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統計制度改革検討委員会（第９回） 議事概要 

 

１．日  時：平成18年３月９日（木）10：00～11:47 

２．場  所：中央合同庁舎第４号館 共用第３特別会議室 

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  題：１ 「中間整理」（案）について 

２ その他 

５．配布資料：資 料「中間整理」（案） 

参考１「中間整理（案）」のポイント 

参考２「中間整理（案）」の概要 

６．議事概要：  

（１）「中間整理」（案）の「たたき台」からの修正点について、藤原委員から以下のとおり説明があった。 

（２）「中間整理」について１か月程度ホームページ上で意見募集する旨を川崎室長から説明した。 

（３）「中間整理」（案）に関して審議され、（案）のとおり了承された。主な審議の概要については以下のと

おり。 

（４）今後の進め方等について、吉川委員長から説明があった。 

（５）その他 

次回委員会は、関係府省、団体等に対するヒアリング及びフリーディスカッションを行うこととし、

平成18年３月28日（火）15時から開催予定。 

 

【藤原委員による「中間整理」（案）の「たたき台」（２月６日）からの主な修正点に関する説明概要】 

［２頁］「２ 基本的視点」の第２パラグラフ 

国連統計委員会の「官庁統計の基本原則」に言及して考え方を述べている部分で、「たたき台」では、ま

ず基本原則を示し、それを引用するような形で、統計が社会の構成員に広く提供されるべきとの考えを示

していた。しかしながら、「中間整理」（案）では、いわゆる「公共財」として統計をとらえる考え方につ

いて、委員会として主体的なスタンスがまずあって、その考え方が国連の基本原則にも合致しているとい

う表現ぶりとした。 

［３頁］注１ 

前回委員会で「官庁統計」あるいは「official statistics」、「公的機関が作成する統計」といった用語

を整理すべきとの指摘があったので、文章の整理を行った。 

［５頁］「第２ 新たな法制度の基本的枠組み」柱書の第２パラグラフ 

「たたき台」では末尾に〔付記〕として置いていた記述を、一部文言を補って移動させた。 

第２に示す新たな法制度の枠組みと現行制度との関係がどうなるのか、あるいは、この「中間整理」で

示されたことだけが新たな法制度の対象となるのかといった点について、第２の柱書という目立つ場所で

きちんと記述しておくこととした。 

［６頁］「２ 基本原則、各主体の責務」 

＜ア注＞ 「たたき台」では、すぐ上にある（２）「対象とする統計」のただし書と重複していたため、基

本原則がいかなる役割・性格を持つのかといった観点からの注釈に内容を改めた。 
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＜①＞ 「たたき台」では、国連の基本原則等でいうimpartialityを意識して「不偏性」としていたが、

統計の世界では「不偏推定量」といったような「不偏」という用語が想起させる技術的な専門用語も

あり、また、ユビキタス社会の「あまねくいきわたること」という意味での「普遍」と紛らわしいこ

ともあるので、意味・内容を変えるものではないが、ここでは「中立性」に改めることとした。 

［９頁］「３ 統計の整備に関する基本的な計画」ウ 注１ 

前回委員会で基本計画についてイメージをより具体的なものとすべきとの指摘があったので、今後の検

討に当たって、盛り込むべき事項として想定されるものを具体的に例示した。 

［11頁］「４ 個別統計」＜（１）基本的枠組み オ 注＞ 

新たな法制度の下における複数府省共管の統計調査の実効的な実施方法・体制の在り方について、前回

の委員会で議論があり、その後に個別にも委員から意見を頂戴した。そのような問題意識については、「司

令塔」の機能・組織との関連なども考えながら、どのような方法や仕組みがあるのか検討することが適当

と考えるので、その旨の記述を追加した。 

［16頁］＜（３）一般統計に関する規律の在り方 ② ア 注１・注２＞ 

「たたき台」では、主として統計調査の規模によりタイプⅠ・Ⅱを区分することとし、調査客体の数で

外形的な基準を設定できないかとの提案を示していたが、特に事業所を対象とした統計調査の場合には、

客体数だけで簡単に割り切ることが困難な場合も見込まれるので、客体数に代わる基準として、統計調査

の新設あるいは重要な変更という観点から「司令塔」が審査・承認に当たる統計調査（タイプⅠ）を考え

ることも念頭に置いた注釈とした。いずれの方法によるとしても、運用上もできるだけ紛れの少ない基準

とする必要があり、また、統計作成機関の自律的な取組をどのように確保できるかといった観点もあるの

で、引き続きの検討課題としている。 

注１との関連で、注２には、統計作成機関における自律的な取組を確保する観点から、現行の報告調整

官も参考にしつつ、「司令塔」との連携や各府省内の取組に一定の役割を担う者について、引き続きの検討

課題として掲げた。 

［17頁］＜② 作成プロセスに関する規律 行政記録を用いて一般統計を作成する際の規律＞ 

先般の「たたき台」も今回の「中間整理」（案）も、行政記録を活用した統計作成については、５（行政

記録の統計への活用）の中で述べる形となっており、そこではもっぱら「基幹統計」を念頭に必要な規律

について記述している。 

ただし、一般統計においても行政記録の保有機関の理解が得られるのであれば、当該データを積極的に

統計の作成に活用することは望ましいことと考えられる。この場合はお願いベースの話になるが、一般統

計の作成主体が行政記録の保有機関に依頼する際に、データの提供を受けた側の秘密保護等の規定がきち

んと設けられていれば、保有機関側の理解が得やすくなるとも考えられるので、ここで当該課題を注記に

加えておくこととした。 

［19頁］「５ 行政記録の統計への活用」ア及び注１ 

「たたき台」では、「行政記録」の記述が場所によってやや不揃いになっていた。「中間整理」（案）では、

５アの注１で具体的に対象となる情報について、統計に活用する上でデータの均質性等から も有用と考

えられる「登録・届出等」に関する情報をコアなものと想定しつつ、行政機関が作成・保有する情報のど

こまでを対象とするか、その具体的な範囲について引き続きの検討課題として整理した。 

［21～22頁］「６ ビジネスフレーム（事業所・企業に関する共通の母集団情報）の整備」ア 

注１のビジネスフレームの収録事項について、注釈の中で主要な想定項目を掲げていたが、「たたき台」

では、本文アでビジネスフレームの目的として言及されている報告者負担の軽減に関連する項目が含まれ

ていなかったので、想定される項目の一つとして過去の統計調査における「調査履歴」を加えることとし
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た。 

また、注２について、「たたき台」では、ビジネスフレームの利用者について、もっぱら国の行政機関に

限定することが適当としていたが、新たな法制度に何らかの形で取り込む方向で検討することとされてい

る公的な機関・団体（地方公共団体、日銀等）については、検討の当初からビジネスフレームの対象外と

するのではなく、利用者の範囲に含めることの適否、利用を認める場合の条件等に関して引き続きの検討

課題として整理した。 

［23頁］「８ その他」第１パラグラフ 

第２の４（個別統計）以下の項目については、各規律の実効性を担保する観点から、その違反や妨害行

為に対して罰則を始めとする制裁措置を考慮すべき場合も想定されるため、記述を追加した。 

［25頁］「３ 「司令塔」の有すべき機能」 

（１）アの第２パラグラフ「司令塔」機能を３つに大別している部分に関して、「たたき台」の「基本統

計」という用語について、前回の議論で「基幹統計」との関係を整理すべきとの指摘をいただいたので、

固有名詞のように見える「基本統計」を「基本的な統計」に改めた。 

［26頁］ 

これにあわせてⅱでは、「基本統計」を「基本的な統計」としたほか、⑨の注について、前回の議論を踏

まえて、中央の統計作成機関のことではなく、地方において実査を担う組織のことであることを明らかに

し、留意事項として掲げた。 

また、ⅱのタイトルで「作成機能」となっていたものを「整備機能」とした。⑧で「（ＳＮＡ等の）整備」、

⑨で「（統計の）作成」と用語が分かれているが、「中間整理」（案）全体を通じて「整備」は「作成」を含

むより広い概念として用いているので、⑧、⑨を併せたⅱのタイトルとしては「整備」に合わせたもので

ある。ⅱ⑨は「司令塔」が自ら統計を作り出す局面についての機能に焦点を当てているので、他の主体に

働きかけて統計を作成させることを含む「整備」という用語と区別し、「作成」という表現を用いていると

ころであり、この「中間整理」（案）全体を通じてそのように整理している。 

ただし、言葉の問題は、 終報告までにブラッシュアップし、 終的には条文の詰めの段階でさらに吟

味されるものと考えている。 

［27頁］ 

前回の委員会で、基本的な統計に関して「司令塔」と他の統計作成機関との役割分担・関係について指

摘をいただいたので、ⅱの第１パラグラフの３行目から７行目を追加して、第一次委員会報告の基本的な

枠組みに沿ったものであること、すなわち、すべての基本的な統計を「司令塔」が一元的に作成するわけ

ではないこと、各統計作成機関もそれぞれの所掌事務に照らして役割を担うことを明確にした。 

［28頁］ 

「たたき台」では、⑨の中に、母集団情報の整備・提供機能と結びつけた記述を置いていたところであ

るが、前回委員会での質問・指摘も踏まえて、政府部内で別途検討されている個別具体の統計調査の実施

主体について何らの示唆を与えることのないよう、関連する記述を削除した。 

ⅲ⑩では、「たたき台」ではもっぱらビジネスフレームについての記述となっていたが、母集団情報とい

う意味では、個人・世帯対象の統計調査においては国勢調査の調査区属性に係る情報がフレームとなって

いるので、その関係の記述を追加した。 

［29～30頁］「４ 「司令塔」組織の在り方」 

「たたき台」では【Ｐ】としていた部分であるが、本委員会におけるこれまでの議論や前回委員会での

委員長による議論の総括を踏まえて、今後の検討に当たって留意すべき点を①から⑥まで列記した。 
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○ 以上が各委員から個別にいただいた意見、前回の委員会での意見を踏まえて、ワーキングチーム（以

下「ＷＴ」という。）で検討し、「中間整理」（案）としてまとめたものである。 

必ずしもすべての意見に応えられたわけではないが、中間整理という性格付けでもあり、今後、パブ

リックコメント等にも付され、各方面から意見もいただくことから、これらの意見を反映しつつ、本委

員会で引き続き議論して、 終報告までにブラッシュアップできればよいのではないかと考えている。 

 

【「中間整理」（案）に関する議論】 

○ 26 頁の「ⅱ 基本的な統計の整備機能」において、「⑧ 包括的な勘定体系等の整備」と「⑨ 政府

横断的・共通的な統計の作成」で「整備」と「作成」とが使い分けられている。27頁の「ⅱ 基本的な

統計の整備機能」ではＳＮＡ（国民経済計算）に限定して言及されているが、現在の人口に対する大き

な関心等を考えると、⑧の「（ＳＮＡ）等」を「（ＳＮＡ、ＳＳＤＳ）等」とすべきであると考えている。

そう修正すれば、ＳＮＡやＳＳＤＳは必ずしも「作成」ではないので、⑧の「整備」の語が生きるので

はないか。同じような趣旨で、28 頁の５行目の「ラストリゾート」について、「司令塔」が自ら統計を

作成することもあるが、どこか特定の部局に統計作成をお願いすることもあるので、⑨についても「作

成」を「整備」とし、28頁の14行目は「なお、『司令塔』が上記の基本的な統計の整備・提供を行う」

とした方が、条文化したときに誤解がないのではないか。 

「司令塔」組織の在り方について、30頁の①で「三者が一体的」と書くと、いろいろな思惑が入りか

ねないので、「三者が緊密に連携を取りつつ相乗的・継続的に効果を発揮し得ること」とした方がよい

のではないか。本委員会は、組織の問題ではなく法律を作るときの文言につながる検討が基本であると

考えるので、誤解のない記述にすべきではないか。 

６頁「統計の基本原則」の注において、「relevance」を先に考えて「有用性」としたのか、「有用性」

の訳語として「relevance」を考えたのか。「relevance」の訳語は「有用性」とは違うと考えるので、

「relevance」を生かすならばそれなりの訳語にし、「有用性」を生かすならば別の英語にした方がよい

のではないか。 

 

○ 本委員会のミッションは、どのような統計制度が必要であるかという点について、あくまでもアカデ

ミックな立場から議論して整理することであり、「思惑」とはどういうことなのかよく分からない。世の

中にいろいろある「思惑」に対しては、本委員会としては関心を払わない方がよいのではないか。 

 

○ 「作成」と「整備」との使い分けは語感の問題でもあると考えるが、「中間整理」（案）は先ほど説明

したイメージで整理している。また、「作成」と「整備」との厳密な使い分けは、 終報告の取りまとめ

段階や法制局における条文化の作業の中で詰めていくべきものと考えている。「作成」は、個別具体的な

統計を自らが作ることを前提とした用語であり、一方、「整備」はもう少し広く、自ら個別の統計を作成

することも含意しながら、他の主体にも作成を働きかけて全体として整える意味で用いている。「（ＳＮ

Ａ）等の整備」で「整備」としているのは、ＳＮＡの場合、統計としての数字を作り上げていくことに

加え、作成方法の改善・発展や一定の手順に則ったプロセス以外の事務もかなりのボリュームがあるか

らである。ご指摘のようにすべて「整備」の用語で整理すると、それに伴ってグルーピングや記述を全

体的に再整理する必要が生じてしまう。言葉の問題は 終的には法制的なかんながけをする必要がある

ので、中間整理はこれでまとめさせていただき、 終的には今言ったスタンスでよいかどうか、全体的

にもう少し詰めて見直してみたい。 

「一体的」については、特段のニュアンスを込めて使った言葉ではないので、ここでは仮置きという
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ことでこのままでよいのではないか。この点については、他の委員の意見も拝聴した上で決めればよい

ことと考えている。 

 

○ 「整備」と「作成」の用語については、本委員会でこれまでに十分議論してきたことではないか。「整

備」は、大切な統計が整い備わっていなければならないことであり、そのことについて「司令塔」は責

任を持つべきである。「作成」は文字通り統計を作ることである。「司令塔」だからといって大切な統計

をすべて自分で作るというわけではないが、国全体として大切な統計はきちんと整った形で備わってい

なければならず、そのことに「司令塔」は目を光らせて責任を持つべきである。大切な統計といっても

政府全体の中で実際には各府省がそれぞれ作成しており、その限りにおいては「分散」ということであ

ろうが、どこも作成していない大切な統計があれば「司令塔」自らがそれを作成することもありえる。

本委員会では、およそこのような形で各委員間の合意ができていると考えている。ＷＴにおいても「作

成」と「整備」の二つの言葉を使い分けながら今回このような形で表現していただいた。中間整理であ

るので、文言についてここでこれ以上議論しなくてもよいのではないか。 

 

○ 「整備」と「作成」にこだわるよりも、26頁の「⑧ 包括的な勘定体系（ＳＮＡ）等の整備」の「等」

の中に「ＳＳＤＳ」が入るということで、「ＳＳＤＳ」を書き込む方が適当ではないか。経済統計を整備

する観点から言うと、ＳＮＡは非常に重要なツールとなるが、社会統計を整備するという視点も「司令

塔」の機能の一つとして考えるべきとの指摘であったと理解している。 

 

○ 先ほど、いろいろな思惑が入りかねないと不用意な言い方をしたが、これまでの委員会における「組

織の作り方については本委員会では踏み込まない方がよい」との発言が印象に残っていたものである。

「一体的」という用語は組織をイメージするので、「緊密に」とした方が誤解を招かないと考えたからで

ある。学者の用語としては「一体的」は慣れ親しんだ用語で間違いもないが、別の観点から見られると

困るということで気にしたものである。アカデミックな用語もそのまま通用するので大丈夫ということ

であれば、この点に固執するつもりはない。 

 

○ この点については、普通の日本語として読んでほしい。 

 

○ 26頁のⅱ⑧、⑨のように「整備」と「作成」をあえて使い分けると何か含意があると受け止められる。

ここは具体的な組織論に関わってくる話だが、本委員会としては組織論を具体的に審議するわけではな

く、今後政府部内で詰めてもらうということであれば、「整備」の方が「作成」を含む包括的かつ弾力的

な概念であるので、ここでは包括的・弾力的な概念で整理しておき、一歩踏み込まない方がよいのでは

ないか。ⅱは「ＳＮＡの他、重要な統計の整備」と一本で書けるところを、性質が違うので⑧、⑨に分

けて書いてあると考えるが、⑧と⑨の語尾が違っている理由がよく分からないので、語尾は両方「整備」

の方がよい。「作成」と「整備」は相反する概念ではなく、「作成」は読み方によっては踏み込んでいる

ところがあるので、「整備」という広い概念を用いた方がよい。 

 

○ ⑧、⑨に書かれていることは、私たちがこれまで議論してきたことを正確に反映した表現ではないか。

「司令塔」は大切な統計が整備されていることに責任を持つが、すべて自分で作成するわけではない。

ＳＮＡは加工統計であり、関係府省が協力して作られるものであるが、そうして作られるＳＮＡが立派

なものになっていなくてはならない。これが⑧の「整備」である。⑨は、横断的・共通的な統計のうち
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他の府省で作られないものについて「司令塔」が自分で作ることもあるので、「作成」という言葉をＷＴ

では使ったということである。 

 

○ 26頁の「ⅱ 基本的な統計の整備機能」は、統計を作っていく機能としての一括りであるとこれまで

の委員会で議論されており、「司令塔」の機能を大きく三区分する際の二番目の考え方であった。ここで

⑨を「整備」とすると、自ら統計を作成するほかに、例えば他の機関を使って統計を作成させる概念ま

でが含まれることになり、「ⅰ 企画立案・調整機能」の「④ 個別統計の作成に関する調整」にも関連

してくることから、ⅰとⅱの仕分けにも問題が生じるとＷＴでも理解されたものと考えている。 

 

○ 今の話は分からないではないが、「作成」だと直轄で行うという線が非常に強く読み取れる。「他で作

成されない重要な統計を含む」という表現は、他で作成されないものに必ずしも限定されていないこと

から、この部分は「重要統計は直轄で作成する」と読めてしまう可能性がある。そこまで我々は踏み込

んでいるわけではなく、その点は政府部内で別途検討することになるのではないか。「整備」だと他に手

を出すことになるとの先ほどの説明を受けて、⑨の「作成」を「整備」に修正しないのであれば、振り

出しに戻って、「政府横断的・共通的な統計」の前に「 小限の」と加えて対象を限定すべきである。こ

のままでは非常に包括的な書き方になっている。 

 

○ ご指摘の点は、前回の委員会でも少し問題になり、大切な統計の作成とは言っても「司令塔」がすべ

て（all）ということではなく、そういうことがありえるということで「some」ではないかとまとめ、委

員の間では共通理解があると考えている。ただし、「中間整理」（案）に書かれている日本語が我々のス

ピリットを正確に表現しているかということで意見をいただいているところである。 

 

○ 26頁の⑨は文言として確かに包括的に読めるので、範囲を限定する「some」と同じ趣旨の文言を加え

てもよいだろう。 

 

○ ⑨を「整備」とした場合、「ⅰ 企画立案・調整機能」との区分けも整理したほうがよいということか。 

 

○ ⅰの「企画」は単に頭を使うことである。ⅱは実施をすることで、直轄で実施するか実施させるか、

実施させる権限を持つことも含む概念と考えるので、「ⅰ 企画立案・調整機能」とは違うものと考える。

ⅰは企画・調整の頭だけの機能であり、ⅱは手を使う機能である。その手の使い方に直轄で実施する場

合と、指示か命令かは別にして「実施させる」という指揮も含みうる「整備」の概念であろう。 

 

○ 他に頼んで手を使うのはⅰの④の「調整」に含まれるという事務局の説明があった。「調整」は口で言

うだけでは意味がなく、実効性を持つために「司令塔」が働きかけた相手に動いてもらって完了するの

はⅰの④、実際に「司令塔」自身が手を動かすのはⅱの⑨であるというのがＷＴにおける整理の仕方で

あった。 

 

○ この問題は、28頁の内容が了解できるかどうかに尽きるのではないか。28頁の表現を項立てしたとき

に、26頁の⑧及び⑨という表現が的確かどうかという問題であろう。⑧は作成や各種統計の連携を含め

た体系の整備を意味し、体系の整備に則って⑨において政府横断的、共通的な統計を作成する。これは

調査を実施することだけではなく、⑧で政府包括的な統計を整備した上で作成することが必要である。
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整備の中に作成が含まれるとの説明のとおりであれば、⑨に「作成」と書く限りは、具体的にＳＮＡ等

を作成する部分に重きを置いていると理解できる。 

 

○ 基本的な統計の作成を「司令塔」の機能の中に盛り込むかについては、第一次委員会の報告書の中で

も既に課題とされている。この表現は、重要で横断的・共通的な統計を「司令塔」が作成すべきという

これまでの議論が前提となっており、それらを踏まえた記述であると理解している。 

 

○ 議論の点について、委員の間では本質的な意味での意見の相違はないと理解している。本案は中間整

理であり、今後、パブリックコメント等にも付され、様々なところから意見やコメントを頂くことにな

る。それも踏まえて、現状では文章をこのままにして継続審議していく。この「中間整理」（案）の中で

明らかに本委員会の議論と異なることが書かれているとは考えていない。改善の余地があることは中間

整理の段階では仕方がないことであり、改善点については継続審議とすることとして、パブリックコメ

ント等も踏まえて、 終報告では表現が変わることがあるかもしれないが、中間整理はこのままとさせ

ていただきたいと考える。 

本日、議論があったことを議事録に残した上で、この点も踏まえて今後 終報告に向けて議論をすす

めたい。 

 

○ 「司令塔」の組織について本委員会がどういうスタンスを持つか、どのような判断力を持つべきかに

ついては、現実に存在する組織であって任命権者の異なる組織も絡むことから、これまで慎重に議論し

てきた。ただし、組織的なものをある程度明示しないと、全体として主張が一貫しない部分が生じてし

まうと考える。 

当初の問題意識は、統計が行政の付属物として作成されているために、あるべき統計が整備されず、

ユーザーの意思が反映されていないということであった。統計を行政の付属物として考える限りは現状

に大きな不満はないかもしれないが、社会の情報インフラとして考えると大いに不満がある。その点を

改善するためにはどうすべきかが本委員会の基本的な問題意識である。 

そうであるならば、制度論の検討の結果として、現状の組織ではそのような問題意識に応えることが

できないという結論に至る場合には、制度論だけでなく組織論についても言及することが避けられない

のではないか。 

26 頁の⑧及び⑨について議論となるのは、「司令塔」が組織として直轄する調査機能を持たないと、

本委員会で考えるような結果が得られないと認識されているからであろう。 

本委員会が組織について言えることには限度もあるが、言うべきことは言う責任があるのではないか。

具体的な組織の結合や設置については言うべきではないと考えるが、新たな統計行政の中核を担うべき

組織の機能、規模、能力、概ねの編成等については、 終報告までには積極的に意見をとりまとめる必

要があると考えている。 

 

○ 今、まとめていただいた意見が、本委員会の基本的な共通理解と考える。 

 

○ 25 頁の③中の「統計の作成・提供・改善に反映すること」との記載のとおり、統計は作成に始まり、

提供に終わるという一連の流れとして捉えるべきと考える。７頁の⑥適時性（timeliness）及び⑧デー

タへの容易なアクセス（accessibility）は主として提供に関して噛み砕いて記載してあるが、この点に

ついて25頁の「３ 『司令塔』の有すべき機能」では、提供に関する部分が機能の中に十分に織り込ま
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れていない。あえて言えば、26頁に「⑥ 利用者のニーズ把握」との記載もあるが、これは次元が違う

のではないか。統計の利用者のニーズというのは、統計の作成方法、対象、提供等のすべてに関連する

ものと考えるが、「司令塔」が能動的あるいは受動的にニーズを把握することとは別に、統計の作成と同

じ次元で、提供という機能が記載されてしかるべきなのではないか。なお、26頁の「③ 統計基準の設

定」を例えば「③ 統計の作成及び提供に関する基準の設定」という記載に直せば、そのイメージが明

示的に浮かび上がってくる。このことは全体のフレームワークやスピリットに関連して非常に重要な点

と考えるので、他の委員のご意見も伺えればと考える。 

これに関して、25頁の③中の「統計の作成・提供・改善に反映すること」との記載について、統計の

作成と提供とは同じ次元の概念であるが、改善はこれらとは次元が異なり、「作成・提供面での改善」

を意味していると考えられることから、三つが並列されていると意味が伝わってこない。その点につい

ても検討いただきたい。 

 

○ 利用に関する記述が少ないことはご指摘のとおりと考えるが、それは23頁に「７ 統計データの二次

的利用の促進／統計調査の民間開放」について現在、総務省で研究会を設けて協議しており、この具体

的な中身が出てこないと、利用に関する「司令塔」の機能や組織について書きづらいという事情がある。

したがって、総務省での検討が進んで、本委員会の報告書に一体化できる段階で該当部分を反映するこ

とが、今後の段取りではないかと考えている。 

 

○ 並行的に行われている研究会とのキャッチボールが進んだ段階で、ご議論を反映できる部分はあると

考える。26頁の「司令塔」の有すべき機能の提供の部分が弱いとの指摘について、③を「統計の作成及

び提供に関する基準の設定」と修文してはとの提案もあったが、今後、 終報告に向けて詰めていくと

したら、提供に関する機能は、企画・立案調整機能、基盤整備機能あるいはまた別の機能なのかが明確

ではない気もしている。ご指摘の趣旨は、企画・立案調整機能の括りの中に提供に関する機能も入れる

べきということか。それとも、提供に関する機能をどこかにきちんと位置付けられればそれでよいとい

うことか。 

 

○ 統計データの二次利用と統計の提供とは少し違う話であり、提供は一次の段階の話だと考える。すな

わち、統計をどのように作り、 終的にどのように提供するかまでが一次の段階であり、工場の入口か

ら、出口の後に流通の段階で統計の利用者に届けるまでがプライマリー（ も重要な）な部分だと考え

る。「何をどのように作るか」と同じ次元で「どのように提供するか」を位置付けるという意味で、③を

「統計の作成及び提供に関する基準の設定」にすれば、意味が明確になるのではないか。 

 

○ ⑥に「利用者のニーズ把握」との並びで、提供という意味が若干強く出ればよいとも考えるが、それ

ではご趣旨とは異なるか。 

 

○ 確かに26頁の「司令塔」の有すべき機能の①から⑬の中に、ご指摘の部分が明示的には記載されてい

ない。これは、本委員会で基本的に議論してきたスピリットの部分と異なるのではないか。ニーズを的

確に把握することは前提であるが、「公共財」は使用されてこそ意味があり、統計は使用されて役に立た

なければならないので、できた統計をできるだけ利用者に使いやすく提供するということもきちっと見

届け、実効性が上がるようにすることが「司令塔」の大切な役割である。いろいろな議論があるが、「中

間整理」としては、⑥の文言を修正してはどうか。 
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○ ご指摘は、中間整理全体のスピリチュアル（精神的）な部分であって、第１章の基本的な視点の部分

で十分に記載されていると考える。その部分を当然の前提として、このセクションで「司令塔」の機能

を考えているので、あえてこの部分に書き加える必要はない。また、利用者のニーズを把握するだけで、

それに対応しないことはありえないので、⑥には提供することまでが含まれていると考える。 

 

○ 統計をユーザーが求める形で提供させるためには、27頁の第３パラグラフの部分の「個別の統計のみ

ならず、基本計画や統計制度に対しても利用者の意見を反映できるような形で⑥を充実させる必要があ

る」という部分をさらに丁寧に記載する必要があるのではないか。 

 

○ ご指摘の趣旨は、「中間整理」（案）に提供について記載している部分はあるが、26頁の「司令塔」の

機能として①から⑬の中には文言として記載されていないということではないか。 

 

○ 中間整理全体の作りの問題として、本委員会のスピリットである提供も「司令塔」の機能の中に当然

入れるべきである。 

一種のフィードバック機能を「司令塔」の機能の一つに入れることは当然と考えるが、利用者のニー

ズというのは作成から提供までのすべてに関連するものであり、作成と提供方法は考え方の次元が異な

る。提供については、例えば、「司令塔」がインターネットで提供される統計にある一定の基準を設け

るようなことが考えられることから、「司令塔」の機能として提供を明記していただきたい。 

 

○ ７頁の基本原則に、利用者にきちんと提供されなければならないという⑤透明性（transparency）、⑥

適時性（timeliness）及び⑧データへの容易なアクセス（accessibility）という基準が設けられている

ので、そこで担保されたものと理解をして、特別に「司令塔」の機能として書き込まなくてもよいので

はないか。 

 

○ インターネットでの提供に関するご指摘について、一つは26頁の⑥の話であり、後段は「⑫ 情報シ

ステムの企画・運営」の話ではないか。 

情報公開法の成立以来、情報提供を政府全体で充実する観点から、行政一般としてインターネット等

を通じて情報発信をしており、統計ができれば当然に反映されることから必要はないという意見もある

ので、そこはご判断に委ねたい。 

 

○ 26頁の⑥を「利用者のニーズ把握」ということにとどめずに、今回、統計についての見方を「公共財」

に転換したという意味でも、「利用者のニーズ把握と統計への反映」のように少し言葉を費やすことが適

当ではないか。 

 

○ 25頁の③の「統計の作成・提供・改善」については、「統計の作成・提供の改善」に直しておいた方 

がよいのではないか。 

 

○ ご指摘の点については「中間整理」（案）のいろいろなところにスピリットとしては記載されてはいる

が、「司令塔」の機能の部分に表現されているかどうかは議論の余地があると考える。各委員のご議論を

拝聴した上で、中間整理であるということを踏まえて、この点もあえて修文は行わないが、 終とりま
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とめに向けて修文の可能性も含めて議論を重ねていくということでよろしいか。 

 

○ 「司令塔」の組織の在り方をどこまで本委員会の報告書に記載するのかという点に関連して申し上げ

ると、承知している状況では、関係府省間で溝が相当深いままになっている。このまま溝が埋められな

いのであれば、30頁に「以下の観点に留意しつつ、新たな法制度における『司令塔』組織の在り方につ

いて更に具体的な検討を進めることとする」とまで踏み込んで、本委員会として結論づけることがよい

のかどうかを心配している。 

このままでは問題なので、必要であれば溝を埋めるための努力を委員会でもしないとならないのでは

ないか。まずは関係府省間で内容について話合いをして、棚上げされることなく実現される報告を作成

されるのがよい。 

 

○ 「司令塔」の組織についての本委員会の基本的なスタンスは、先ほどまとめたことに尽きると考えて

いる。ご指摘の溝というのはかなり主観的な話である。本委員会ではあくまでもアカデミックな立場か

ら日本の統計制度の在るべき姿や問題を、国際的にも取り残されることのないように淡々と指摘すると

いうことに尽きるのではないかと考えている。 

大変活発にご議論いただき、「中間整理」（案）の細かい文言に関連してもう少し検討してみる余地が

ある論点があり、その点については今後も審議していただくこととするが、本委員会としてはこれで中

間取りまとめとする。 

 

【今後の進め方について：ＷＴの任務延長】 

○ 今後の進め方について、ご相談させていただく。 

まず、「中間整理」の取りまとめにご活躍いただいたＷＴについて、当初「中間整理」をまとめていた

だくためにお願いしていたが、藤原委員をはじめＷＴの委員には大変恐縮だが、ＷＴをこのまま継続し

ていただき、 終報告取りまとめに向けてのＷＴという形で衣替えすることを委員の皆様方にもご了承

いただいたことにさせていただく。 

 

【今後の進め方について：次回以降のおおよその運営イメージ】 

○ 本委員会としては、６月（上旬）に 終報告を取りまとめるということになっているが、実質的には

５月の終わりくらいにはとりまとめることになると考える。当面、次回から何回かに分けて、統計の作

成や利用に係る主要な関係機関・団体――具体的には、主要な統計関係府省、日本銀行、地方公共団体、

経済団体等――から「中間整理」に基づくヒアリングを行う必要がある。その後、４月下旬あたりから、

終的な報告書の取りまとめに向けた議論に入り、５月に報告書の案文をご審議いただく。そして、６

月に作成されるいわゆる「骨太の方針」にできるだけ方針を盛り込むという大まかな流れをイメージし

ているところである。 

 

 

【今後の進め方について：第一次委員会報告のフォローアップ】 

○ 統計制度や「司令塔」をめぐる検討に大半の時間を割かなければならない状況となっているので、第

一次委員会のフォローアップについては、関係した府省に現時点の進捗状況についてペーパーで報告を

お願いして、それを踏まえて本委員会で議論することを考えている。 
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○ 終的に政府としての成案を得なければならないということから考えれば、できれば関係者が基本的

には納得して、一つの成案に終結するのが一番理想的な姿である。私が心配しているのは、結論に納得

できない人たちが報告書を棚上げにしてしまい、本委員会で議論したことが無駄になってしまうことで

ある。残された短い期間の中で、関係府省に精力的に「中間整理」に沿った検討をするように督励する

ことを仕向けていただきたい。また、「司令塔」の組織については、どの程度の内容を本報告で提言しよ

うとしているのか。 

 

○ 流動的な部分も当然あるとは考えるが、統計制度に関する今回の提案の本質的な部分については、ど

ういう組織がそれを担うかというところにあることから、何らかの具体的な組織について 終報告書に

記載する必要があると考えている。しかし、それが実際にどんな形態のものになるかは、その先の話に

なるのではないか。 

 

○ 次回以降の委員会で取り上げていただきたい点を二点申し上げる。 

一点は、現在の統計法では、自然人に関しては国民と居住者の双方を調査対象として定義して、指定

統計に関して報告義務を課している。ところが、法人と事業体に関しては、国籍概念でしか現在のとこ

ろ根拠法は区切っていない。これは、すぐに結論の出る話ではなく非常に難しい問題だと考えるが、こ

の点について、統計法の改善を考えていただきたい。 

もう一点は、「統計法制度に関する研究会」の報告が本委員会で紹介されたとき、「司令塔」の中で各

統計調査の結果評価との関連で、省庁横断的にミクロデータに基づいて調査結果の評価をするためにデ

ータアーカイブが必要ではないかという議論もあった。そのことについては、「統計法制度に関する研

究会」で必ずしも十分な報告が出ていないのではないかと危惧している。「統計法制度に関する研究会」

に球を投げる形でも結構なので、何らかの形でもう少し詰めていただきたい。 

 

○ ただいまご指摘のあった点は、何らかの形で５月の終わりまでに議論する機会を設けたいと考える。 

次回の委員会では前半を関係機関・団体からのヒアリングにあてて、後半をフリーディスカッション

とする。ヒアリング先については、先ほど申し上げた関係機関・団体である主要な統計関係府省、日本

銀行、地方公共団体、経済団体等をイメージしている。また、ヒアリングの後のフリーディスカッショ

ンでは、ヒアリングの内容以外にも委員の方々から出ているいくつかの問題点等について、各回の委員

会で解決していければよいと考えている。 

 

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。 

 


