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統計制度改革検討委員会（第10回） 議事概要 

 

１．日  時：平成18年３月28日（火）14:59～16:48 

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、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 

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 

東京都：須々木統計部長、高橋調整課課長補佐 

日本銀行：調査統計局内田審議役、市川統計企画担当総括企画役 

総務省統計局：岩本統計情報システム課長、阿向課長補佐 

４．議  題：１ 関係機関からのヒアリング 

２ 統計データの利用・提供について 

５．配布資料：資料１ 統計制度改革検討委員会「中間整理」に対する東京都の考え方 

資料２－１ 統計調査等業務の業務・システム 適化計画（概要） 

資料２－２ 統計調査等業務の業務・システム 適化計画（案） 

席上配布資料  

資料 統計制度改革検討委員会「中間整理」に対する意見について（日本銀行調査統計局長） 

参考資料１ 日本銀行公表統計一覧 

参考資料２ 近の日本銀行の統計見直しの動き 

参考資料３ 統計の作成・公表に関する基本方針 

６．議事概要：  

（１）東京都から資料１に基づき説明の後、質疑応答が行われた。 

（２）日本銀行から資料に基づき説明の後、質疑応答が行われた。 

（３）総務省統計局から資料２－１に基づき説明の後、統計データの利用・提供に関する議論が行われた。 

（４）その他 

次回委員会は、関係府省に対するヒアリング及び意見交換を行うこととし、平成18年４月10日（月）

16時から開催予定。 

 

【東京都の説明に関する意見交換】 

○ 一点ご趣旨を確認したい。現行の調査統計の調査方法の限界について、資料１で「統計調査員制度の

充実を明記すべきである」とのご指摘を頂いているが、統計調査員調査では不十分との懸念をお持ちで

あると理解してよいか。 

 

→ 例えば国勢調査について、様々な検討がなされていることは承知しているが、大勢の統計調査員を一

時期に確保しなければならないこと、調査内容や調査対象者との接触が非常に難しくなってきているこ

とを踏まえると、非常勤の統計調査員による調査は限界にきていると考える。 

 

○ そのような状況を踏まえると、レジスター統計に積極的に移行すべきだと考えているのか。それとも、

都道府県が行う非常勤の統計調査員による調査とは別途に、常勤の統計調査員による調査を国が実査機

構を作って行うべきだと考えているのか。 
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→ 常勤の統計調査員までは大変難しいだろうが、そのような方向が望ましいと考える。ただ、様々な形

の統計調査があるので、統計調査員の専門性を高めた形でうまく仕組みの中に組み込めるものがあると

よいと考えている。そのための前提としては、今の統計調査員の業務をもう少し見直していかなければ

ならないと考えている。 

 

○ ご説明を聞いていても、東京都としてどうしたいのか、基幹的な統計の作成についてどこまで協力で

きると考えているのかが見えてこない。「中間整理」が具体的に踏み込んでないとのお叱りは理解できる

が、都道府県としての考えをもう少し積極的に表明していただけると理解しやすい。 

 

→ 統計を作成する際、どんな方法を取っても面接して調査しなければならない部分は必ず残るので、資

格制度のようなものを整備して、統計調査員自体の資質を高めていくようなことを考えていただければ

ありがたい。また、現在では、単一の方法で完全な統計を作成するのは困難であり、統計調査員調査の

部分もあらゆる手段を導入する中での大きな土台の一つとして位置付けていくべきではないかと感じて

いる。加えて、もう一つの土台となるのが行政記録の活用ではないかと考えている。 

 

○ 今の問題も含めた具体的な制度設計は、いわゆる「司令塔」ができてから「司令塔」で詰めるべき事

柄である。我々の委員会ではあまりに詳細な制度設計はできないし、また、我々の仕事ではないと考え

ている。 

資料１の１頁に地方公共団体と国の関係として、統計の作成にあたり国と地方が協働するということ

が記載されているが、協働の場というのは「司令塔」のような場で特に問題ないとの理解でよいか。何

らかの形で「司令塔」の場に参画して、国と地方で協働してよい統計を作成する方法を協議するという

ことに依存はないと理解してよいか。 

 

→ 今の段階で言い切ることはできないが、「協働の場」についてはそのような方向でよいと考える。今後、

「司令塔」において検討される問題であるとしても、本委員会の報告書に「芽」を出していただければ

ありがたい。 

 

○ 現在は、大部分の統計調査を法定受託事務として地方公共団体に協力を依頼しているが、今の法定受

託事務の仕組は、あまりうまく機能していないと考えているのか。 

国と地方の間では国からの関与の様々な手段があるが、統計分野における法定受託事務に係る関与に

ついて、何か足りない、あるいは何か行き過ぎがあるというような問題があって、今の法定受託事務の

仕組を考え直した方がよいと提起しているのか。 

また、地方にも関係のある基幹的な統計について協働で作成するべきだという考えはよくわかるが、

協働である以上は両者が責任を持つことになるのではないか。責任の大きさの違いはあると考えるが、

「国が責任を持って整備すべき」とのご指摘は変ではないか。 

 

→ その点は経過的に大変複雑な部分もあり、また、現在の地方統計機構は法定受託事務により組織的に

も支えられている部分もあるので明確に言い切れない。ただ、受託する地方の統計機構は受け皿がいく

つもあるわけではなく、多くは一か所で業務を受け止めているので、受託する業務が集中する場合もあ

り、分散型統計制度の中でうまく調整ができていないと感じる。 

また、国と地方の両方が責任を持つべきだとの指摘についてはそのとおりであるが、現行の法定受託
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の制度の中では責任の内容が違ってくるものと考える。地方にとっては、住民に対しての資料・統計の

提供という観点から、基幹統計についてもきちんと説明できる責務を有しているものと考えている。 

 

○ 資料１の２頁目の第４項目の３行目に「地方公共団体の負担が一層軽減されるようにお願いしたい」

との記載があるが、負担の内容について具体的にご説明をお願いしたい。それから、同頁の第５項目に

ついては、本委員会で進めていることに対する大変ありがたい支援であると理解しているが、このコメ

ントは行政記録を保有する原局等の意向も反映されたものとして出されているのかをお伺いしたい。 

 

→ 第４項目については、例えば、統計調査の届出の作業という実務的な部分が大きい。 

第５項目の内容については、統計部門だけの意向を踏まえたものであり、実際に統計部門以外に協議

する際には、大きな壁にぶつかるのではないかと考えている。ただ、統計のために行政記録を使用する

ことはぜひ実現しなければならないと考えている。 

 

○ 今後、地方公共団体が独自の需要に対応して統計調査を行うケースが増えていくと考えるが、そのよ

うな需要は特定の地方公共団体だけに生じるものではなく、地方公共団体同士で共通する部分がかなり

あるものと考える。現在、地方公共団体が各々別個に統計調査を行った結果として、かなりの地域で同

種の統計調査が実施されているにもかかわらず、地域ごとの相互比較や包括的に国全体を捉えることが

できないことについて、どのような対応なり体制なりが考えられるべきと感じているか。 

 

→ 大変難しい問題だと思う。実際に相互比較できるようにするためには、統計部門だけでなく、行政機

構全体を巻き込んだ形での地方公共団体間の協力関係が必要になるものと考える。ただ、統計部門相互

に協力しあう働きかけも今のところないので、いずれにしても今後の課題だと考えている。 

 

○ 47都道府県に統計課の定員がついているし、統計調査部を擁している東京都には関係がない話かもし

れないが、企画課等の名称に変えて、正確には、統計専従の職員を置かない様に見える都道府県が増え

ている、かつては昭和23年以降、昭和25年のシャープ勧告までは市区町村に国庫負担地方職員が横並

びで統計課の定員として配置されていたが、地方財政平衡交付金〔現行の地方交付税〕、になってからは、

金額ベースで配分することになった結果として、統計専門職員がないところが増えていると聞いている。

こういう状況について、地方公共団体はどう対応しようと考えているのか。国に協力するといっても、

受け皿としての組織が壊滅状態になった時に果たして協力できるものなのだろうか。 

 

→ その問題については我々も深刻に考えている。行政改革の中で現行の統計機構を維持しながら職員の

資質を高めることは、それぞれの地方公共団体の中で大変苦労しているものと考える。東京都でも全体

的な人事制度の中で職員を育成する方法を考えているが、十分に効果をあげていない。統計の部門に限

らず、様々な部門において専門性を有するベテラン職員が少なくなってきているので、全体的な人事制

度の中で育成に取り組むことができればと考えているが、十分な対策をとるのは難しい。東京都では現

在、庁内の各局に公募を行い、統計に関心のある人材を異動させるという制度を採用している。 

 

○ 時間になったので、東京都からのヒアリングは以上とする。大変貴重な意見を多くいただいたので、

終とりまとめにぜひとも反映させたいと考えている。 
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【日本銀行の説明に関する意見交換】 

○ ＣＧＰＩ（企業物価指数）、ＣＳＰＩ（企業向けサービス価格指数）のいずれも、我が国の物価統計の

一角を占める重要な統計である。これらについては、物価に限らず指数の体系的な整備の観点からも、

他の府省が作成する指数あるいは物価統計と整合的な関係を持つことが必要であり、そういう観点から、

統計審議会が法施行型に移行する以前は、経済指標部会に日本銀行も参加してもらい、各府省や学識経

験者とともに専門的な見地から日本銀行にも意見を述べてもらうことで指数を改善していったという経

緯がある。今後、そのような審議会の場に関わることについてどのように考えるか。 

 

→ ご指摘のとおり、ＣＧＰＩ及びＣＳＰＩについては、金融政策遂行のために必要な需給変動を的確か

つタイムリーに把握することを目的としており、日本銀行が金融政策を遂行する上で必要不可欠な統計

であるとの観点から整備してきた。需要変動の影響を速やかに捉えるために、ＣＧＰＩは生産者段階の

価格と卸売物価段階の価格の二つを合成して作成しており、金融政策の遂行上必要と思われる品目はも

ちろん調査しているが、必要性が低いと考えられる品目については調査を実施していない。 

日本銀行としては、物価統計は、人員も限られている中で効率的に金融政策に必要な情報を集めるた

めの統計として位置付けており、指摘のあったＣＧＰＩとの関係については、むしろＰＰＩ（生産者物

価指数）の整備に絡んでくる問題だと考えている。ＰＰＩについては、「司令塔」の下で政府の責任にお

いて検討されるのがよいのではないかと考える。 

政府がＰＰＩを整備する場合には、日本銀行としても必要な詳細情報を「司令塔」に提供する形で

大限に協力することは惜しまないが、ＰＰＩを日本銀行の中で作成することは別の問題だと考えている。

統計の作成機関や資源配分については「司令塔」に考えていただき、日本銀行は、必要なデータを提供

するという対応などの協力を考えている。 

 

○ 以前、経済指標部会のメンバーとして審議にかかわったことについては、どのように評価しているか。 

 

→ 政府と日本銀行の間で、統計に関する意思疎通は必要だと考えるので、議論の場に日本銀行が参加す

る機会があれば、オブザーバーなど様々な形で協力したいと考えている。 

 

○ 「中間整理」の19頁の「（５）日本銀行等が作成する統計」のとりわけ「イ「司令塔」との関係」と

いう個所に言及があったが、政府と日本銀行の関係というのは、金融政策を中心としてデリケートな部

分がある。中央銀行の政府からの独立性の確保は、国際的な常識となっている。日本銀行の政府からの

独立性というのは、金融政策が中心ではあるが、ある意味では統計整備についても同様に当てはまる規

範だと考えている。「中間整理」の19頁のイの「『司令塔』による適切な関与の在り方について引き続き

検討する」と記載について、 終報告でより明確にするならば、日本銀行の政府からの独立性は統計も

含めて明確に担保されるべきだと考えている。 

ただ、その上で統計整備を国全体としてきちっと行わなければならないことは言うまでもないことで

あり、政府と日本銀行の建設的な協働関係が必要になることも言うまでもない。将来的に「司令塔」と

日本銀行が統計に関してどう関わるかについては、技術的な事柄、統計整備上の合理性を担保する意見

交換、あるいは調整ということが主となるべきだと考えている。 

その上で、例えば国全体でＡという統計を整備する必要があり、日本銀行でＡ’という統計を作成し

ている場合に、政府と日本銀行との協議の結果、日本銀行がＡ’統計ではなくてＡ統計を作成すれば問

題は解決する。ところが、リソース等の合理的な理由により、日本銀行としてはＡ’統計を作成したい
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と主張するような時こそが「司令塔」の出番である。その場合には、日本銀行はＡ’統計の情報を「司

令塔」に十分提供し、提供された情報を「司令塔」がしかるべく加工することで、Ａ’統計よりＡ統計

に近いＡ”統計を作成することになるのではないか。 

国と中央銀行との関係は、地方公共団体との関係にも関わる問題だと考える。地方公共団体は国の下

部機関ではなく、それ自体としては独立な主体であり、その独立性は国としても十分尊重しなければな

らない。そのグランドルールの下で、国全体としてどのように統計を整備していくかを考えるというこ

とではないかと理解している。 

 

○ 日本銀行は、統計のユーザーという性格とともに、金融政策を遂行するために統計を作成し活用する

という、ちょっと違う性格を持っている機関だと考える。 

その意味では、日本銀行の中に一種の「司令塔」を有しているのではないかと考える。本委員会の構

想が成就した暁には、日本銀行の中の「司令塔」と新しくできる「司令塔」との間でのコミュニケーシ

ョンをぜひ高めていただきたい。 

その点に関連して、参考資料１の「日本銀行公表統計一覧」を見ると、前半部分は純粋に金融市場絡

みの統計が記載されており、この部分は恐らく日本銀行が圧倒的に比較優位のある部分だと考えられる。

中間部分は、物価あるいは短観という日本銀行にとっても重要ではあるが、国の「公共財」としても非

常に不可欠な統計が記載されている。 後の方になってくると、日本銀行が必ずしも作成しなければな

らないものではない統計がある。例えば、82 の実質輸出入や 83 の販売統計合成指数などはむしろ、日

本銀行が金融政策を行う上で必要な統計が政府によって十分に提供されていないので、日本銀行の側で

全体のユーザーの代表として、世の中に役に立つ統計として公表しているものと理解しているが、この

種の統計を作成・公表する基準は存在するのか。 

 

→ 82の実質輸出入は、日本銀行としては分析に必要な統計が存在しなかったため、世の中に説明する上

で役に立つだろうという理由で作成しているものである。83の販売統計合成指数は、百貨店や家電や車

に関する販売統計は存在するが、個別具体的に見ても良く分からないので、日本銀行の方で消費の状況

を把握するために、総合して全体の販売統計を作成したものである。いずれも、経済、景気の分析をす

る上でこういう統計があると国民の方にも非常に分かりやすいと考え、作成した加工統計である。 

 

○ 輸出入に関しては、財務省が通関統計において数量指数を公表しているが、両者の定義が微妙に異な

っており、世の中に二種類の輸出数量指数が存在して非常にまぎらわしい。果たしてすべてのユーザー

がその違いを理解しているかどうか疑問である。このような点にこそむしろ、「司令塔」の機能をうまく

ワークさせ、日本銀行と「司令塔」の知恵を合わせて、世の中に広く「公共財」としての統計を作成で

きれば非常に成果が上がるのではないかと考える。 

 

→ 財務省が作成している指数についても、それはそれとして正確な統計ではあるが、日本銀行の分析上

必要な統計については自ら別途作成しているということである。ただ、ご指摘の点は、よく議論してい

ただいて、よりよい統計、あるいはユーザーに誤解のない統計を作成していくことが大事だと考える。 

 

○ 予定の時間も過ぎたので日本銀行からのヒアリングは以上とさせていただく。 

以上、東京都と日本銀行からヒアリングを行った。日本銀行との関係では、日本銀行の政府からの独

立性は明確にした上で、技術的あるいは統計を作成する上での合理性を担保する上での議論については
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政府の「司令塔」に何らかの形で積極的に参加していただく。 

それから東京都からは、地方公共団体との関係、また、罰則について実効性を考えるべきだとの指摘

など具体的な提案をたくさんいただいた。ワーキングチームの委員の方々には、本日のヒアリング結果

を十分に踏まえて、 終報告のとりまとめに向けて検討願いたい。 

 

【統計データの利用・提供に関する議論】 

○ 第一次委員会及び本委員会の議論を踏まえると、統計調査の調査票の目的外使用に関する制約が少し

緩くなることに期待を持っているが、その際に問題となるのは調査項目の標準化である。現行の目的外

使用を念頭に置いて考えると、調査票の調査項目に関して使用申請を行うが、例えば、帰属家賃の場合、

実際の集計表においては加工された形になっている。しかし、加工のために用いた推定式は開示されて

いないので、仮に目的外使用の申請をしても使える形になっていないというのが現状であるが、そのあ

たりはどうなっているのか。また、インピュテーション（欠測値の補完）の手続きが妥当であるか、別

の視点から考えて問題ないかといった情報についても 適化計画の視野に入っているのか。さらに、個

票データを使って比推定によりある特定の集計を行って公表するものについても、別の形で再集計しよ

うとするとうまくいかない。そのあたりを各府省間でどの程度共通化しようと考えているのか。 

 

→ その点については、まさしく今取り掛かったところであり、標準化ということで、調査項目の定義を

できるだけ統一しようと始めたところである。過去の個票データを使って集計したり、いろいろな調査

の個票データを使って集計したりといったことができるシステムを作るところまでは、まだ手を付けて

いない。 

 

○ この 適化計画の進捗に関して、資料２－１の３頁の工程表や何らかのペナルティを課すなど各省と

の調整に工夫があるのか。 

 

→ このような計画は各省と一緒に進める必要があるので、課長レベルの協議会を設置して、来月早々か

ら動かしていく予定である。 

 

○ 資料２－１の６頁のワンストップサービスは一刻も早く実現してほしいので、全面的にサポートした

い。システムを作るに当たって、１頁に「全府省で行われている統計調査等業務について」と書いてあ

るが、「統計調査等業務」とは具体的にどこまでを言っているのか。例えば指定統計といったことか。厳

密な意味では統計でなくても、統計的に扱われている情報はかなりあるので、「公共財」を提供する観点

から何が必要なのかという認識を各省の間で共通化し、範囲をなるべく広くとるようにしていただきた

い。 

システム化に至る前にも、現在、公表に至る過程で必ずしもユーザーフレンドリーになっていない省

がかなりあり、例えば公表の際、新聞発表とインターネットの公表に時差があったりする。３頁の工程

表の 18、19 年度にある「コンテンツの構成、用語の共通化」で基本的な認識のすり合わせをしてほし

い。 

また、ユーザーフレンドリーのユーザーの中に海外の統計ユーザーを意識していただきたい。現状で

も各省のホームページは充実しているが、日本語の情報はあっても英語の情報はなく、外国人と話がで

きないことがある。外務省をはじめとして日本の情報サービスを提供している中にあって、数字情報は

非常に貴重な情報であるので、英語情報の充実化も併せてぜひお願いしたい。 
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○ 本日の 適化計画の報告は、基本的に、政府がユーザーとして新しいシステムで一次統計をどう収納

するか、それをエンドユーザーにどう結び付けていくかということであり、行政も一般のユーザーもエ

ンドユーザーに当たるものと理解している。その観点から言えば、ユーザーサイドに立ってシステム設

計されているが、調査事項の標準化は本来メーカーサイドの問題であり、「司令塔」が一次統計の真実性

を確保する観点から議論すべきものと考える。システムに収納するために調査事項の標準化が必要とい

う観点から標準化が行われることは、収納されるべき一次統計を一部加工することになるのではないか

という懸念を抱いている。その点は峻別されるべきである。現状の分散型統計機構で作成されている一

次統計データをそのままこのシステムに収納すると、システムが稼働しないことは十分に理解している

が、調査事項の標準化については、システムの管理主体のサイドで議論されるべきではないのではない

か。例えば「従業者」という概念は個別統計ごとにその中身が違うが、この標準化をシステムの管理運

営上の観点から行うべきではない。あくまでも、できあがった一次統計の受け皿をシステマティックに

管理し、エンドユーザーにつなぐという役割以上のものは、このシステムには与えられていないのでは

ないか。 

 

→ 適化計画は、統計利用者の利便性を高めるということで、どういう観点から見てもユーザーに関係

するものであると考えている。「統計調査等業務」については、指定統計、業務統計、加工統計を含めて

このシステムに載せていきたいと考えている。公表のコンテンツについては、工程表にあるように平成

18年度からホームページをどうするかという議論を始めていき、遅れているところは先に進んでいると

ころに引っ張ってもらう形で協議会を動かしていきたい。海外のユーザーに対する情報提供については、

システム上は英語に翻訳すればよいだけなので、他の府省も含めて海外のユーザーに耐えられるような

翻訳を行っていただきたい。本当は英語だけでなくフランス語も必要であるが、今のところ英語だけ考

えている。予算の制約もあって毎年計画的に進めているが、その促進も図りたい。 

 

○ 統計の場合には数値データが主であり、極めて簡単な翻訳なので、政府の他の文書を訳すのに比べる

と予算はほとんどかからない。予算の制約を理由にはしないでほしい。 

 

○ ここで考えているのは集計量だけか。我々が見ることができるのは集計量のみで個票データは入って

いないが、個票データから管理するシステムを作ることになるものと理解してよろしいか。 

 

→ 集計データだけであり、個票データをシステムに収納するものにはなっていない。 

 

○ 本委員会は、現在統計局で行っていることについて議論する場ではないので、ご説明を踏まえた上で、

我々としてどういう問題点があるかといった意見を出していただきたい。統計局で行っていることにつ

いてさらに詳しく知りたい方は、委員会事務局を通して総務省統計局から個別に説明を受けていただき

たい。 

 

○ このシステムは本委員会で議論されている「司令塔」の管理下に入るのか。本来ならば「司令塔」で

調査事項の標準化を図って統計の体系化の一助とし、それを受けて初めてシステムに収納されていくべ

きものと考えるが、「司令塔」とこのシステムとはどのような位置関係にあるのか。 
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○ 「司令塔」の下に自然な形で入るのではないか。 

 

○ このシステムが「司令塔」の管理下に入る場合、調査事項の標準化等に関しては「司令塔」が管理し、

それ以外のデータの収納は各府省が共同管理する形で「司令塔」の外になるものと理解している。その

ような考え方が、現在システムを設計している側にあるかどうかは分からないが。 

 

○ 統計利用者の視点からの制度設計は、第一次委員会から継承されている重要な観点である。中間整理

では「公共財」的性格という言い回しこそ使っていないものの、事実上それに基づいて制度を再設計す

る大綱における も大切な論点の一つになると考える。現行統計法が統計の作成から公表までしかカバ

ーしておらず、利用面にほとんど触れていないことは委員会ですでに確認済みであり、その意味でも、

本日の議題として取り上げていただいたのはありがたい。 

資料２－１の６頁のポータルサイトは、各利用者に対する結果表提供の直接の窓口として評価したい。 

データアーカイブは本委員会でも何度か議論に出ていた。現行制度では、指定統計を中心に、企画時

点で事前に承認された集計計画に従った結果表の作成･公表（統計の一次利用）で統計作成機関はその

責務を一応完遂したとされていた。こういった一過的位置づけからタイムスパンをもう少し長く取って、

歴史的な情報的財産として統計データを位置づけ直し、将来新たな観点からの遡及利用にも対応できる

ようにすることは極めて重要である。これは、パネルデータのような新しいタイプの統計データへの対

応や、調査実施時点では想定されていなかったような視点から再集計を行ったりすることも可能となる。 

現在、多くの府省で個票ベースの磁気媒体が保管されるようになっている。これについては、個人情

報保護法に対応して設けられた統計法第15条の３と第15条の４という、主に秘密保護の観点から管理

義務を課す形で規則が定められている。しかし現行法制の大きな問題点として、データの利用という観

点から個票データをいかにストックするかという視点が完全に抜けている。統計利用という視点からの

制度設計という本委員会の趣旨からも、将来のデータアーカイブ設置につながるような条文整備をここ

で行っておく必要がある。 

現在、各府省で個々に保管されている個票ベースのデータについては、インピュテーション、データ

のクリーニングやエディティング（編集）をどこまで行ったものを保管するかといったデータ形式につ

いて必ずしも統一が図られているわけではない。それが不統一だと、将来、異なる調査をリンクさせよ

うとしたときに不具合が生じてくる。 

資料２－２の51 頁に示されているように、その統一化に向けての作業が既に始められている。今後、

メタデータなどについての統一マニュアル化なども整備することで、こういった動きを将来展開の「芽」

として大綱の中にきちんと位置づけるような形でまとめていただきたい。 

 

○ このシステムの も大きな役割は、母集団情報を管理し、そこから統計調査に必要な標本を選び出す

システムをできるだけ共通化することにあると考える。システム構築のために全府省が参画して取り組

み、利用者は府省ごとに定められた項目によってアクセスする範囲が制限されるが、その制限された項

目の範囲では母集団情報にアクセスして必要な統計調査に対応した標本を選び出すことができるものと

考える。問題は、「司令塔」との関わり方が微妙な地方公共団体又は日本銀行が、このシステムにアクセ

スできるのか、もしアクセスできるとしたらどのような仕組みを考える必要があるのかである。個人的

には、「司令塔」の傘の下に何らかの形で地方公共団体又は日本銀行が関わるならば、どこまで制限され

るかはともかく、このようなシステムを何らかの形で活用できるようにすべきであるし、「司令塔」が全

く関与しないのであれば、これらの機関もシステムの利用を要求する権利はないのではないかと考える。 
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○ 相手がある話であり、地方公共団体又は日本銀行がどのように考えるかという問題がある。本日のヒ

アリングで、日本銀行には「合理的な統計制度を作るために積極的に協力する」と言っていただいてい

るので、どのような形かは別にして、「司令塔」で地方公共団体又は日本銀行の方が国と十分に話し合

っていただくということではないか。 

 

○ データアーカイブ機能をどこまで遡及的なものとして持たせるかは非常に重要なことである。本日の

話ではこれから先は何とかなりそうだということであるが、過去に遡ってどうなるのかというところは

見えてきていない。例えば、収録予定データに国民経済計算が入っているが、国民経済計算が５年に一

度産業連関表の推計を行ってそれに伴って国民経済計算の方も遡及して推計替えをしている。それがど

のように並列的に使う事が可能な様に蓄積されてくるのか。また、過去に遡って集計の訂正が出ること

は望ましいが、どの程度まで過去に遡って訂正するのか。それはデータアーカイブ機能が十分に整備管

理されているときとそうでないときで全然違ってくる。我々としては、使ったときにたまたま知ったと

いうのではなく、資料２－２の 67 頁の正誤情報が系統的に手に入る形でデータアーカイブが整備され

ることが非常に重要である。手間がかかるので、各府省は消極的であろうが、その点をぜひ考えてほし

い。 

 

○ データをどのくらい遡及し、利用可能な形でデータアーカイブに納めるかについては、限られたリソ

ースをどこまで割けるかという広い意味でコストの問題と切り離して論じられないが、それを論じるの

は、「司令塔」の仕事の一つであると考える。 

 

○ 第一次委員会で指摘された利用の拡大、利用の柔軟化というテーマについては、総務省の「統計法制

度に関する研究会」に委ねた形になっているが、研究会の視野がよく分からない。研究会の検討範囲を

よく確認した上で、研究会で取り上げていないものの、利用に関して述べなければならないことがある

のではないかと考える。データアーカイブもその一つではないか。 終報告までの時間もだいぶ迫って

きたので、研究会の検討範囲と本委員会の関心事項に差があるのかないのかを確認する必要がある。あ

るとすれば、その差の埋め方についてどこかで議論しておく必要があるのではないか。 

 

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。 


