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情報・システム研究機構 統計数理研究所 

所長 椿 広計 

 

１．はじめに 

 科学的調査の実践と結果公表は、民主主

義を支える市民自らの情報を市民のため

に社会に適切に提供する、社会の枠組みを

なす中核的基盤です。市民から収集した情

報の信頼性や妥当性を高めること、収集デ

ータと公表情報の質マネジメントといっ

たことが、データ駆動型社会と呼ばれる今

日益々重要になってきたと信じます。この

中核的基盤を支え、その発展に重要な貢献

を果たされた新情報センターの創立 50 周

年に当たり、統計数理研究所（略称：統数

研）を代表して心から祝福申し上げます。 

 私は、統計審議会、統計委員会等で公的

統計調査関連の答申等に関わって参りま

した。調査実務としては、25 年以上前、医

薬品の大規模市販後調査を実施するメガ

スタディデータセンター長を２年ほど務

め全国 1000 の医療施設から 8000 名の患者

追跡情報収集実務に当たりました。2015 年

から４年間、収集されたデータと公表結果

の質保証実務を担当する（独）統計センタ

ーの責任者として、公的統計の質マネジメ

ントが経常調査はもちろん、周期調査にお

いても如何に激務かということに改めて

感じ入ったところです。しかし、私の経験

は、どちらかというと客観事実の調査実務

です。1997 年から 15 年近く経営系社会人

大学院に務め、顧客満足度調査などの主観

的概念測定に関する質問票設計と、その共

分散構造モデルに基づく分析などの授業

も担当しました。社会人大学院生が行う調

査設計と分析を四苦八苦しながら指導し

ました。 

 新情報センターは、調査業界のリーダー

として、客観的事実のみならず主観的事実

すなわち意識調査においても、50 年の長き

にわたり専門性の高い業務を積み重ねら

れました。本誌のような研究活動を続けら

れてきたこと、これらがセンターの調査実

務専門家と学の専門家と連携との弛まな

い努力の下で行われたであろうことは誰

もが推察できることです。この歴史的積み

重ねに一統計家として心から敬意を表し

ます。 

 

２．統計数理研究所の設立 

 統数研は 1944 年６月３日勅令 385 号統

計数理研究所官制の交付をもって、「統計

数学を中心とする統計科学に関する研究

所」として同６月５日に文部省直轄研究所

として設置されました。サイパン島へのア

メリカ軍上陸直前、東条内閣末期のことで

す。当時の共同通信学術欄を引用すると

「決戦時軍事上、生産あるいは国防計画に

おいて統計処理の重要性に鑑み、文部省で

は新たに統計数理研究所を設立すること

になり、(中略)、今後その機能を拡充し、我

が国における確率に関する数理、応用の総

合的中核機関としてその機能を発揮する

ことになった。敵米国では今次の戦争を

『数学戦』または『物理戦』と称し科学研
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究動員の重要な一環として、統計数学者の

組織的動員を行っており、(中略)研究所設

置と共に、所員を陸海軍嘱託とし、作戦の

実際面に活躍せしめる方針である。」とさ

れています。発足当時は、理論研究部１課

（確率論など）と応用研究部４課（応用統

計、図表学、数値解析、調和解析）からな

り、時局からして調査の科学という側面は

ありませんでした。共同通信の記事にある

ように、標本調査論のパイオニアでもある

UC Berkley の Neyman 教授も、戦時中は連

合軍のオペレーションズリサーチを行っ

ていました。現在は、軍事研究は、我が国

研究者は行うべきではないということが

通念ですが、戦時下の研究者の役割が大変

厳しいものであったことは、辛いことです

が理解されます。 

 統数研は、終戦後連合軍総司令部による

民主化における統計重視の方針を受け、制

度改革を行うと共に発展することになり

ます。1946 年には、理論研究部が基礎理論

研究部に、応用研究部は自然科学研究部に

改組されます。その際、第３の研究部とし

て社会科学研究部３課が大蔵省別館に新

設され、増山元三郎先生、坂元平八先生が、

「預金勘定の調査」を行ったとのことです。

これまでの数学者を主体する理論研究と

経済学者を中心とする実地調査研究とを

融合させる場としての研究所活動が始ま

りました。 

 

３．日本の公的統計の再建 

 時を同じくして、戦争中ひどく破壊され

た日本の公的統計を再建すべく、アメリカ

統計学会長を 1933 年に務め米国の公的統

計制度の指導的地位にあった Stuart Rice博

士を団長とする、通称「ライス統計使節団」

が来日されました。内閣統計委員会委員長

を務めた大内兵衛教授と協力して統計制

度復興が進みました。使節団には、標本調

査論の専門家であり、1940 年の米国国勢調

査に一部標本抽出を導入した Edward 

Deming 博士も属されていました。総務省統

計局図書館には、国勢調査に関わる資料と

して Deming 博士の 1940 年センサス実施の

ために書かれたレポートの日本語訳が所

蔵されています。Deming 博士は、実際 1946

年に統数研で標本調査の講義を行い、所員

の国際学会論文投稿を支援すると共に、我

が国公的統計への標本調査定着に尽力し

ます。「データの科学」を提唱され数量化理

論を開発され、戦後の我が国調査科学を牽

引した林知己夫第 7 代所長が入所されたの

はこの頃です。翌 1947 年には所員 13 名、

助手 17 名に増員され、付属統計技術員養

成所が設置され、地方公共団体などの統計

調査実務を指導する統計主事などの養成

が、行革が推進される 1985 年まで続きま

した。 

Rice 博士や Deming 博士は、国連統計委

員会の設立にも尽力され、大戦後世界の公

的統計制度の立ち上げにも寄与しました。

Deming 博士は、1948 年８月末から９月に

開催された国連統計委員会統計的サンプ

リング小委員会にも出席され、「標本調査

の準備」という国連統計の調査技術に関す

る第一号レポートの発行にも関係します。

この委員会はインド統計研究所長の

Mahalanobis, P.C.教授を委員長とし、近代

数理統計学の創成者 Fisher, R.A.教授、

Fisher の高弟である Yates, F.博士、パリ大

学教授で数理統計学の Darmois, G.教授、そ

して Deming 博士の５名からなります。 

 

４．統計的品質管理の勃興 

 Deming 博士は 1950 年６月日本科学技術
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連盟の招待で来日され、統計的品質管理に

ついて我が国産業界に対して体系的講義

を行ったのは歴史的にも有名です。この講

義録の収入と共に Deming 博士の標本調査

論の教科書の印税を基金にデミング賞が

我が国に創設されました。1951 年９月の第

１回デミング賞は、Deming 博士の手で増山

元三郎先生に授与されます。1951 年には、

日本独自の「計画・実施・チェック・アク

ション」のサイクル、海外で PDCA サイク

ルと呼ばれるようになった品質マネジメ

ントのサイクルが 1951 年に提唱され、日

本流統計的品質管理活動が勃興し、戦後産

業復興を支えます。デミング賞委員会初代

委員長は石川一郎初代経済団体連合会会

長が務められましたが、幹事長は当時内閣

統計委員会事務局にいらした後藤正夫先

生（後に、行政管理庁統計基準局長、大分

大学学長、法務大臣）が務められました。

後藤先生ご自身も 1952 年には品質管理研

究グループの一員として Deming 賞を受賞

されます。1954 年に創設され、文献の

Deming 賞と考えられている日経品質管理

文献賞の初代審査委員長は、当時内閣統計

委員会事務局長だった美濃部亮吉先生（後

に、東京都知事）が務められました。戦後

が民主化と産業復興を目指し、その担い手

としての調査統計と統計的品質管理の距

離が極めて近い時期であったことも良く

分かります。 

 

５．調査の科学からデータサイエンスへ 

 調査手法・統計手法の開発と共に国民性

の解明をめざし、統数研が 1953 年に開始

し、今日まで５年に１回実施している「日

本人の国民性調査」はまさに戦後日本を象

徴する事業でした。新情報センターには、

「第 12 次日本人の国民性調査」をはじめ、

複数の「国民性の国際比較調査」に協力い

ただいたことに感謝しなければなりませ

ん。 

 1954 年には内閣統計委員会委員長で戦

後の公的統計制度確立に大内兵衛教授の

功績を称えて大内賞も創設されました。林

知己夫先生は、数量化の理論と応用などが

評価され 1955 年の第２回大内賞を受賞さ

れています。こうした中、既に述べたよう

に林先生が、調査の科学を超えてデータの

科学という概念を提唱されました。1995 年

には世界に先駆けて、Data Science の名を

冠した国際学会を我が国で開催するなど

指導的役割を国内外で果たされたのです。 

 

６．今後の展望 

 データ駆動型時代へ世界が突入し、数

理・データサイエンス・AI を我が国産業競

争力の要としようという国策が模索され

る時代になっています。新たな産業はデー

タをオイルとして勃興するということは

よく言われていますが、一強力な影響力を

有する社会への情報発信手段を企業だけ

ではなく市民一人ひとりが保有する時代、

情報の生産手段を全市民が獲得し、市民が

加工した情報がネット上で瞬時にして共

有可能な時代になりました。言葉は選ぶべ

きかもしれませんが、「情報共産主義」と呼

ぶべき社会が到来しているように思えま

す。この時代の大変革の中で、情報の量で

はなく、質を問い、多様性はあるが質の高

い信頼できる情報の提供によって、市民の

理性的判断が可能となる社会情報制度を

設計しなければなりません。これまで質の

高い調査情報収集・分析に寄与してきた新

情報センターをはじめとする産官の組織

とデータの科学を支えてきた学とが、連携

し着実に社会の流れとしなければならな
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いと考えます。 

 統数研の調査科学研究グループは、2011

年調査科学 NOE(Network Of Excel-lence)と

いう活動を開始し、調査科学の学の連携を

進めて参りました。この種の連携活動を拡

張し、民主主義の基盤としての市民の声を

偏りなく収集する新たなシステムとそれ

を支える統計科学を産官学のネットワー

クで構築すべきではないかと考える今日

この頃です。新情報センターと調査業界が、

この変革期に指導的役割を果たし、社会に

信頼される組織として、データ駆動時代の

中で益々発展することを祈念いたします。 
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