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統計制度改革検討委員会（第７回） 議事概要 

 

１．日  時：平成18年１月23日（月）17：00～19：00 

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、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  題：１ 「司令塔」の役割・機能 

２ その他 

５．配布資料： 

＜「司令塔」関係＞ 

資料１ 「司令塔」の役割・機能に関する主な論点 

       資料２ 司令塔の機能・組織に関する検討事項 

       資料３ 第６回委員会において外国制度に関してご指摘いただいた事項について 

     ＜統計法制度の在り方に関する研究会「中間報告」関係＞ 

       資料４－１ 阿藤委員提出メモ 

       資料４－２ 井上委員提出メモ 

       資料４－３ 松田委員提出メモ 

     ＜ワーキングチーム関係＞ 

       資料５「中間整理・たたき台」の作成に当たっての考え方 

       参考 「司令塔」の機能・組織に関する参考資料 

 

６．議事概要：  

（１）資料１及び資料３について、川崎室長から説明した。 

（２）資料２について、吉川委員長から説明があった。 

（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）資料４の取扱いについて、吉川委員長から提案があった。 

（５）資料５について、藤原委員から説明があった。 

（６）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２月６日（月）15 時から

開催予定。 

 

【「司令塔」に関する議論】 

○ 資料１の冒頭に列挙されている第１次委員会で取り上げられた８つの事項について、内容の性格に従

って、いくつかにグルーピングできるのではないか。また、第１次委員会の報告書でも取上げられてお

りこの委員会でも要検討事項として指摘された点でこの中に入っていないものもあるように思う。 

前者については、例えば「基本計画」に係る機能として①と②がある。「統計のインフラ整備」が調査

インフラと人的インフラの整備の２つからなるとすると、前者には③と⑦、後者には⑧が該当する。ま

た、「統計の体系的整備」のうち⑤が統計体系の整備、④と⑥は省庁間の統計整備にあたる。 

この委員会は、ユーザーの視点という新しいパラダイムの下に統計制度を構築しようという新しい発
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想を出発点としている。このため、統計の利用に関する部分についても「司令塔」が積極的に関わる必

要がある。資料４で述べられている統計データの二次利用の積極的な推進とデータアーカイブとは、い

ずれも第１次委員会の報告の中でも触れられており、是非とも取り上げていただきたい。これらの機能

については、資料２の「さらに検討が必要な事項」に触れられている利用者等との連携の部分と併せて

「統計情報の 大限利用」という括りで整理できるのではないか。 

その他の機能として、「司令塔」は民間委託に関わる統計作成過程をきちんと監視して、適正運用を図

る責任を負う必要があるのではないか。また、統計の作成や利用に関わる機能、さらに国際的な統計動

向を適切に把握・フォローする研究的な機能が、外付けかあるいは組織内部の機能かはともかく、「司令

塔」に必要ではないか。 

 

○ 基本計画を立案し、あるいは計画を作り見直す上で、統計調査の結果のレビュー機能が非常に重要で

あり、これを「司令塔」の中にビルトインする必要があるのではないか。レビューの仕方にはいろいろ

あるが、おそらくすぐに問題となるのは、マイクロデータを使ってこのように組替集計したらどうなる

のか、あるいは回収率の不備な点を補完するとすればどうなるのかということであり、結果をレビュー

するにはマイクロデータに戻る必要が出てくることから、「司令塔」の中にデータアーカイブが入ってい

ないとならない。その際、「司令塔」の外付けになるのか内付けになるのかは分からないが、そういう往

復運動を行う研究部門が重要になってくる。 

資料２の「さらに検討が必要な事項」の３点目「ＳＮＡの整備、横断的調査の機能は司令塔の機能に

属するものではないか」という点は、時宜を得た提案と考える。第１次委員会で分散型を変えないとい

う方針が出たと理解しているが、その上で一体どのような形で省庁横断的な調査ができるのか、また、

各統計部局とどのような連携関係を持つのかを考える必要がある。具体的には、現在の総務省政策統括

官が担っている産業連関表は５年に一度改定され、内閣府の国民経済計算はその結果を受けて過去に遡

及して推計替えして改定するという形になっているが、「司令塔」の下に省庁連合型で行うことをきちん

と位置付けて、そこで省庁横断型の調査を行うことが必要ではないか。現在省庁横断型の調査が必要な

ものは、生産動態統計型、特定機械設備統計型、企業活動統計といった企業・事業所等の諸産業に関す

るものが少なくとも三つあり、それらを第１次委員会で出ていた経済センサス（仮称）の中にどう集約

していくのかが大きな問題となっているが、その際、「司令塔」の中に手足がなければ機能しないのでは

ないか。 

資料１の中の「第１次委員会報告のポイント」の④に「包括的な勘定体系（ＳＮＡ）の整備」とある

が、資料２の中の「さらに検討が必要な事項」にはカッコが取れてＳＮＡの整備と出てくる。マクロの

統計体系としてはＳＳＤＳ（社会・人口統計体系）など他にも体系的な整備が必要となる分野があるの

で、単にＳＮＡに限定されるものではないということを明確にしておくべきではないか。 

 

○ 自分でデータを実際にいろいろ使ってみないと、どのように改善したらよいのか分からないところが

多々あると考えるので、「司令塔」の中にどのような形で設けるかは組織を作るときに考えればよいが、

研究部門のように自分でデータを使いながらいろいろ分析してデータの問題点を考えていく機能はどう

しても必要になるのではないか。 

フランスやイギリスで中央統計機関の長になる人の資格要件を見ると、基本的に大きな視点から分析

をして、統計の意義を的確に評価する能力のある人ではないかと理解している。組織の長がどのような

人であるかが重要であり、どのような組織を作っても組織の長になる人によって大きく影響される部分

があるので、その点と分析機能とが結びついた形を「司令塔」の中にぜひきちんと組み込んでいただき
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たい。 

また、ＳＮＡやＩＯ表のように経済全体を把握するときの も軸になる統計体系を基本に置いて、調

査統計まで浸透していく形での統計整備を「司令塔」の中にぜひ組み込んでいただきたい。 

 

○ 資料１の一番下のマルに「統計は他の行政分野と比べて、技術的・専門的要素が高く、また、その性

格から政治から一定の距離を置くことが求められるため、（中略）第三者的な機関が「司令塔」の中で果

たすべき役割が極めて大きい。」とある。このこと自体はその通りだと考えるが、このために、政治との

関係という大事な視点が抜けているのではないか。統計の調査内容や結果処理については確かに政治か

ら距離を置かなければならないが、今考えている統計に関する「司令塔」機能のあり方については、政

治主導で政治家の活躍が必要とされる大事な分野ではないか。我が国は分散型で統計を作成しているの

で、各省の統計部門のトップは突き詰めれば大臣である。その大臣と渡り合って「司令塔」としての役

割を果たしていくとなると、「司令塔」も同じようなランクの人でなければならないだろう。したがって、

政治から距離を置く側面がある一方で、政治主導でやっていかなければならない側面も「司令塔」機能

の中にあるのではないか。逆に言うと、政治家を抜きにして「司令塔」的な機能を十全に果たしていく

姿が我が国ではあり得るのであろうか。 

中央省庁等改革において審議会が大幅に整理された時に中心になって旗を振っておられた政治家は、

「審議会がいわば官僚の隠れ蓑になっており、官僚は審議会のお墨付きをもらって自分らのやりたい方

向に持って行くのが常套手段であるので、官僚主導から政治主導に我が国の行政運営を軌道修正してい

くためには、この審議会というくせ者をなくさないとならない」という強い考えをお持ちだった。この

ため、審議会の整理は中央省庁等改革の途中から非常に大きなテーマとなったという経緯があるが、私

はこの点はやりすぎたと考えている。特に統計のように専門技術的な分野では、審議会を全部取り外し

て政治主導ですべて企画立案などするのは無理である。専門家の意見を聞いた上で政治家が発議するの

が理想的な姿ではないか。したがって、「司令塔」に関して考えをまとめる際に、どこまで書くかどうか

は別にして、中央省庁等改革における審議会の整理は行き過ぎた側面があったがために、統計に関する

第三者的な機能はそこで失われてしまい、それは我が国にとって大きな問題であるということをきちん

と書いた方がよいのではないか。 

 

○ これまで委員会で議論されたとおり、「司令塔」の機能として、ユーザーの視点を取り込むことは当然

考えるべきであろう。統計調査のレビューをする研究機能を持つべきという意見には賛成であり、標本

設計や調査手法、データの利用などの専門的な事柄については、具体の統計データ等に当たって研究す

ることにより初めて統計調査をレビューできるという性格がある。そのような研究機能を「司令塔」に

受け皿として持つことが必要であり、外部の研究者等がいつでも研究できるような高度な専門性を持つ

ものができたらよいと考える。 

資料１「第１次委員会報告のポイント」の「母集団情報の整備・提供」に関して、「司令塔」がこのよ

うなレジスター等の情報を提供するときに、その情報を管理したり処理したりする機能も備わっている

ことが 低限必要であり、明記すべきであろう。 

統計の体系的整備として、ＳＮＡ又はＩＯ、経済センサス、国勢調査など各種の統計調査のベースと

なるものはすべからく統計の基準として位置付けてもよいと考える。そのほかに、「司令塔」が作成する

基本計画をサポートできるような機能が必要ではないか。具体的には、個別統計を企画立案、作成、実

施する機能が必要である。戦後、政府の統計機構の下に、実査機構として地方に直轄の組織を持つ計画

があったが、地方それぞれが地域の情報を独自に調査し適切に把握したいという要望があったことを受
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け、都道府県や市町村に実査機構を置いた。その後、地方が地域の統計情報を個別に把握するニーズが

徐々に薄れていくと、段々と中央の統計調査を実施することに特化するようになったが、その結果、新

しい必要な統計を作成する際に地方との意見調整が必要となり、地方から拒否された場合は新しい必要

な統計が整備できないという弊害がずっと続いた。「司令塔」が基本計画によって新しい統計を作成する

と決めた際に、各府省がそれに応じてくれればよいが、応じてくれない場合に基本計画そのものが成り

立たないというのは大変まずい。そのような場合、「司令塔」がラストリゾート（ 後の手段）として、

ある程度余裕のある規模で新しい統計を企画立案、作成、実施する機能を持っていることが必要ではな

いか。 

 

○ 第１次委員会の基本的な発想によれば、統計は「公共財」であり、これに基づく第一の考え方として、

行政だけがユーザーでなく社会がユーザーであり、その需要に対して応えられることが必要だというこ

とであるので、具体的な組織の形を考える時に、「司令塔」の中にユーザーとの関係をきちんと作ること

は大変大事なところであると考える。 

また、「司令塔」自身が調査を実施できる能力やデータを処理、保管できる能力を持つことも大切なポ

イント。この点については、資料１の中の「第１次委員会報告のポイント」でも「⑥ 政府横断的な統

計調査の立案・実施」で出されているし、資料２でも「すでに共通認識とされた事項」の三番目「司令

塔は、基本計画等の手段を通じて政府全体の統計作成に強い指導力を発揮」と載っているので、ほぼ共

通の理解であると考える。併せて、日本の現在の公務員制度の中で専門性を確保するためには、ある程

度大きなグループでないと大変難しいのではないか。「司令塔」のイメージから離れるかも知れないが、

調査の能力、情報処理の能力は専門性をきちんと確保する上でも大切ではないか。 

今後の「司令塔」における情報処理を考えると、ビジネスフレームやアーカイブの話もあるが、委託

した際のデータの検収能力が大変大切になってくると考える。また、行政記録の利用との関係では、こ

れまでの調査統計では画一的な調査票の集計で済んだが、行政記録の集計又はその統計利用となると、

不定型、不確実なデータも処理しなければならなくなるので、相当程度の高い情報処理能力、体制が欠

かせない。そのような点から考えると、「司令塔」の規模をどのように考えるかが一つのポイントではな

いか。 

 

○ 「司令塔」が統計体系に関する企画立案機能を持たなければならないことについて、第１次委員会に

おいては、我が国の統計作成が分散型であることのメリットも評価すべきであり、カナダやオーストラ

リアのようにリジッド（厳格）な集中型にはしない方がよいのではないかという議論があった。「司令塔」

に企画立案かつ実施機能を持たせる体系とした場合、分散型で実施している各統計部局との関係をどの

ように調整していくのかをこの委員会ではっきりしておかないと、後で問題になるのではないか。例え

ばセンサスと呼ばれている様々な統計は、アメリカのセンサス局のように「司令塔」のところにすべて

集約し、母集団情報の管理からアーカイビング、実施まですべて「司令塔」が行うというのも一つの考

え方であり、そのような方法が可能なのかどうかについては考える必要がある。 

ＳＮＡのような体系化された加工統計には、一次統計から二次統計まで様々な統計を利用するので、

精度をよくするためには、その基となる統計がブラッシュアップされなければならない。一次統計、二

次統計を作成しているのが分散型の各統計部局である場合に、「司令塔」が加工統計を作ることを前提に

して各統計部局とどのようにコラボレーションできるかどうかは非常に重要な点であろう。 

また、各部局の作成する業務統計についてもマイクロデータとしての利用や加工統計への利用などい

ろいろありえるが、その点についても「司令塔」が担う役割の範囲を明確にしておくか、もしくは「司
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令塔」が何らかの形で機能、権限を持ち、各部局と連携がとれるようにしておくべきであろう。 

それらすべてを考えると、「司令塔」は統計作成の予算についてどの程度の権限を持ちうるのかという

点は非常に重要であり、各統計部局が分散型で統計を作るときの予算管理又は予算の全体のコラボレー

ションを「司令塔」の機能として持ちうるのかどうかを考えておくべきであろう。 

 

○ アメリカのセンサス局のような形にすべてのセンサスを集約できるかという問題提起がなされたが、

その点は、現在、総務省政策統括官で所掌されている産業連関表がモデルになるのではないか。総務省

設置法に省庁横断型の統計を所掌するという規定があるが、それで果たして人口に関する国勢調査型の

もの以外に産業横断的な把握が可能なのかどうか。商品の格付けにしても分類表の変更にしても、それ

を所管している省庁の現実の行政との間の往復運動が必要である。したがって、産業連関表のような形

を「司令塔」がきちんと押さえ、制度的に担保することが必要であり、第１次委員会の分散型という前

提を踏襲するならば、センサス局型のものを作ることは非常に難しいのではないか。 

 

○ 産業連関表を作成するときに確かにセンサスのデータを多く使うが、産業連関表自体はセンサスその

ものではなく、むしろＳＮＡに近い加工統計ではないか。様々なセンサスを利用してそれを集約してい

くときに、製造業とサービス業が整合性を持つか、あるいはそれ以外のものが整合性を持つかといった

産業連関の企画は「司令塔」が行った方がよいが、産業連関表そのものはセンサスでないような気がす

る。 

 

○ 企画立案機能を補佐するため又は「司令塔」そのものの足腰を鍛えるために調査機能を加えることに

ついては賛成であり、その他の機能についてもあれば当然よく、特に反対する趣旨はない。ただし、そ

の場合に全体像としてどこまで規模を拡大すべきかについては、各統計部局との連携関係に関わってく

る。現在の分散型の下では、個々の統計ごとに又は各省が所管する統計ごとに企画立案機能があると考

えるので、各統計部局との兼ね合いが問題になり、行政機関全体の効率性がもう一つの大きな制約条件

になると考える。これは日本だけの問題ではなく、事務局から提供された海外の例を見ると、例えばイ

ギリスはＣＳＯ（中央統計局）を作るとき、またＯＮＳ（国家統計局）に移るときにその辺も議論にな

った。イギリスの経験を前提にすると、分散型という名の下に大きな中央機関を置くという現在の形が

とりあえずの結論になっているので、日本もそこにある程度 終的な姿があるのではないか。特にイギ

リスの場合、きっかけになったのはＳＮＡである。ＳＮＡは経済全体の統計として 終的に国民に見え

る非常に大きな統計であり、日本国民だけではなく世界的にも相当程度のデータ提供を行っているので、

「司令塔」がプロジェクトとして、ＳＮＡの不整合をなくす、あるいは正確性、速報性を高めることに

より、これだけよくなったということが実際に示せるのではないか。 

審議会のようなものを内在化すべきかどうかについては議論になるのではないか。海外ではアカデミ

ックな方々と行政機関職員との人事交流が結構あるので、審議会のような第三者的な機関を置く必要が

なく、むしろ第三者的な機関は、本来の「司令塔」機能を十分に果たしているかという社外取締役的な

観点でかなり力のあるチェック機能が求められていると考える。 

政治家との関わりについては、政治家自身が統計は独立性が重要であることを認め、むしろ独立性を

与えた方がよいという判断をするかどうか、それを国民が支持するかどうかであると考える。政治主導

もよいが、政治家はすべて万能ではないので、ある機関に独立性を与え、そこに専門家を配置し、なお

かつチェック機関を設けるというような一種の信頼関係があればそちらの方がよいのではないか。政治

主導という言葉の中にはどこにも信頼感のない寒々としたものを感じる。ただ、独立性の高いイギリス
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型は理想型ではあるが、現実に日本でそれができるかどうかは非常に難しいと考える。 

 

○ 「司令塔」の議論を行うに当たって、分散型統計調査制度・機構の利点は一体何なのか、またそれが

もたらす弊害は何かを改めて見極める必要がある。経済センサスについて検討会で枠組みを検討してい

るが、このことを痛感している。分散型の統計調査制度を生かさなければできない大規模統計調査であ

る一方で、複数の部局が共同実施する場合には必ず分散型の予算制度の問題が出てくる。この結びつき

がある限り、統計調査について望ましい資源配分をしようと思っても、また新しい大規模統計調査をや

ろうと思ってもなかなか動かない。この意味で、分散型統計調査制度が弊害をもたらすような場合にそ

れを除去するような強い権限を「司令塔」の権限・機能の中に持たせるべきと考える。 

 

○ 前回の委員会で統計部門、特に統計基準部門の地位が、統計委員会の廃止以降低下してきているので

はないかと発言したが、その背景の一つに、統計部門の方々自らが、自分たちのやっていることに政治

を介入させるとよくないことになるという考えの下に、徐々に政治から遠ざかったことがあるのではな

いか。ここでいう政治とは、役所の組織における政治家、つまり大臣や副大臣などの意味であるが、そ

のような人のコントロールからできるだけ外れる方向に行こうとしたのではないか。参考資料の４頁に、

かつて統計委員会を廃止するときの美濃部委員の国会答弁があるが、そこでも「政治的に審査が左右さ

れましてはこれは大変な問題になりますので、（行政管理庁にはなるけれども大臣には権限を付さないで、

その下の）統計基準部長に委任することができるという規定を入れて頂きまして」とわざわざ言ってい

る。これを見ても、統計は政治から逃れようとする気持ちが非常に強かったのではないか。それがおか

しいというのではなく、確かに必要な部分があるのは分かるが、「司令塔」のあり方を考える場合、政治

を抜きにして強い力を持つことは考えられないのではないか。 

 

○ 政治を関与させないのではなく、むしろ政治からの独立性が重要だからこそ、統計部局の長や「司令

塔」は政治に対してきちんとした姿勢を取らなければならない。際限なく政治家が統計に口を出したり、

政治家に判断を仰いだりすることなく、独立性がきちっと担保されなければいけない。 

オーストラリアを例にとると、統計局長の指名は総理が行うが、罷免権は議会にしかない。政治と統

計との関わり合いが明らかにされていることが重要であり、そのことによってある種の権威が保てる。 

 

○ アメリカにおける統計のトップはポリティカルアポインティ（政治任用）のポストなのか、それとも

それとは別なのか、それによって大分印象が変わってくる。 

先ほどの政治との距離の議論は、大筋においては同じ趣旨と考える。政治との距離、分散型のメリッ

ト・デメリットについて言えば、統計審議会で長年議論をしてみて、各省の中で所管行政の原課からの

圧力のかからない統計部局の場合には非常に改革に対して消極的だったという印象を持っている。 

分散型の統計制度を残すならば、「司令塔」の下に省庁横断型統計調査の実施を特定の省庁が拒否して

も、それを否定できるような機能を上手く組み立てておかなければならない。その上で分散型の制度を

生かす必要があるのではないかと考える。原課からの行政ニーズがないと容易に統計は変わらないが、

所管行政の原課からのニーズに荒っぽく対応する省庁もあり、いろいろとチェックしなければいけない

ことがあったのも事実である。 

 

○ 政治との距離に関して何人かの委員から発言があった。統計はいわゆる政治からの中立性を持ってい

なければならない、つまり、数字が操作されることがあってはならないということについては、みな同
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意されているものと考える。ただ、現実論として「司令塔」がリーダーシップを確実に発揮するために

は工夫が必要であるというのが、先ほどの発言の趣旨だと思われる。 

 

○ そのとおりであり、統計の数字に政治的な介入を認めるということではない。発言の趣旨は、「司令塔」

が、ある省に対して統計の新規実施や縮小を詰めて議論するような場合に、その省は大臣の判断で対応

をする時、「司令塔」の側には大臣がいないのでは困ることになる。「司令塔」の長は、内閣の構成員で

ある大臣がなるほうがいいのではないかということである。ただ、政治家といっても専門知識がないの

で、それを支える有識者や専門家の仕組が必要となり、実質は有識者等が大臣を通じて実現するという

ことだろう。 

 

○ 「司令塔」が各省の統計部局とどう関わるのかという問題について言えば、「司令塔」の目から見て、

各省統計部局の統計について改善の余地がある時に、改善を求めて拒否される場合の理由として二つ考

えられる。 

一つ目は、面倒だから対応しないというような合理的でない理由。ただ、国民全体の利益という立場

からすれば、そのような理由で対応しない部局の方が問題である。 

二つ目は、例えば、産業の分類を変更するような場合に、何らかの理由で、その統計や作成方法を変

えることがその省にとっての利害に関係する場合のような意味のある相違点が考えられる。 

実際に議論の対象とすべきなのは二つ目だと考えるが、具体的にはどういう問題がありうるのか。省

の名称まで発言する必要はないが、具体例を出して議論してみてはどうか。 

 

○ 分散型の良さは、各統計部局が、必要な統計の種類が何か、いつどういうやり方で何をすれば情報が

的確に集まるかをよく知っていることである。そういう部局が本当の意味での統計の設計等に関わらな

いといけない。「司令塔」の管理能力にも関わってくるが、情報が圧倒的に足りない中で、すべてのこと

を「司令塔」が把握するのは困難である。情報が上手く行き渡り、「司令塔」と各統計部局とのコラボレ

ーションができるような体系を考えないと難しい。 

 

○ 各省の統計部局も統計の改善について熱意を持っているという前提が当然必要だと考える。その前提

で「司令塔」の関わり方を考えると、ある種の統計については各省のほうが、いわば現場ということで、

統計を作る上で圧倒的な情報量を持っておりアドバンテージがある。だからこそ、第１次委員会でもい

わゆる分散型の統計制度にもそれなりのメリットがあるとしていた。しかしながら、統計を「司令塔」

の方から見た時に、誤解等ではなく明らかに改善の余地があるのに各省部局が対応しなかった場合、「司

令塔」は何をなすべきか、どういうことが「司令塔」にできるのか我々は考えておく必要がある。そう

いうようなことが論点だろうと考える。 

 

○ 今までの議論で、業務統計の変形としての指定統計というカテゴリーが一つ存在することを指摘した

が、その統計の調査票の設計は、所管している省庁の出先機関の業務と密接な形で関連している。そこ

に手を入れるということになると、その行政組織の持っている業務統計の吸い上げ方のメカニズムなど

と非常に関係してくる。 

それから先程、本省が政府の直轄の組織を部分的に持つことはあったものの、 終的にはそれを諦め

たことからさまざまな問題点が生まれているとのご指摘があったが、完全になくなったわけではなく、

時には政府の直轄の地方組織が調査を実施しており、涙ぐましい努力をしていることがよく分かる。も
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う一つ、業界団体から調査員を出してもらうカテゴリーもあり、その団体には所管省庁のＯＢが勤務し

ているような調査もいくつかあった。そのような調査のあり方にメスを入れるのは非常に難しい。具体

例を出さないので分かりにくいかもしれないが、私の見た範囲ではそれが一番大きい問題ではないかと

考える。 

 

○ 具体的にどのようなことが考えられるかといえば、一つは産業分類、商品分類、職業分類のような各

種の分類等の統計基準である。例えば、産業分類で言えば、所管の業界団体がぶら下って分類そのもの

が自分達の所管や縄張りと密接に関連している。それから、時には分類で定められた内容が統計以外で

作成されている関係で、単に統計だけの問題ではなくなる。統計基準を「司令塔」が作成するときに省

庁間の利害というのが鮮明に浮き彫りになるところと考える。 

次に、調査対象分野の範囲に大変微妙なケースが多々あるが、調整がうまくできないためにどれだけ

重複があってどれだけ漏れがあるかすらわからない。また、「公共財」としてのユーザーの視点に立って

統計を整備するという観点があまりに欠如しているため、行政目的にとらわれて調査事項を設定してお

り、もう少し幅広くユーザーが利用できるようにと要求を出しても、予算その他を理由になかなか応じ

てもらえない。 

何か新しく改善するには人的、金銭的コストがかかるので、前向きでよほど意欲のある担当者がいな

い限り統計は改善しないのが現実である。 

 

○ 各省の統計部門と官房部門を対比して考えると、統計の改革改善に関して熱心なのは統計部門であり、

官房の方が統計に対して関心を持っていることはまずありえない。例えば、総務省の統計基準部から統

計の改善についてサジェスチョンを受け、統計部門としては対応したい気持ちでいたとしても、金や人

手がかかったりする場合に官房に相談すると、省益全体の立場から考えると統計部門は必ずしも優位な

立場には置かれてはいないことから、官房に相談したが駄目だと言われたので対応できないという答え

が返ってくることがよくある。そこを乗り越えるためには、省全体に責任のある人にかけあう必要が出

てくる。例えば官房長同士が協議し、事務次官同士が協議し、副大臣が協議し、大臣が協議するという

調子で上に上がっていくようなことをしないと、「司令塔」の機能というのは発揮できないのではないか。

そうなると、省全体の責任者である政治家を使わないと駄目なのではないか。 

 

○ 各省の統計の現場サイドにおいては、統計の改革とか改善についての意識はおしなべて非常に高い。

ただそこで問題なのは、各省内の縦割りの部分では非常に正しく作成される統計が、二つの省が同じ調

査を作成したり、あるいはどちらも作成しなかったりといった場合の調整メカニズムが非常に欠けてい

ることである。かなり独立した権限を持ったバーチャルでないリアルな「司令塔」でも、果たしてその

ような調整がうまくいく仕組みを内在させることができるのかどうかは別の問題だろうと考える。 

また、逆に現場から、ぜひこのような改革を行いたいと提案を「司令塔」の方に上げてきた場合、「司

令塔」で十分受け入れるだけの知識・経験があるのかどうか。まさに人の問題になるが、「司令塔」に属

するスタッフ又はラインの職員が１年や２年で定期交代するような形の人事の下では、実際にはワーク

しないだろう。 

前回の議論でディグニティ（尊厳）という言葉が出たが、もう一歩踏み込んでインテグリティ（高潔

性）といったモラルが要求される。「司令塔」にはよほどしっかりした人を置かないと、現場を説得でき

ないし、現場も「司令塔」の決定を受け入れられないという問題が出てくるのではないか 
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○ これは、ミクロ的（省益的）な 適化とマクロ的利益が一致しない場合の問題であると考えられる。

トップでの決着をみなくとも物事が進められるためにも、本委員会でできるだけ具体的に条文化するこ

とが重要である。「司令塔」については、「司令塔」の司令部の相当する部分と、「司令塔」の実働部隊に

あたる事務局部分とが考えられるが、根拠規定が曖昧であればその実働部隊にあたる部分が横並びの各

省と折衝するという事態になった場合には、折衝はなかなか難しいのではないか。 

それとはまた別に、「司令塔」が主張するマクロ的 適化が合理的なものであるとして、仮に改善がな

かなか実現しないときには、協力が得られていない事実並びにその結果としての統計体系上の問題点と

いったものを何かの形で広くオープンにしていく仕組みを考案できないか。公共性、利用者視点という

観点からの統計の改善という視点から個々の統計行政のパフォーマンスに対する評価を与えることで改

善の方向への取り組みを促す何らかの仕組を構築することが必要ではないか。 

 

○ ただ今の指摘の 後の点については、資料２の中の「司令塔の持つ国際的な連携機能、海外の情報収

集の機能を強化すべきではないか」との記載が関係すると考える。例えば、産業分類にしてもあるいは

統計制度にしても、先進国においては時代とともに相当変化しているところがある。日本が他の先進諸

国と異なる何か合理的な理由があれば異なっていてもよいが、合理的な理由なしに日本だけが明らかに

先進国の国際的スタンダードからズレた形のまま放置されているという事実が公になれば、改善する方

向に圧力が働くことが期待される。もちろんそれだけで解決すると思うほど楽観的ではないが、そうい

う意味でも「司令塔」はしっかりと国際的な情報収集をする必要があるだろう。 

 

○ 研究機能の充実についての私の発言を受けて他の委員の方から、分析的研究の観点を重視された発言

があった。統計分析面での研究だけでなく、統計の作成方法、提供形態、統計基準、統計の品質論議な

ど諸外国あるいは国際機関における 新の統計動向をきちんとフォローできる制度研究の体制が必要で

はないか。 

 

○ 統計の改善がうまくいかない一つの原因は、統計は慣性力が大変強いことにある。食料品であれば腐

ったり売れなかったりするが、統計であれば、統計の結果はそれなりに出てしまう。統計を直せという

話がどこまで説得力があって外部や内部から上がってくるのか。先程の指摘のように、本当に意見の対

立があって、役所の中の政治レベルまで上げて協議しなかったために決着がつかなかったというよりも、

むしろ単なる思いつきで指摘されたと受け止めて対応していないなど、問題を克服しようとするエネル

ギー自体が非常に低いことが原因ではないか。担当レベルが本当に真剣になれるかが一番の問題で、政

治家が関与していないから変化が出てこなかったということではないのではないか。 

そういう意味では、先程の指摘のように、外国からの刺激や変化に対応していかないと、外国から見

た日本が歪んでしまうといった具体的な支障が出てくる。そういう問題意識がどれくらいリアルに統計

担当者に伝わるか、あるいは外国の動向についてどこまできちっと伝えられているかは「司令塔」の大

事な役割だ。 

同じように、統計作成者とユーザーとの間がほとんど隔絶されているような状態の統計も決して少な

くなかったので、統計の使用者から作成者へフィードバックすることが非常に大切な点である。 

ある統計を新たに作成しなければならない、あるいは中規模な統計を大規模な統計に改正しなければ

ならないといったように、新しいマンパワーや予算が必要な場合に、実際には、省庁の中で予算等を確

保することが非常に大きなネックになる。先程、分散型のメリット・デメリットをきちっと整理した上

で、今回の「司令塔」はデメリットの部分を克服できるような権限を付与しなければならないとの指摘



 10

があったが、今のような具体的な形で考えると、新しい統計の必要性について社会的な認知があっても、

省内で予算が確保できないなどの事情で進まない場合に、「司令塔」がそれを克服できるような仕組みを

作る必要があるのではないか。 

既存の統計を変革する必要がある時に、その重要性を省の中でリアルに認識させて、予算要求、獲得

という省の意思決定に繋げることが難しい部分ということがある。その辺りに分散型統計機構の下で物

事の改革や変化が進まない大きな原因があるのではないか。そういう場合には、所管の省庁と「司令塔」

が共管関係になることで事態を進展させるというアイディアはどうか。「統計の所管」について現在の法

制は、Ｘという統計はＡ省、Ｙという統計はＢ省でなければ絶対に作成できないということではないよ

うだ。これを利用して、基本計画で整備するとされた統計について第一候補とされるＡ省ではかばかし

く進展しない場合には、「司令塔」が当該統計作成の共管者として取り組む、具体的には、Ａ省に対して

何回かの催告をし、それでも事態が進展しない時には、「司令塔」が自らの仕事として、予算を要求・獲

得し、統計調査を実施するという仕組みを今回の制度の中に組み込んだらどうだろうか。 

 

○ 統計の場合、そもそも問題があってもそれに関心を持つ人のエネルギーが低いという指摘は感覚的に

理解できなくはない。例えば、仮に日本の人口が実は今でも増えていたとしても、我々の明日の生活は

そんなには変わらないという意味ではそのとおりだ。しかし、統計は、医療に例えれば検査の数値のよ

うなものである。我々が血液検査を受けていろいろな数値が出ても、その数値が実はいいかげんな数値

であったらと考えると、非常に恐ろしい。結局、統計がいいかげんでもよいという国は、政策もそれに

見合ったものしか出てこない。 

資料３の中のイギリスの統計改革の年表を見ると、１９４１年にチャーチルが改革の先鞭をつけたと

いうことだが、チャーチルは、「まず統計を正確にしなければヒットラーと戦うことはできない」という

認識だったのだろう。国の政策はきちっと実行される必要があるが、その必要がないと思えば、人口が

少しくらい増えていても減っていても問題とも思わないということになるのだろう。きちんとした治療

を受けたければ、検査結果の数値が正確でなければ話にならないのと同じことで、統計は国の基になる。 

 

○ 分散型の下で省庁横断的な「司令塔」からの指示がうまく伝わるだろうか。一つの要素として、各省

庁と「司令塔」との間で統計関係者の連携やコミニューケーションが図られる雰囲気作りとしての専門

性が重要である。現在の省庁の中でも人事交流はあるが、もし、統計の専門性の観点から質の高い人が

各省庁から「司令塔」に出向して、「司令塔」の雰囲気を伝えるという状況があれば、各省庁の中でも「司

令塔」に共感を持って発言できる。現在の公務員制度は縦割り型であるが、統計専門性の高い人を「司

令塔」で一括管理できる仕組を取れれば、現状の問題も少しは解決するのではないか。 

 

○ 本日の議論ではユーザーから見た統計改革の必要性が強調されており、その点はまったく同感である。

ただ現実の問題として、ユーザーサイドで何か統計の問題を感じたとしても、その受け皿がまったく存

在していないために問題が表面に出てきていない面が強いと考える。それなりに組織を作ればユーザー

オリエンテッドな統計の改革ができる。先程、原局が要求しないと統計は変わらないというような指摘

があったが、むしろそうではなくて、これからはかなりユーザーが主導する形の提案がいろいろ出てく

ると考えるし、そうならないと「司令塔」としての機能は十分に果たせない。 

二つ目は、先程、調査と分析の機能が必要との話があったが、実は現在の統計部署の多くは統計作成

とその統計の分析の両方を行っている。単に統計を作成するだけではなく、その統計をどのように業務

に使っていくかというところを重視して、まず先に大臣に数字を報告する。ところが「司令塔」を全体
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の統計整備に責任を負う機関とするならば、その必要はない。各省庁は基本的に統計作成に特化して、

分析は統計部門でないところで自らのリソースを使って行うべきである。そのような形になれば統計の

早期公表も可能となる。加えて、「司令塔」にも分析機能はあるべきではなく、分析をしている所との意

見交換によって統計の問題点が指摘されるようにすればいい。これで全体のリソースはかなり節約でき

るのではないか。 

 

○ 「司令塔」の権限を実効性のあるものにするためにはどうしたらいいかということだが、我が国と同

じく分散型統計機構をとっているイギリスとフランスではどういう仕組みなのか。本日の資料３で紹介

があったが、イギリス、フランスは分散型統計機構でありながらうまく調整できている。これは諸外国

の統計作成機関がどのような仕組みを作っているかという参考事例だと考える。ユーザーの視点から必

要な統計の作成改善をどうやって実効性あらしめるかという点について、フランスではユーザーの視点

に立って勧告することで、世論の後押しを受ける形で実効性を担保している。勧告したものを拒否した

としても、表の舞台で正々堂々と拒否理由が述べられなければ、世論の支持は得られない。ユーザーの

視点に立つ限り世論の後押しというのが大きな支えになるのではないか。そんな仕組みを十分参考にし

た「司令塔」の機能を何らかの形で制度化すべきである。 

 

【議論の要約】 

○ 本日「司令塔」の機能について合意したと思われることをまとめる。 

１．「司令塔」は統計のレビューを実施する機能を持つ。「司令塔」は統計の企画立案にかかわるが、Ｐ

ＤＣＡサイクルを考えても、既存の統計のレビュー作業は企画立案の改善につながることから、レビ

ュー機能を保有するのは当然のことである。 

２．民間委託の在り方やパフォーマンスについてモニターを行う機能が必要である。 

３．目的はいくつか指摘されているが、充実した研究部門を保有する必要がある。 

４．「司令塔」は調査機能、情報処理能力を十分持っていなければならない。また、ラストリゾートと

しての役割を果たさなければいけないという指摘もあった。それを現実的なものとするために「司令

塔」となる組織はある一定規模の大きさが必要である。 

５．「司令塔」は各府省等の統計部局とどのような連携関係を持つべきかについては、次回以降の宿題

として残された。日本特有の問題もあるかもしれない。現実に「司令塔」がリーダーシップを発揮す

るための問題点の指摘があった一方、同じ分散型統計機構でありながらうまく機能しているイギリス

やフランスに学ぶ必要があるのではないかとの指摘があった。本日の議論を踏まえて、まだ結論の出

ていない部分について宿題として、国際比較、とりわけイギリスとフランスの経験を踏まえてさらに

詰める必要がある。 

６．「司令塔」は国際的な連携機能、海外の情報収集を積極的に行う。 

７．ユーザーとどう関係を持つべきか。仮に審議会や委員会にユーザーの代表者を参加させる等の方法

が考えられるが、さらに議論を深めなければならない。 

次回委員会において、「司令塔」の組織についても議論したい。 

 

 

【統計法制度の在り方に関する研究会「中間報告」関係】 

○ 総務省の「統計法制度の在り方に関する研究会（以下「研究会」という。）」の中間報告に対しての本

委員会の見解を議論する材料として、三人の委員から書面で意見が提出されている。予定では書面につ
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いてある程度詳しくご説明いただいた上で議論して、先方にお伝えする予定であったが、書面により意

見が出ているので、これを参考にして欲しいと総務省に伝えるという処理としたい。 

 

○ 本日の委員会でも議論されたように、統計データの二次利用については本委員会にとっても非常に重

要な論点である。第一次委員会の報告では、この部分については研究会の結論を踏まえて法律上の処置

を講ずるべきであるとしているが、そのまま研究会に戻すだけでいいのだろうか。総務省の研究会の全

体像がよくわからないが、もしあちらが法制度だけの研究会であるならば、ここに書かれている統計の

利用に関する高度利用、多様な利用の非法制的な部分はどう扱うことになるのか。テーマ全体を完全に

戻してしまって本委員会では触れないということでは十分でないという気がする。 

 

○ 論点に触れないということではなく、本委員会としても議論していただく。総務省の研究会も中間報

告であり、本委員会も議事を毎回公開しているので、総務省としても本委員会の意見を踏まえることを

期待しているということである。本委員会の方も総務省の研究会の中間報告を踏まえるために今回、委

員の皆様から意見を頂いているので、当然そうした意見を踏まえて議論を進めていく。 

 

○ 業務統計を「司令塔」でどう対処するかについては、今まであまり正確には議論されていなかったの

で、本委員会での対応も含めて 終的にどう扱うかの議論をしておいた方がよい。 

 

○ 次回以降の本委員会の議題として取り上げることとしたい。 

 

【ワーキングチーム関係】 

資料５について、藤原委員から説明があったが特段の質問等はなかった。 

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。 


