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統計制度改革検討委員会（第６回） 議事概要 

 

１．日  時：平成17年12月27日（火）10：00～12：10 

２．場  所：中央合同庁舎第４号館 共用第４特別会議室 

３．出 席 者： 吉川委員長、阿藤委員、井上委員、菅野委員、清水委員、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  題：１ 「司令塔」の役割・機能 

２ その他 

５．配布資料：資料１ 「司令塔」の役割・機能に関する主な論点 

       資料２ 主要国の統計制度及び統計組織について 

       資料３ 「司令塔」について①（「司令塔」の役割・機能） 

       参考１ 「司令塔」の役割・機能に関する参考資料 

       参考２ 「統計法制度に関する研究会報告書（中間とりまとめ）」の概要 

       参考３ 統計法制度に関する研究会報告書（中間とりまとめ） 

       席上配布資料 Brown英国蔵相の発言要旨（国家統計局（ＯＮＳ）への独立性付与の提案） 

 

６．議事概要：  

（１）席上配布資料及び資料１について、吉川委員長から説明があった。 

（２）資料２から３及び参考１について、川崎室長から説明した。 

（３）資料等を参考に、「司令塔」の役割・機能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、引き続き「司令塔」について議論することとし、平成18年１月23日（月）17時から

開催予定。 

 

【各委員による意見交換】 

○ 資料２の６頁の国際比較の表を見る限り、主要国のいわゆる中央統計機関の中で、日本は職員の絶対

数が非常に少ない。また、国全体の統計職員のうち、中央統計機関で働いている職員の占める比率が圧

倒的に低いと言えるのではないか。 

 

○ 資料２の６頁の国際比較の表について、分散型のアメリカで中央統計機関と呼ばれているものと、同

じ分散型の日本の統計局をこのような形で対比すると誤解を招くのではないか。アメリカの商務省セン

サス局と労働省労働統計局は、二つの大きな中央統計局であると言われているが、一方、第二次世界大

戦後の日本の統計局は、それ以前の統計局とは異なりほぼ完全に分散型の中の一組織になっている。分

散型で統計局以外で行われている調査や省庁別に統計行政をやっている職員数を比較の対象に入れてお

かないと、今後「司令塔」機能の議論の際に誤解を招き、問題が出てくる。 

統計の作成には、統計調査、調整、実査、研究という大きな四つの領域があり、今後「司令塔」がこ

の四つの領域のどこをコントロールするかを検討する際に重要になってくるので、この表に挙げられて

いる各国別に領域別の職員数を整理した資料が必要がある。 

アメリカはミクロデータの使用に関して、大学と連携を取りながら各部署、各地域に解析分室を設け

ており、イギリスやカナダも似たようなシステムを作っている。このようにミクロデータの利用の観点
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でどのような構造になっているか考えてみる必要がある。また、アメリカ商務省のＢＥＡ（経済分析局）

に相当するものがフランスのＩＮＳＥＥ（国立統計・経済研究所）の中にもあるが、その規模を国際比

較するとどうなのか。日本は中央でデータを分析する組織構造が少し手薄で、分析結果が統計調査の改

善に上手く反映されていないという問題があり、この点も「司令塔」のコントロール機能を議論する際

の大きなポイントとなる。 

アメリカは実査において複雑な委託契約等を行っているが、日本は、国が地方公共団体を通じて調査

を行っている場合と直轄の地方支分部局を通じて行っている場合の二つが存在している。それと似たよ

うな構造が各国ともあり、制度を比較する上で、また「司令塔」がコントロールする上でも重要と考え

るので、実査組織の状況を把握する必要がある。 

 

○ 統計審議会は平成13年１月の中央省庁等改革によって法施行型審議会となり、建議機能もなくなった。

しかし、現在でも総務省設置法には、元々の行政管理庁設置法の時から規定されてきた「統計及び統計

制度の改善、発達に関する基本的事項を企画すること」という所掌事務が規定されている。それにもか

かわらず、その規定が十分に機能せずに、本委員会を設置せざるを得なかった原因がどこにあるのか。

組織が問題なのか、統計法上に統計制度の企画に関する規定が明記されていないことが問題なのか、あ

るいは人又はそれ以外が問題なのか。「司令塔」をどのように構成していくかというコンテンツを議論す

る前に、問題の主な原因がどこにあるのかを把握した上で、「司令塔」の責務なり機能なりを検討すべき

である。本当に機能する「指令塔」を作るためには、少なくとも、委員の方々の間で現状のどこが最大

の問題と認識しているのかを明確にした上で、それに基づいて「司令塔」の中味の議論をすべきではな

いか。 

 

○ イギリスのBrown蔵相の提案は面白い。ＯＮＳ（国家統計局）への独立性付与というのは、本委員会

の議論における「統計が『公共財』である」という出発点を極限まで推し進めた一つの考え方ではない

か。特に、「integrity」という言葉はここでは「正直性」と訳されているが、もう少し広い意味の「高

潔性」といったモラルを含んだものである。また、日本語で言えばさらに「中立性」といった概念に広

がっていく言葉であり、哲学的には特定の政党や政策から統計は独立であるべきという非常に強いメッ

セージがBrown 蔵相の提案の中から読み取れるので、これは単に組織を移すだけではない次元の話であ

ろう。 

イギリスではこれまでに何度も組織改正があったが、かつてＣＳＯ（Central Statistical Office）

を作った時は、分散している組織を集中することによって効率性を追求し、より効率的な政府、今で言

う小さな政府を目指す足がかりを作った。その後、現在に至るまではむしろ中立性の方に議論が移って

きているが、我々の議論はこれを同時に行おうとしているので、このようなイギリスの足取りは非常に

参考になると考える。日本においても最近、いくつかの統計の発表時期が政策判断によって影響を受け

たのではないかという疑念が持たれたこともあるので、中立性は「司令塔」の役割・機能を考える上で

極めて重要であるし、中立性が確保されないと統計に対する国民からの信頼も得られない。 

イギリスが日本と決定的に違うのは、行政府が行政記録の活用のために原データを提供することはあ

っても、ＯＮＳのような独立機関に統計の作成等を委ねていて、行政府も単なる統計の１ユーザーにす

ぎないということを明確に位置付けていることである。今まで日本で議論されてきた業務統計などとも

明らかに次元の違うものになっている。 

イギリスは組織論で見ても、憲法がない代わりに経験をもとに制度を柔軟に運営していこうとする国

で、統計についても組織変更が弾力的に行われ、その時代のニーズに合った組織に変えていくという優

れた機能を持っている。さらに、独立性を与えられた機関は非常に強力な権限・機能を有することにな
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るが、それに対するチェック機能としても、独立の統計委員会や外部のオーディター（監査役）を入れ

て権限の行使をチェックするというチェック・アンド・バランスのシステムも内蔵されており、「司令塔」

機能の中でもこのようなポイントを十分に勘案していくことが重要ではないか。 

 

○ 「司令塔」の役割・機能を考える前に、従来から存在する類似の機能がなぜ上手く作用しなかったの

かという点についての分析を行うべきという意見には賛成である。 

自分が役人の時、官房等の他の部局から統計部門を見ていた経験から三点ほど申し上げる。 

一点目は、統計法の第18条の３に「総務大臣は、政令で定めるところにより、第２条及び第７条に定

める権限を総務省において統計に関する事務を所掌する職にある者で政令で定めるものに委任すること

ができる」との権限委任規定があるが、そのことが一つの原因ではないかと考える。この規定があった

ために、意思決定がどうしても役人同士の折衝で収まる範囲で止まってしまい、そこから上、例えば大

臣まで上げて折衝を行うような段階まで進めることができなかったと考える。これはどの部局にもあり

がちなことではあるが、統計部門の場合は特に、統計法の規定が影響していたのではないか。 

二点目は、行政管理庁への移行から現在の総務省に至るまでの、組織における統計部門の位置付けで

ある。統計委員会が廃止されて行政管理庁統計基準部に移行し、その後統計基準局となるものの１局削

減で行政管理局の下の統計主幹となった。その後、総理府統計局と統合して統計局の中の統計基準部と

なり、総務省となってから現在また統計局から外れ、政策統括官組織に移ったという経緯を見ると、こ

のような行政改革・改善の中で統計部門が絶えずやり玉に挙がり、一貫して地位が低下してきたのでは

ないかと思える。そのような位置付けに統計部門が置かれてきたことも大きな背景事情として挙げられ

るのではないか。 

三点目は、統計審議会が中央省庁等改革に伴って法施行型審議会となり、政策提言機能が失われたこ

とであり、これも最近における大きな要因と考える。 

 

○ 第一次委員会から何度か議論に出たが、「司令塔」が果たすべき一番大きな役割は、統計のディグニテ

ィ（尊厳）をどうやって保つかということに尽きるのではないか。統計のディグニティを保てなかった

からこそ、今までなし崩し的に日本の統計そのものが組織的にも質的にも空洞化していったのであろう。

そういう意味では、「司令塔」の役割として、統計のディグニティをいかに保つかということが第一であ

り、そのためにニュートラリティ（中立性）や独立性を確保することが必要である。ニュートラリティ

や独立性を保ちながらディグニティを保つために、どのような機能を「司令塔」が持つべきかを考える

ことが重要であろう。 

統計審議会の役割が、統計の体系を作る諮問委員会なのか、基本計画を練るような立案とそれを実施

するための権限・機能を持っている委員会なのか、その理解次第で統計審議会の位置付けが大きく分か

れると考える。もし前者の単なる諮問委員会ということであれば、内容を諮問する主体がどこかによっ

て統計審議会の性格が変わらざるをえないし、変わってきたのが現状であろう。統計審議会にもっと大

きな権限を持たせ、統計の基本的なものを指令するような委員会にすることが審議会の本来の役割かど

うかについては、ここで十分考えないといけないし、むしろ「司令塔」がそのような権限を持ち、統計

審議会に類するものが「司令塔」の諮問委員会であるという形もありえると考えるが、過去においては

その点が曖昧だったことが、なし崩し的におかしくなった最大の原因ではないか。そういう意味で、「司

令塔」の役割・機能を細かく論ずる前に、何をやるための「司令塔」なのかということのコンセンサス

を作ることが重要であろう。 

 

○ 総務省統計局ではなく、むしろ他省庁の統計部門の様子を見てみると、統計部門の長には行政の法律
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系の人がローテーションで来ており、語弊があるかも知れないが、行政として省庁の中で統計をそれほ

ど重視しているわけではないという位置付けが見て取れる。その結果として、定員削減や予算削減の時

に真っ先に統計から削られていくということになっている。 

各国の統計部門のトップにある人は、行政のローテーションで回ってくるものなのか、それとも、研

究者や学者としてバックグラウンドを持った人が任命されるようになっているものなのか、分かる範囲

で教えてほしい。 

行政機関の中にいると、常に所属機関に対する忠誠心と学会などアカデミズムに対する忠誠心との狭

間にいるように感じていたが、個々人のバックグラウンドによって傾きが相当違ってくると考える。こ

こで統計の重要性を表に出すためには、今までの行政のロジックを少し弱めて、専門性やアカデミズム

との関係をもう少し強めるとよいのではないか。 

 

○ 統計部門の長が統計と無関係のところから出てきている場合があるというのは、総務省になる以前か

らの歴代の統計局長の歴史から見てもわかる。何代かごとに統計のプロが来て、短期間のうちに代わっ

て他分野の行政のプロが来るという形になっている。各省庁の統計部局についても似たような現象があ

るが、少なくとも行政組織の原課の持っている意見が統計調査のデザインに反映できるというプラス面

がある一方、統計に対する理解をする前に任を去らなければならないというマイナス面がある。 

統計審議会がなぜある意味無力な面があったのかについては、最初のうちは統計委員会の残影でかな

り強力な調整を行っていたが、平成13年１月の中央省庁等改革でそれが完全に切られた。それまでは各

行政機関の統計部局の長が統計審議会の委員になっており、そこで実質的な調整がかなり図られたのだ

が、それに当たるものを「司令塔」は何らかの形で復活しないといけないのではないか。 

指定統計調査の実施は主務大臣の権限に属するので、複数の省庁にまたがる調査は具体の運用の段階

で分断され、特定の省庁が予算要求しなければ調査が中断されてしまう。省庁間の調整機能は「司令塔」

として持つべき非常に重要な機能ではないか。 

 

○ 人の問題では、歴代の統計基準行政を担ってきた統計基準部長あるいは統計企画課長に、昭和40年よ

り少し前から統計の専門家でない人が着任するケースが相次ぎ、その着任期間も短くなった。その意味

で、専門的見地から調整権限をふるうことができなくなったことが総合調整機能を弱くしたことは確か

であろう。 

かつて、内閣総理大臣の下に置かれ、大変強力な調整権限を持っていた統計委員会を昭和27年に廃止

した際、統計法に権限委任規定を設けた。かつては独立性、専門性を担保する規定であったが、委任し

うるのが指定統計を指定する権限である第２条と指定統計調査を承認する権限である第７条に限られた

ために、調整権限の幅がかなり狭い形で限定されてしまった。このことが調整権限を持つ人の専門性の

欠如と相まって総合調整機能を低下させたのであろう。 

さらに、かつての統計審議会は、自ら統計委員会の後継と勝手に任じて、資料１の①～⑧の機能を何

らかの形で果たそうとしていたが、統計審議会が法施行型審議会に移行したことに伴い、「⑤個別の統計

（調査）の作成・実施に関する調整」の指定統計及び指定統計に関連の深い統計を審議する機能に縮小

してしまったことが政府全体の統計の調整機能を低下させた。 

また、かつて統計法第10条に「国及び地方公共団体は統計調査に専門的見地から従事する専門家とし

て統計官、統計主事を置かなければならない」という必置規定があったが、法改正により「置くことが

できる」という規定に変わった。その結果、地方公共団体において特に顕著であるが、統計官又は統計

主事をどこも置かなくなり、平均して２年弱ぐらいのローテーションで行政部門の中を人事異動するよ

うな専門性の低い人が統計業務に当たるようになった。統計は弱小であるので、ここを何らかの形で縛
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らないと、結局どこからも見向きもされずに権限を弱めてしまうのではないか。 

 

○ 現状の問題が生じた原因の分析をしっかりしてから出発する必要があるという指摘はそのとおりだが、

第一次委員会で既にかなりのことをやったと考えている。第一次委員会による現状の問題に関する結論

は大きく分けて三つあった。一点目はあるべき統計が整備されていないこと、二点目は調査統計に偏重

していること、逆に言うと行政記録の統計への活用が遅れていること、三点目は統計の利用について、

現在の社会環境又は情報通信技術的な環境に合った形で利用出来るようになっていないこと、以上の三

つが基本的に問題であると考える。そのような問題意識で見ると、資料１の①～⑧の「司令塔」機能に

ついては、現存する機能に少々引っ張られすぎており、新しい統計制度とは何なのかという観点が抜け

ている。具体的に「司令塔」という組織・機能を考えていく場合は、新しい統計行政に求められる機能

や役割を考えて、改めて検討する必要があると考える。 

また、キーワードである「司令塔」について、各委員の考えるイメージが相当に異なっていると考え

る。例えば規模では、最小では４人と考えている人がいる一方、最大では1,500 人と考えている人がい

る。「司令塔」の中にどういうものを含めていくのかについて、もう少し考えを収斂する必要があるので

はないか。 

 

○ 「司令塔」に期待される最大の役割として、統計のディグニティを確立し保つことであるという発言

があったが、統計に対する情熱や専門的な知識を持った人でなければディグニティは到底保てず、その

点で従来の制度に問題があったのではないかという意見が複数の委員から出された。 

「司令塔」を家に例えれば、今住んでいる家が住みにくいということは大方のコンセンサスがあり、

どこが住みにくいのかを検討することはリーズナブルである。ただし、改築か新築かという問題があり、

必ずしも改築にこだわらず新築しようではないかというのが第一次委員会からのスピリットであったと

考える。しかし、新築をするにしても、今まで住んでいた家のどこが不便・不都合なのかということを

見極めておくのは有用な作業であろう。 

「司令塔」のイメージが委員の間で違うのではないかという点については、「司令塔」の範囲をどこま

でと考えるかであろう。極端に言えば、Chief Statisticianを一国の「司令塔」だと言い切れば１人に

なってしまうが、我々の議論している「司令塔」は、必ずしもChief Statistician１人を設けてそれで

終わりというものではなく、ある程度の制度、組織としてイメージを持っている。その組織、制度の中

で、極端に言えば１人から始まって集合として膨らんでいくということであるので、１人とか４人とい

うのは、「司令塔」の中の部分集合として最後のところでありえるが、我々はそれだけを「司令塔」と考

えてこなかった。したがって、「司令塔」は、資料１の①～⑧の機能を十分果たすように、また、先ほど

指摘された現状の問題点（あるべき統計がないこと、調査統計に偏重するあまり有用な行政記録が統計

に十分活用されてこなかったこと、利用面でも現在の社会の中で十分便利な形で制度が整えられていな

いこと）がないように、それをいつでも見ていなければならない。統計そのものは生き物のようなとこ

ろがあり、時代の変化の中で進化しなければならないので、「司令塔」は、最終的な固定されたものがで

き、それで終わりということではなく、いつでも時代の変化に合わせて柔軟に統計を変えていくことを

きちんとやり遂げる機能を持っていなくてはならないと考える。このことについては、第一次委員会で

も当委員会でも大体のコンセンサスはあるのではないか。 

 

○ フランスのＩＮＳＥＥでは、統計部門に携わる国家的な人材を育成する機能を保有しているが、我が

国の「司令塔」が果たすべき一つの役割としても、何らかの形での統計人材を育成する教育機能を視野

に置くべきだろう。統計部門に関わる人事について議論となっているが、トップの人事だけが問題では
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ないと考える。役所では、ジェネラリストが次々と異動する人事ローテーションとなっているが、統計

そのものにプロパーで携わり、かつその人物が統計について主体的な意思を持って取り組むように育成

していくべきである。そのような人事をしてこなかったことが、日本の統計行政の大きな反省点の一つ

ではないかと考える。 

 

○ 役所における今までの人事を見てみると、特定の分野の専門家を育てるという観点よりは、役所の保

有する様々な機能を経験させてジェネラリストを養成する観点を重視している。例えば、統計なら統計

を専門的に、長期に経験させるということはなかなか困難な面がある。その点に関して、例えば統計分

野を中心にキャリアを積み、その他の分野には時々携わるような人事になると考える。そのことは組織

のトップだけでなく、その部門に携わる職員も同様ではないかと考える。 

もう一点、「今までどういうところが悪かったかをよく見ることはもちろん大事だが、その後は、改築

ではなくて新築ではないか」との話があったが、「司令塔」組織を新築する、改築するという意味がよく

わからない。第一次委員会の報告書には、確かに「『司令塔』が現状の総務省及び内閣府の組織的な枠組

みを基本とした各機能の強化・連携によるいわばバーチャル（仮想的）なものであるべきか、あるいは、

それらの機能の全部又は一部を組織的にも集約したリアルなものであるべきかについては、今後更に検

討する必要がある」とは記載されているが、新築、改築などとは第一次報告書のどこに記載されている

のか。改築でなくて新築というのは、いわば既存の物は一旦取り壊して、新たな建物を建てるという意

味なのか。 

 

○ 本委員会の議論におけるスピリットにおいての意味である。今後の議論によっては、改築で良かった

ということになるかもしれないが、どうせ改築しかできないのだと最初から自分たちで制約する必要は

なく、ここまでスピリットにおいては新築するようなつもりで議論してきたので、今後も皆様方にそう

いう議論をしていただきたいとの趣旨である。 

 

○ 第一次委員会では、統計制度の抜本的な見直しを行わなければいけないということで委員会が一致し

て、報告書にもその旨記載されていることを捉えれば、「新築」ということについて、おおよその第一次

委員会での合意があったのではないか。 

 

○ 議論が人事の方に偏っているような気がする。例えば、本日、事務局より配布された資料は「司令塔」

の役割・機能を中心に整理されているが、その根拠となる「司令塔」の責務、果たさなければならない

事項を記載する必要はないだろうか。それを記載することによってその責務を果たす機能が必要になり、

機能を行使できる。前回までに議論した様々な統計法の部品に相当する事項について、法の目的規定を

ベースに演繹的に積み上げることになるものと理解している。「司令塔」機能の目的とも絡んでくるが、

より具体的には「司令塔」の果たすべき責務の上にそれぞれの機能とか役割を位置付けることで、その

ポストに就いた人物が権限を行使する際に有効に機能しうる。そういう効果は期待できないだろうか。 

 

○ その点については様々な面があるのだろうが、一つは統計の整備に関する中期的な「基本計画」の案

を策定することであり、また「基本計画」を評価していくことが「司令塔」に当然期待される具体的な

機能である。「基本計画」は望むべくは閣議決定されるようなものであるべきだという議論を第一次委員

会でも本委員会でも行った。また、基本計画の計画期間は５年くらいが適当であるというような議論も

したと考える。 
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○ 資料２の３頁目に「新たに統計を追加するには、ＣＮＩＳ（タスクフォース）が有用性を認定するこ

とが必要」であるとか、４頁目に「統計調査を実施するには、緊急に必要とされる場合を除き、根拠法

が必要」との記載があるが、このような記述から想像すると、フランスやドイツにおける「統計」とい

う言葉の定義は、日本の統計法制とは異なりもう少しきっちりと決められているのではないか。また、

５頁目にカナダの統計制度は集中型であると説明があるが、他の省庁が行政を進める場合に、当然統計

を作成する必要が出てくると思うが、その様な際の統計局と各省の調整について、カナダの仕組はどう

なっているのか。 

 

○ 統計の定義については、国によって統計の定義をしっかり記載している国とそうでない国とに分かれ

ている。フランスは統計調査を対象としており、統計の定義規定は明記されていない。また、ドイツに

おいては、統計調査では国民に申告義務を課するということも含めて根拠法が必要ということが記載さ

れているだけであり、それ以上の統計の定義に関する記載については別途の整理が必要。また、カナダ

は極端な集中型であり、調整の仕組については把握していないが、調査の上、別の機会にご紹介させて

いただきたい。 

 

○ イギリスの制度においては、ＯＮＳを大蔵省に置きながら、ニュートラリティ（中立性）とインディ

ペンディンス（独立性）を担保している。ＯＮＳへの独立性の付与が問題になっている背景には、イギ

リスの情報管理に関する様々な問題があり、その背景事情の中で統計の管理、統計の独立性というのが

問題になっているのではないかと考える。また、資料２の２頁目に独立した統計委員会があることが報

告されているが、この統計委員会はＯＮＳとどういう役割関係にあって、組織的にどういう位置付けに

あるのか。 

それからフランスのＩＮＳＥＥを中心とした組織というのは非常に良くできているが、ＣＮＩＳ（国

家統計情報審議会）の委員長が経済・財政・産業大臣になっている形の中で、ＩＮＳＥＥが独立性、中

立性をどのように担保しているのだろうか。 

実際問題として日本の統計組織は分散型として現在まで存在していることから、その分散型をカナダ

的な超集権的な組織に一足飛びに変更することはなかなか困難だろう。日本の分散型の制度は非常に縦

割りになっており、その縦割りになっている部分をどう調整していくかという機能を「司令塔」に持た

せるという意味では、新築部分をそこに加えないと「司令塔」の機能が果たせないと考える。そういう

意味での新築をイメージしてはどうか。また、そういう意味ではイギリスやフランスの例がティピカル

（典型的）な雛型のようなイメージを持つが、そう理解して良いのだろうか。 

 

○ イギリスの統計に関する各省も含めた独立性については、Framework Documentの中に独立した位置付

けを与えることがNational Statistician の役割に記載されているので、それが根拠となっていると考

える。また、統計委員会との関係だが、委員会は完全に独立しており、日本で言えば独立行政法人的な

位置付けになっており、直接に大臣の指揮命令を全く受けないという形になっている。また、国民や各

省等のユーザーから意見や質問があった場合は、それを元にリサーチして返答する形になっている。統

計部局に対して批判的な意見や肯定的な意見を受けることもあり、非常に独立したチェック・アンド・

バランスとなっている。 

ＩＮＳＥＥについては改めて調査したい。 

 

○ イギリス、フランスは分散型の統計機構の下で上手く調整を果たしている、我が国がこれから統計改

革を考えていく際に範となる国であると理解しているし、様々な資料等にも「イギリス、フランスは上
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手く調整機能が果たされ、分散型の弊害を是正している」と書かれているが、これは外部に伝わってく

る情報であり、本当に内部でそう考えているのかどうか。例えばイギリスにおいては、ＯＮＳが出来る

以前の弊害や問題について、ＯＮＳ発足以降どう変わったのか。外部に伝わって我々が知る情報以外に

何が上手く機能して調整が図れたのか、それ以外の問題等を情報収集していただきたい。 

 

○ アメリカの人口統計関係では、ＰｈＤ（博士号）を取得した人が必ずしも大学ばかりを目指すのでは

なくて、相当数がセンサス局に勤務している。元々非常にアカデミズム志向の強い、専門性に対する忠

誠心の強い人が人材供給システムとして携わり、処遇されている。過去には、コンラッド＝トイバーと

いう有名な統計のトップを預かる人物が存在したが、そのような人物が行政に携わることによって、全

体の専門性や統計に関する忠誠心が維持されるという面があると考える。 

そういう点で、フランスの場合も、行政のエリート養成校と統計の数理関係のエリート養成校が存在

して、統計のエリートはＩＮＳＥＥ等の組織の主要なポストを歩いていく。これも別の形で専門性を維

持するという役割を果たしている。その点で日本の場合には、トップだけではなくて内部の人材という

意味で専門性を担保する仕組が欠けているのではないかと考える。それでも総務省統計局は、データの

メーカーであると同時に発表する時の様々な枠組みがあるために研究的な側面を有しているが、他省庁

や地方公共団体ではそういう機能も段々となくなっている。単にメーカーとして統計データを集めてそ

のまま公表するのであれば、余り良い統計は出てこない。主要な統計機関は研究・分析部門をしっかり

保有して、専門的な人材を集めることによってアカデミズムと行政の統計メーカーとの中で共同体意識

が芽生えるというシステムが作れればありがたい。 

 

○ 資料に記載されているアメリカ以外の国は、日本と比較するとかなり集中型であり、各国でも様々な

問題点が出てきている。イギリスは相当意識が進んでいて、ＯＮＳへの独立性を付与するとともに、独

立の行政委員会をも内部に取り込んでしまい、一種の社外取締役的な意味での取締役会がチェックする

というイングランド銀行の形にかなり近いものになっている。理念的には、チェック機能を持つ組織が、

現行の関係大臣への助言を、国会すなわち国民にダイレクトに責任を持つシステムに移行しようとして

いるようだ。本委員会が目指そうとしている議論はそこまでは望んでないと考えるが、理念としては面

白い。 

本委員会での議論の観点から見ると、暗黙の了解として、日本において分散型を前提とするならば、

「司令塔」には諸外国の例における統計部門の機能よりもっと重要な機能が要求される。その機能がな

いとバラバラになってしまうものを、いかに上手く統計としてのコンシステンシィ（一貫性）を保つか

が問題である。さらに究極のポイントはディグニティをどのように保つかということだが、現実の問題

としては、いくら諸外国の例を見てもなかなかアイデアは出てこないと考えるので、ある程度諸外国の

理念をチェックした上で、後は、日本において我々は今何をやろうとしているのかの議論を進めるべき

ではないか。 

 

○ 資料３の９頁から１０頁にかけて、「『司令塔』は、（予算、人員管理）に責任を有する」、「サジェスチ

ョン（提案）を行っていく」等の、抽象的表現ではあるが新しい「司令塔」が何らかの影響力を行使す

ることがうたわれているが、実際には、統計部門は各省庁に分散されており、また、通常の予算や人員

は各省庁の中で調整が行われて出てきた要求を政府全体の査定部門が査定するのが我が国の仕組である

ので、その中で「司令塔」の影響力が及ぶ余地というのがどこにあるのかが気になる。総合科学技術会

議が予算について審査を行っているのは知っており、そういう前裁き的な機能や役割は考えられるかも

しれないが、最終的な権限に近いものを持つというのはやや過大な期待ではないか。 
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私の知る限り、総務省政策統括官（統計基準担当）が各省の統計関係の予算について前裁き的な審査

を財務省主計局の依頼により行い、同様に行政管理局の情報部門が各省の情報システム関係予算の前裁

き的な審査を実施しているが、それと似たような話になるのではないか。 

 

○ 役に立つ統計を作成して不要な統計を統廃合しようとすれば、結局のところ最後は予算配分を変更し

なくてはならない。ところで、国の予算の配分権について日本政府のガバナンス（統治）としては、要

求は各省が行い、最終的には財務省主計局が査定して詰めるということになっている。 

それでは、統計に関する「司令塔」がこの件について何ら関与できないかというと必ずしもそうでは

ないだろうというのが、本委員会あるいは第一次委員会の議論であった。資料にもあるが、一つのモデ

ルは総合科学技術会議のようなものであろう。総合科学技術会議では、各省にちらばっている科学技術

予算に対して、ＳＡＢＣといった評価をつけて、政府全体の中での予算の効率化についての提言を行っ

ている。 

これは、現行の統計制度がなぜ上手く機能しないのかという疑問とも関連するかもしれないが、結局、

制度が出来ても政府の中でその組織の本来あるべき姿あるいは機能を尊重しなければ機能しない。最終

的に「司令塔」の決定がどれくらい尊重されるのか、最後は煎じ詰めていけばディグニティに行き当た

るのかもしれないと考えるが、組織の上でそういうことが全く考えられないかといえば、一つのモデル

が総合科学技術会議ということではないかと考える。 

 

○ 総合科学技術会議は一つのモデルであるが、それと前裁きでの評価とのちょうど間に問題点がある。

総合科学技術会議は、「科学技術予算に関する予算、人材等の資源配分の方針」において国策として推進

すべき重点分野を決定することにより、各府省に対して、遺伝子なら遺伝子工学といったターゲットと

なる事業を行わないかという意思を示している。その場合、重点分野の対象が複数府省にまたがる場合

も当然あることとなる。 

この統計調査が必要だ、この統計を作ることが必要だという議論をすることはできるけれども、それ

に対してどこの省庁が手を挙げるのかという仕組が保証されていないのが、今までの統計審議会と統計

基準行政の中での最大のネックになっていたというのが私の考えである。どこかの省庁が手を挙げない

限り要求として表に上がってこない。言い換えれば、どこかの省庁が手を挙げた結果だけが統計審議会

にかかる。これについて手を挙げませんかということを新中長期構想等で何度か協議するものの、手を

挙げる省庁がないことから、ストック統計やサービス統計にしても実現までに長い時間がかかっている。

「司令塔」の機能にぜひその点を盛り込んで欲しい。 

 

○ 重要な統計は「司令塔」が全部調査して作成することを求めるものでは必ずしもないというのが、第

一次委員会からの共通理解であり、その点は本委員会でも共有されている。そもそも統計を充実させて

いくためには調査統計だけではなく行政記録も使用するべきものは使用した方が良いだろうという考え

方を採っている。行政記録を使用することになれば、当然各省に分散する部分は当然あり、統計に関わ

ることは全部自分でやるのが「司令塔」ということにはならない。しかし、その上で大切な情報、「公共

財」としての統計、時代に即応した重要な統計については、国として作成することを担保する。そうい

うことは当然「司令塔」に求められると考える。 
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【議論の要約】 

○ 「司令塔」が統計の企画、立案、調整において重要な役割を果たさなければならない。ただし、それ

だけではなく、統計に関する研究、分析機能も併せ持つことが望まれる。また「司令塔」はアカデミズ

ムとの交流も十分に果たすべきであり、そうした交流を通して、「司令塔」は統計のディグニティを確立

する責務がある。 

逆に問題点として、あるべき統計が作成されていないという問題、調査統計が偏重されていて有用で

あって使用されるべき行政記録が必ずしも使用されていない問題、政府部内には情報があるが、その情

報としての統計が必ずしも利用されず、利用する側から見ると不便があるという問題があるが、こうい

う問題を「司令塔」は当然解消する責務がある。裏返して言えば、こうした問題が常に起きないように

しておく責務がある。 

「司令塔」の役割としては、基本計画を立案、作成して事後的にそれを評価する。基本計画というの

は閣議決定に付されるようなものであるべきである。 

現状においてどのような問題があるかという点についても、統計法第１８条の３について、総務大臣

が権限を役人に委任していることについても問題があるのではとの指摘もあった。また現行の統計審議

会の役割が低下してきた経緯についての議論もした。 

現状、過去についての評価として、行政の中で統計の位置付けが必ずしも高くなかった。それを逆に

言うと、将来、統計のディグニティを確立しなければならないということである。 

イギリス、フランスの制度が非常に優れているとのご指摘が多くあったことから、我が国の統計制度

を考える上で参考になる一つのモデルと捉えて、イギリスとフランスについては今後さらに参考情報の

収集、整理を行い、委員会で議論を積み重ねていきたい。 

 

○ 利用者の観点から見た、一種の利用者へのフィードバック機能を「司令塔」の役割・機能の中でぜひ

付け加えて欲しい。 

 

○ ご指摘の点については、第一次委員会から議論してきた重要な点であり、「司令塔」が役割を果たす上

で、利用者の立場が十分に反映されるような形で「司令塔」は設計されなければならない。 

いまの意見も踏まえて、次回の委員会で引き続き「司令塔」に関する議論を行うこととする。 

なお、参考資料として配布したとおり、統計データの二次的利用の促進等について検討を行ってきた

総務省の研究会から、１２月１５日に中間報告が公表された。この中間報告は関係方面の意見を踏まえ

て引き続き検討されることとなっていることから、各委員において意見があれば、１月１０日を目途に

事務局に提出願いたい。各委員からの意見の内容も踏まえ、次回委員会で若干の時間をとって意見交換

したい。 

 

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。 


