないことから有用性が非常に低下してしまうという問題がある。

地方分権の趣旨からすると、統計の分野において国と地方でどのような連携・調整を考えるべきかと

いう非常に悩ましい問題があり、この点も議論しておく必要がある。 

 

○ 「公共財」という考え方の下で統計整備を図ることが基本と考えるが、これまでの議論からすると、

統計を作成する上での目的や統計のニーズがどこにあるのかは、基本的に「司令塔」が考えるという

ことである。「司令塔」のような機能を法体系の中に書き込み、「司令塔」が変化する社会の中で統計

ニーズはどこにあるのかを常に把握しながら、それに対して統計を作成する側が自分自身を変えなが

ら、どのようにしてそのニーズを満たしていくのかが基本であろう。そのような観点から、資料１の

２ページの統計整備の目標をもう少し議論し、「司令塔」が主に担うべき重要な仕事についてまとめ、

そこから浮かび上がってくる統計の範囲を法体系の中に組み込むことが重要ではないか。 

日本は確かにロンジチュージナル（縦断的）な統計が欠けているが、そのような統計が必要である

ことは外国では20年ぐらい前から言われており、研究者自身が念頭に置いて統計を整備することから

始めて、その統計が重要であるということが社会で認識されて政府の統計になってきたという流れが

ある。このようなことはこれからも起きてくるであろうし、一番重要なプロセスであると考える。 

「司令塔」は専門家を抱え、専門家集団が個別に進めている重要な研究が将来、社会のニーズとな

ることを早く察知し、５～10年先を考えて統計体系の中で整備するような組織を作ればよいのではな

いか。 

 

○ 個別具体的にどの統計が有用であるか、ないかという具体的な議論をするのは我々の委員会の役割

ではないと考える。様々な議論をする中で常識的な範囲で、特にこういう統計が有用だということは

当然議論することもあろうが、本来的な意味で個別具体の統計に関する有用性についての判断は我々

の仕事ではなく、将来「司令塔」でしっかり議論してもらえばよいと考える。 

人材の育成については、学会との協力が必要であり、また、統計の作り手である官庁の中の専門家

の人材育成も重要であるということが第１次委員会の報告書に盛り込まれている。 

 

○ ロンジチュージナル（縦断的）なデータの作成については、確かにアメリカでは人に関するデータ
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は民間や学者の側から取組が始められているが、事業所・企業に関するデータは1960年代から政府機

関の中で積極的に作成されてきている。ロンジチュージナル（縦断的）なデータが作成できるように

なるための前提条件として、特に名簿情報の取扱いに係る法整備を的確に行う必要がある。 

また、住民基本台帳や選挙人名簿は、個人情報保護法の中で統計作成のために例外規定が設けられ

ている。統計法で考えている統計と行政機関個人情報保護法で考えている統計とはディメンション（次

元）が異なるが、統計法でどこまで追求するのか大きな問題としてあるのではないか。 

特に、届出又は承認統計のどれでもない官庁が外部委託して行う調査は現行の２つの法制度の外に

出ている。この種の統計調査が母集団名簿として何を使うのか、住民基本台帳の個人情報がこれらの

民間の行う企業の営利を目的とした調査と官に委託された民間調査、この双方で使用可能なものにな

るのか、同じ統計という言葉を使用していても扱いは異なると思われる。これからますます調査環境

が悪化していくと、そこに何らかの縛りをかけていないと公共財としての官庁統計、政府統計も作成

できなくなる可能性があり、そこをどのような範囲と考えるのか押さえておく必要があろう。 

 

○ ＩＭＦのデータ・クオリティ・アセスメント・フレームワークの中の「0.Prerequisites of quality」

に「0.2 Resources」とある。これを日本語に置き換えるなら、事務局が作成した資料１の２ページ⑥

にある「重複排除・報告者負担軽減」に近く、統計に限らず、本来、行政のチェック・アンド・バラ

ンスが図られていれば、ある意味自ずから重複排除はなされるのではないか。すなわち重複があった

場合、どこかからこの統計はおかしいということになり、本来なら消えていくはずのものがまだ日本

にはかなり残っている。それは「司令塔」機能がないからだという言い方もできるが、それ以上に日

本の現在の行政機能の中が縦割りになっていて、各省庁の中でのリソースとしては問題がなくても、

国全体としてみると統計に係るリソースの 適配分が相当歪んできているという日本独特の問題に象

徴的に表れている印象を受ける。ここにもっと焦点を当てるべきである。 

根本にある統計作成のためのリソース、すなわち人と資金の問題を議論の枠組みに入れるかどうか

が大きな問題であると考えるが、これを議論の中に入れないと本質的な議論となるときに実務上の問

題でボトルネックが生じてしまう。ＩＭＦのフレームワークの中でも言及されているリソースの問題

をどのように議論に加えるかが重要であろう。 

 

○ リソースの問題、とりわけ重複是正という観点を盛り込んだものが現行の統計報告調整法であるが、

機能したかどうかは別にして現行の法目的には重複是正をいかに図るかということが一応盛り込まれ

ているので、そこに欠けているものは何か、有効なリソースの活用という観点から議論しておくべき

であろう。現行の統計法及び統計報告調整法でよいと言っているわけではなく、「何が欠けているか」、

「問題は何か」を見るときのたたき台としては、現行法から出発せざるを得ないと考える。 

 

○ 現行の統計法の中に規定されている「統計の体系を整備し」という考え方は、統計法が成立したと

きは画期的なものであったし、それを作った統計委員会には高邁な理念があり、統計体系の整備の仕

方、主眼についてまで視野に入れて取り組んでいたと考える。個別統計を整備するのは統計委員会か

ら後の事務局である統計基準部が担い、全体を見渡しての統計整備はかつての統計審議会がその役割

を担っていたと考えるが、かつての統計審議会が実質的に機能していたかどうかは別にして、形式的

に持っていた権限をどのように法制度上実効性のある形で盛り込むかについて議論すべきである。具

体的に言うと、統計審議会の部会のうち、開発部会、制度部会、国民経済計算部会、指標部会、分類

部会、調査技術部会の６つがなくなり、あるいは機能が縮小した。開発部会には「統計行政の中・長
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期構想」、「統計行政の新中・長期構想」など、統一された理念や概念の下で統計を中期的に整備する

役割があり、制度部会は、統計調査の機構あるいは統計作成の仕組みについて審議できた。指標部会

や国民経済計算部会では、加工統計と基礎統計との連携について絶えず意識しながら議論できた。調

査技術部会は、各省が専門性を高めるという観点で所有している統計に関するスキルを共有するとい

う機能を果たした。分類部会は、産業分類以外のところまで各省が作成する統計について、少なくと

も利用の観点から相互比較できる仕組みができていたが、それらがなくなって久しい。それらについ

て、新しい統計法制度の中で実質的に機能するような形で盛り込むことが 低限必要と考える。 

 

○ 地方公共団体との関係については、非常に重要な課題と考える。統計が一貫したものとしてどのよ

うな位置づけで中央と地方の関係を保つのかについては、地方分権の考え方とは矛盾しない形で統計

法の中に盛り込めるし、盛り込まなければならないと考える。統計に関して「公共財」であると言う

限りは、中央と地方が対立関係にあるべきものではないことをはっきり示しておくことが重要で、そ

ういう形で統計法が規律を設けることが重要であると考える。 

 

○ 地方に関しては、かつての機関委任事務が法定受託事務となったが、両者を同じようなモノと考え

て良いのか、疑問がある。地方分権一括法以降、国と地方間の役割分担や負担の分担などで、統計の

業務に影響するような新しいルールや考え方の変化があるのであれば、見識の深い委員から今後の委

員会で整理してもらうのも一案ではないか。しかし、ここで議論しているのは、主に中央政府におけ

る統計行政の在り方であると考えるので、地方との関係を中心の話題にすると議論の焦点がぼやけて

しまうことに気をつける必要がある。ただし、センサスについては、引き続き地方公共団体の参加が

なければその実施は非常に難しいので、このあたりを新しい法制度の中でどう位置付けるのかという

新しい観点は、中央の統計行政の問題としてあると考える。 

現在の統計法制は統計報告調整法も含めてここで問題になっている体系的整備、必要・有用な統計

の整備という点について率直に言えば理念を欠いている。理念を欠いた部分に事実上様々な努力があ

ったとは思うが、そこから発展させるよりも新しく理念を立ててそれに応じて法制度を再構成する方

が近道であると考える。 

今回の議論でリソースの課題を取り上げるかどうかは大変微妙かつ重要な問題であると考える。今

の日本の行政は各府省に分野を分ける縦割りの形で業務が割り当てられている。その業務で持った分

野についてデータを収集し統計を作成するのは各府省に固有の権限・責務であり、縦割りの業務は余

白・重複なく分割されている建前なので、ある府省が他の省庁の所管分野について統計が必要と考え

ても原則としては入れないということになる。そこのところを統計行政として関わっていかなければ

ならないが、だからといって「司令塔」がリソースを自由に配分できるようなものを理想として作ろ

うとすると実現が難しくなるであろう。 

 

○ リソースとして例えば予算を考えた場合、「司令塔」がそれを自由に配分するようなことは実現が

難しいというのはその通りかも知れないが、似たようなモデルがないわけではない。内閣府に置かれ

ている総合科学技術会議は予算の決定権は持っていないが、国全体の科学技術の予算の決定に当たっ

ては、Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃといったランク付けをして、各府省の要求に対して問題があるのではないか、

もっとこういうところに付けるべきではないかといったサジェスチョン（提案）をしている。総合科

学技術会議のようなものがいいのかどうかは今後の議論であるが、全くありえないというものでもな

いであろう。 
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○ 地方との関係でもし現行制度に問題があるならば確認してみてはどうか。地方との関係には、法定

受託事務として都道府県の長にやってもらう場合と、地方が自治事務としてやりたいことに対して国

が関与するという場合の２面がある。国の仕事を地方にやってもらう法定受託事務において、例えば

国が委託したものの円滑に実施されなかった事例としてどのようなものがあるのかなどは、総務省の

政策統括官（統計基準担当）を始め所管の各省庁に照会してみないとわからないであろう。同様に、

自治事務として地方が独自の統計を作りたいと考えたが、統計法なり国との関係で実施できなかった

ことがあるのかどうかは、地方公共団体に聞いてみないと分からない。2000以上の団体に個別に聞く

わけにもいかないので、総務省や地方６団体など然るべきところを通じて地方公共団体に自治事務と

しての統計業務でうまく動いていない点を確認してみることも一案ではないか。 

 

○ リソースに係る課題は重要であるからこそうやむやにできないし、ここであまり議論しないで先に

行ってしまうと、「司令塔」機能との関係もあるが、後でよい結論が出ても結局は各省庁にまかせると

いうことで全体としての 適化とはかなり違う結果になるおそれがある。したがって、それを規律す

るものとしてのリソースの問題は重要である。進め方としては総合科学技術会議のような例でもよい

と考える。 

資料１の８ページにある加工統計、業務統計との関係であるが、調査統計の他の加工統計、業務統

計を新たな法制度の対象外としてしまうと、作成機関が加工統計・業務統計に該当することを主張し

て逃げられてしまい、我々の目指すところが達成できないと考えるので、それらを対象に含めて、そ

のリソースに「司令塔」が何らかの形で関わるような仕組みを作っておかなければならないと考える。 

 

○ 今日は「統計の体系化」という総論的な部分を議論したが、例えば、統計法を改正するのであれば

理念を明確化した方がよいという意見があった。現行の統計法がどうであれ、理念をはっきりさせる

ことはよいというコンセンサスができたと思う。言葉として「公共財」にこだわるわけではないが、

「公共財」という言葉で意味するところ、すなわち国連の官庁統計の基本原則等に出ているものと同

義であると理解できるが、要するに統計は社会の情報システムであり、それは社会全体にとって有用

な情報であるという考え方がその際の理念であり、それを新たな法制度の中で位置づける。また、統

計作成に係るリソースが限られているのであるから、政府においては有用な情報だけを提供する。「公

共財」という言葉で理解されるようなことを統計法の理念として掲げるということである。 

また、具体論として、統計の種類として調査統計・加工統計・業務統計があり、今後新たな法制度

の下でそれら整備を進めるに当たっては、三者（調査統計、加工統計、業務統計）はそれぞれ対応の

仕方は異なるし、「司令塔」との関係等について技術的に詰めるところは出てくるであろうが、議論の

対象としては三者をいずれも含めるべきであることについて特に異論がなかったと考える。 

 

○ 冒頭の議論で申し上げた意見は、理念や目的・目標など現行のものを全部壊せと言う趣旨ではない。

法制度の設計としては当たり前のことであるが、現行のものでも今日なお使えるものはもちろん使っ

て、その上の積み上げとして現行法に欠けている観点を補うべきである。そういう意味で現行法の理

念は統計の有用性という点が欠けているのではないかということである。また、経済も統計も国際標

準を意識すべきであるから、国連・ＩＭＦあるいは各国の統計法制における規範のどれが適当なのか

は分からないが、わが国の統計にとっての原理原則となる考え方を法制度の中に入れるべきではない

かということで基本法的なイメージを申し上げた。 
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ここでのコンセンサスとして統計分野においても国と地方との調整が必要ということになれば、調

整の必要の程度に応じて法律の中に一つでも二つでも条文があれば運用としてかなり違うのではない

か。 

 

○ 新たな法制度における統計の位置づけを考えると、「社会的需要に的確に対応するための公的施策

に資する統計」というものがまず入ってくるであろう。次に、「国民に直接提供する統計」という部分

が考えられるが、そこをどうするか。つまり、もっぱら公的施策のために統計を作成していくという

側面と「公共財」という形で広く国民が使えるような統計とは性質が違ってくる場合があるであろう。

公的施策にはほとんど使えないが国民からは必要とされる統計、逆に国民からは必要とされないがも

っぱら公的施策のための統計について、「公的施策に利用するため又は直接国民に提供するため」とい

うように並列的に並べるべきものなのか。もっぱら前者としての統計、いわゆる官庁統計というのは

主体が官庁という意味であって、必ずしも利用主体に着目したとらえ方ではないような気がするが、

各国を見ると利用主体として公的機関を想定しているものもいくつかあるようである。仮に「公的施

策のため又は民間、広い意味の国民に直接提供するため」というように目的に並べて、そういう究極

目的のために統計を体系化すると規定することが考えられ、そこでは体系化とは、各個別統計を相互

に有機的関連を持って当該目的のために集合させる行為となるであろう。そうすると政府として様々

な統計を束ねてそのような目的の下で作成するということになる。例えば、新しい社会的需要がある

のに統計が作成されていないというようなものもそうである。 

個々の統計を有機的に集合させる、つまり体系化させるときに法制度として必要なものは恐らく手

続的規定であろう。そこでは三つ考えられる。一つは、国と地方公共団体については、新しい社会的

需要に対応するための公的施策又は国民に直接提供するという統計の役割を考える場合に、やはり射

程に置かないというわけにはいかない。地方公共団体を切り離してもっぱら国だけの又は主として国

だけ法制度というのでは不十分であり、地方自治体も一緒に考えていかなければならない。第二に、

従来から言われてきたことであるが、国の機関相互、独立行政法人、特殊法人、認可法人も含めた意

味で、それら相互の調整を図ってその目的のために統計の集合を一本化していくということが必要で

あろう。三つめとして、国ないし地方公共団体という公の側と、広い意味での民間との間の調整も新

たに必要になってくるのではないか。究極の目的として「又は国民に直接」と書くとそこが出てくる

し、そこを閉じてしまえばとりあえず不要ということになる。私自身としては、目的がＡ又はＢとい

う構造でＡ（公的施策への利用）は確実であるがＢ（国民への直接提供）のところをどうすべきか確

信が持てないので、まだ全体構造のイメージがしっかりできてない。 

 

○ 公共的な施策への利用という目的は確実という理解について、「公共財」という考え方に照らせば

そのような区別はむしろ設けない方がよいのではないか。政府が造る道路を例にすれば、政府の車が

通るのは当然であるが、民間の車も通れるとわざわざ言わなくてもよいのではないか。「公共財」とい

うのは、政府も主要な者ではあるが利用者の一人という感じである。有用な情報は社会全体でもニー

ズが高いのであるから、そもそも政府の施策や政策が重要な役割を担っているという前提からすると、

そのように考えてもあまり矛盾がない。国によって統計の理念はかなり違うかも知れないが、ノルウ

ェーの例では、官庁統計の定義を「国民の利用に供する統計」と規定して統計を作る目的は国民の利

用のためという表現になっている。 

 

○ 指定統計のように国民に直接サービスを提供するために作成されている統計もあるが、各府省から
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ある政策のためにこういう情報が必要ということを動機として統計が作成される場合もあるのではな

いか。 

 

○ 「パブリックグッズ（公共財）」としての情報は、それがないと世の中全体が困るというものであ

り、政府もその一人である。例えば、日本の人口が分からなければ政府も様々な施策の立案を行うと

きに困ることはもとより、企業も個人も困るかも知れない。したがって、「公共財」という表現の中に

は、統計の目的において公的な施策への利用をあまり強調しないという意味合いがある。もちろん統

計の主要な使い手としての政府は排除されないし、公的な施策への利用が重要であることは間違いな

いが、「公共財」という表現にはそのあたりのニュアンスの違いがあるように考える。 

 

○ 統計について公的施策に資するものと、国民に直接提供するものという区別があってはならないと

いうことが、統計審議会と行政当局との間の長年の緊張関係であったと理解した方がよいと考える。

近の議論でそうした情勢が非常に変わってきたのは、公的施策に資するためのものであっても、そ

れは逆に公的施策が妥当であるかという政策評価を国民が行うためのツールとしても見られなければ

ならないという見方である。そういうとらえ方で見る限りにおいてはまさに「公共財」であると考え

られる。指定統計の歴史の中でも、部分的には突発的に市町村の併合のために国勢調査に準ずるよう

な人口調査を指定統計として行ったこともあったが、基本的には、やはり統計を行政目的のためだけ

に作られたと考えると、これまで何十年かの統計審議会と行政当局との間の議論が軽んじられるよう

に思う。 

 

 

以上 

＜文責：内閣府統計制度改革検討室＞ 

  注：本議事概要は暫定版であり、今後修正がありえます。 
 


