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人ロセンサスの方法転換問題と『EC：Redfern報告』（その1）

一伝統型人ロセンサスの社会的限界一

濱　砂敬郎

　三

人ロセンサスにおける方法転換問題と『EC：

Redfern報告』の意義

　1980年代から1990年代にかけて、危機i的状況

に直面した先進主要国の人ロセンサスは、21世

紀を迎えて、大きな転換点を迎えている1）。

　すでに1970年人ロセンサスにおいて調査拒否

運動が発生したイギリスの2001年人ロセンサス

では、91年センサスにおいて顕在化した過小把

握問題にたいして、本格的な対応措置を迫られ

た。そして、2011年センサスに向けて、センサ

ス方法の基本的改変（＝「被調査者追跡システ

ム（Form　Tracking　System2））」の導入）が

計画されている3）。2000年4月のアメリカ人ロ

センサスでは、それまで低下傾向にあった回答

率（第1次調査）が、1990年センサスよりも上

昇し、センサスの「成功」が喧伝されたが、セ

ンサス経費の高騰によって、2010年センサスに

向けて、イギリスと同様な調査様式の変革が進

められている4）。フランスでは、とくに大都市

部における調査環境の悪化とセンサス経費の増

加によって、1999年人ロセンサスが困難に見舞

われたために、2007年に予定されているつぎの

人ロセンサスからは、全数調査法が断念されざ

るを得ない事態となり、調査様式の実験・企画

を終えた輪番型人ロセンサスが開始されてい

る5）。

　他方、デンマークでは、すでに1980年センサ

スにおいて、それまでの調査様式から完全に行

政登録簿（Administerative　Register　or　Re－

cord）に基礎をおく統計登録簿二人ロセンサ

スに移行し、スウェーデンでも、行政登録簿1青

報を、簡略な全数調査によって補完する統計登

録簿型の人ロセンサスへの転換が進められてき

ている。北欧諸国だけなく、1981年・83年に人

ロセンサスが全国的な反対運動によって中止さ

れたオランダやドイツでも、調査型センサスか

ら登録簿型センサスへの移行が実現ないしは試

みられている6）。

　ところで、人ロセンサスの「方法転換」問題が、

先進主要国に共通する社会的な統計現象として、

国際的に統計関係者の意識に登り、方法転換に

向けての組織的な統計実践が開始された転回点

を、われわれは、Philip　Redfernの『Studie

ueber　die　Zukunft　der　Volkszaehlung：A1－

ternative　Ansaetze』（1983～86年、下記註参

照、本稿では、1986年版を『Redfern報告』と

略称し、同報告からの引用は、本文中に（S．×

×）で注記する）に遡及することができる。

『Redfern報告』は、　EC共同体統計局が、1983

年にイギリスの政府統計家Philip　Redfernに

委託した「15力国の人口・住宅センサスにおけ

る最近の経験と将来計画にかんする調査研究」

一19一



経済学研究第71巻第5・6号

（S．4）の報告書であって、EC統計局は、本調

査研究を、「各国における異なる統計の伝統と

基盤（Traditionen　und　Infrastruktur6n）を考

慮すると、共同体全体について統一的な人ロセ

ンサスの方法は考えることができない」が、

「各国の経験にかんする情報交換の手段を設定

し、代替方法にかんする議論を促進するために」

提起している（S．7～S．8）。

　周知のように、「人ロセンサスは一国の最も

重要な富（Reichtum）である人口の在り高把握」

であって、センサス統計の主要な作成様式は全

数調査型の人ロセンサスである（S．5～S．6）。

しかし、『Redfern報告』は、それを伝統型人

三三ンサス（Herkommliche　Volkszahlung，

Conventional　population　Census）と呼称し、

全数調査型センサスが危機的な状況を迎えてい

ることを、つぎのように表現している。

　「調査対象国における1980年ラウンド人ロセ

ンサスの最も大きな問題は、純粋に技術的なそ

れではなく、機構・体制（：Logistik）と社会的な

受容関係（Public　Relation）にかかわっている。

多くの国では、適切な資質をそなえるセンサス

スタッフを十分組織することと市町村の密接な

協力を得ることに困難が存在した。いくつかの

国では、事前に実施計画に十分に時間がとられ

なかったことと、資金が不足したことによって、

センサスの成果が倭小化されている」（S．86）。

　「多くの国（11力国）では、伝統型センサスが

実施された」。「それを実施した国は、技術的と

言うよりは、組織、人員および経費にかかわる

機構・体制（Logische　Art）的な基本的な問題

を抱えている」（S．4）。それは、「とくにオラン

ダとドイツの人口・住宅センサス問題によって、

劇的に確証される」（S．7）。

　さらに、『Redfern報告』は、センサス経費

の肥大化と社会的な受容度の低下とともに、現

代的な人ロセンサスの動向を規定する「新しい

問題状況」として、「行政登録簿の広範な利用」

を指摘する（S．4）。行政登録簿が人ロセンサス

の主要なデータソースとして利用されるために

は、登録簿情報の技術的組織的な標準化と統合

化が必要であって、それは、政府省庁における

膨大な個人情報の集積と、電子データ処理によ

る行政情報システムの自動化によって進展する。

そして、調査型人ロセンサスの危機的な状況を

背景として、北欧諸国の統計登録簿型センサス

が各国の統計関係者の注目を集め、二丁センサ

スの一つの有力な転換方向として公認を受けて

いる（S．8）。全数調査型センサスと統計登録簿

型センサスが、それぞれ伝統型センサスと行政

登録簿型センサス（Zaehlung　anhand　von

Verwaltungasufzeichnungen）と命名を受け、

それが先進主要国の統計関係者のなかに定着し

ていることは、人ロセンサスにおける方法転換

問題の拡がりを反映している7）。

　つぎに、問題認識の深刻さと大きさは、

『Redfern報告』に二つのセンサス様式の全面

的な考察に向かわせている。

　『Redfern報告』は、第1に「（センサス）経

費と国民の態度（市民のセンサスにたいする受

容度）」の観点から、調査型門門センサスの

「長所と短所」を考察する。考察の論点は、1）

伝統型人三門ンサスの基本的な特徴と必要性、

2）その技術的な制約と経済的社会的な制約、

3）センサス個票の行政目的利用、4）行政記

録資料による全数調査型センサスの支援機能、

5）標本調査による人二丁ンサスの支援・補完

機能とその代替可能性と、これまでの調査型セ

ンサスのすべての局面にわたっている。

　第2に『Redfern報告』は、①行政登録簿が、
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各国の人ロセンサスにおいて広範に利用されて

いることを指摘し、②行政登録簿システムを統

合型と分散型に区別することによって、③行政

登録簿システムの統合化と統計登録簿型人ロセ

ンサスの技術的組織的な関連性について考察す

る。それは、行政登録簿システムの統合化が、

センサス目的を実現する統計システムのために

進められるのではなく、公共行政システムの政

治制度的な課題であることから、行政登録簿型

センサスの政治的な性格にまで及んでいる。

　第3に、『Redfern報告』は、行政登録簿シ

ステムが政治制度的な要因によって規定され、

また統計登録簿型センサスへの新しい移行国が

存在しないことから、方法転換問題にたいして、

今日的な状況から見ると、「保守的」な結論を

下している。しかし、それだけに、『Redfern

報告』は、統計登録簿型人ロセンサスへの移行

を積極的に肯定しないで、その「長所と短所」

を批判的に分析することによって、センサス目

的とセンサス統計の情報性格にかかわる新しい

論点を捉えている（S．4～S．8）。

　このように、『Redfern報告』は、全数調査

型人ロセンサスの危機的な状況と統計登録簿型

センサスの展開状況を踏まえて、二つの人ロセ

ンサスの方法様式が成立する技術的組織的な条

件と社会的制度的な条件に正面から総体的にア

プローチしている。そのために『Redfern報告』

は、人ロセンサスの現代的な社会的適合性と

「方法転換」の方向性を考察する統計研究にとっ

ては、好個の素材を提供している。そして、統

計調査と行政登録簿が統計情報の異質な獲i得様

式であることから、両者の比較分析は、統計研

究に、これまでとは異なる新しい観点から、統

計目的と統計情報の基本的な問題点を洞察する

ことを迫っている。

註

　Philip　Redfern著『Studie　ueber　die

Zukunft　der　Volkszaehlung：Alternative　An－

saetze』は、1983年、1985年と1986年に、英語

版、フランス語版とドイツ語版で刊行されてい

る。刊行年をとって、それぞれ『83年報告』『85

年報告』および『Redfern報告』と略称すると、

年を経るほどに報告書の調査対象国が6力国か

ら8力国、さらには15力国と増え、また論点と

論述が拡げられ、かつ整えられている。『Red－

fern報告』の概要を知る手がかりとして、『83

年報告』と『Redfern報告』の章別編成および

三章ごとの二二を紹介しておこう（別表1参照）。

　章別編成の比較によって、『83年版報告』で

は第V章の章題に窺うことができるように、調

査型センサスから登録簿型センサスへ移行する

方向性が肯定的に捉えられているが、『Redfern

報告』では、その方向性は影を潜め、両者は併

行する独立のセンサス様式として、それぞれの

「長所と短所」が考察されることによって、両

者の比較に重点が移っている。

　つぎに、全数調査型センサスにかんする章の

七言を対照してみよう。ここでは、『Redfern

報告』が『83年版報告』を基点としながらも、

センサスの対象規定、把握事項と情報獲得過程

の全局面について、登録簿型センサスとの比較

考察を行うことによって、調査二人ロセンサス

の特徴（長所と短所）が反射的に浮き彫りされ

る様相を、論点と論述の拡張によって確認する

ことができよう。

　最後に、登録簿型センサスにかんする二二の

対照によっても、『Redfern報告』において考

察の論理展開が系統性を高め、論点が包括的に

拡がっていることは明らかであろう。それは、

『Redfern報告』では、行政登録簿型センサス
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への移行について悲観的な見通しに傾斜すると

ともに、同型センサスの肯定的な側面と否定的

な側面を把握する洞察が深まっていることを物

語っている。

　　　　　　　　別表1『EC：Redfern報告』の1983年版と1986年版の章・節目次比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）報告全体の章編成の比較

『83年版報告』の章編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『Redfern…報告』（86年版）章編成

　要約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要約

第1章序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1章序
第H章　伝統型人ロセンサス　　　　　　　　　　　　　　　　第H章　伝統球人ロセンサス：長所と短所

第皿章　標本調査の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　第皿章　伝統前人貸地ンサス：15力国の比較と行政登録簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型センサスとの比較

第IV章　行政登録簿型センサス

第V章　行政登録簿型センサスへの第1歩

第VI章　結論

　　　　文献目録

付　録：調査対象6国における人ロセンサス

　（デンマーク、仏国、西独、オランダ、スウェーデン、英

　国）

第IV章　標本調査の目的

第V章　行政登録簿型センサス

第VI章　行政登録簿を改良するための行政的政治的根拠

第珈章　要約

　　　　文献目録

付　録：各国における人日センサス

　（ベルギー、カナダ、デンマーク、仏国、西独、ギリシャ、

　アイルランド、伊国、ルクセンブルク、オランダ、ポル

　トガル、スペイン、スウェーデン、英国、米国）

第H章伝統型人ロセンサス
　2．1　センサスの特徴

　2．2　センサスの必要性

　2，3　伝統型センサスの技術的な制約

　2．4　伝統型センサスの経費

　2．5　輪番センサス（ローリングセンサス）？

　2．6　伝統型センサスにたいする国民の態度

　2．7　センサスにおける氏名の使用

　2．8住民登録簿を訂正するためのセンサスデータの利用

　2．9　データ保護のための法律

　2．10センサスにおける地方機関の役割

　2．11広報と国民の世論育成

（2）全数調査型人ロセンサスにかんする章・命題の対照

　　　　　　　　　　　　　第Il章　伝統型人払センサス

　　　　　　　　　　　　　　2．1センサスの特徴

　　　　　　　　　　　　　　2．2　センサスの必要性
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長所と短所

伝統型センサスの技術的な制約

伝統型センサスの経費

輪番センサス（ローリングセンサス）？

伝統型センサスにたいする国民の態度

センサスにおける氏名の使用

住民登録簿を訂正するためのセンサスデータの利用

広報

第皿章　伝統型地雨センサス：15力国の比較と行政登録簿

　　　　ベースセンサスとの比較

　3．1　第皿章の目標設定

　3．2　人寄センサスの調査対象

　3．3　世帯の定義方法　居住単位の定義

　3．4　データ収集局面での標本抽出方法

　3．5　郵送法による人ロセンサス

　3．6住民登録簿の様式化されたデータ

　3．7把握度を改善するプログラム

3．8人ロセンサスの実査一市町村の役割

　3．9人ロセンサスの調査事項

　3．10人口学的課題

　3．11世帯の構成

　3．12職業

　3．13通勤・通学方法
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3．14センサスのいくつかの困難な課題

3．15人種、言語、宗教

3．16結婚と出産

3．17教育と再教育

3．18心身障害

3。19住宅事情

3．20地理学的補助方法

3．21人ロセンサスデータの処理

3．22人二心ンサスの把握度と精度の測定

3．23センサス結果の調整i（Angleichung）

3．24ミクロデータの公開

3．25伝統型センサスを支援するための行政資料の利用

（3）行政登録簿型人ロセンサスにかんする章・節題の対照

第IV章　行政登録簿型センサス

　4．1行政登録簿型センサスの基本特徴

　4．2行政登録簿システムにおける単位としての世帯

　4．3　個人記録

　4．4　建物・住宅単位の記録

　4．5行政登録簿システムの他の記録

　4，6　データ連結の可能性

　4．7行政登録簿型センサスの長所と短所

　4．8　行政登録簿の記録の範囲と精度

4．9行政登録簿システムの導入にたいする国民の態度

　4．10住民登録簿と個人識別番号制の導入にたいする国民

　　　の態度

第V章　行政登録簿型センサスへの第1歩

　5．1二つの問題

　5．2行政登録簿型センサスへの漸進的な移行

　5．3　完全な住民登録簿と個人識別番号制が存在しないも

　　　とでの行政登録簿型センサス

第V章　行政登録簿型センサス

　5．1行政登録簿型センサスの基本特徴

　5．2行政登録簿システムにおける単位としての世帯

　5．3　各国における行政登録簿の多様性

　5．4行政登録簿の未統合システム

　5．5行政登録簿の統合システム

　5．6　デンマークとスウェーデンにおけるセンサス

　5．7　行政登録簿型センサスめ長所

　5．8　行政登録簿型センサスの短所とその導入における障害

　5．9行政登録簿型センサスに典型的な短所

　5．10行政登録簿が未統合な国において登録簿型センサス

　　　は実施可能か？

　5．11住民登録簿と個人識別番号制：国別比較

　5。12スカンジナビア諸国以外における行政登録簿型セン

　　　サスの展望

　5．13住民登録簿データの精度

　5．14制度的法律的な基本条件一デンマークの例

　5．15（1）政府から独立した統計官庁？

　5．16（2）統計目的の行政データの獲得

　5．17（3）データ保護法

　5，18行政登録簿型センサスの導入にたいする国民の態度

第VI章　行政登録簿を改良するための行政的政治的根拠

第1節　伝統型人ロセンサスにおける調査方法

　　　　　の「改善措置」

　『Redfern報告』は、第H章「伝統的な人ロ

センサス：長所と短所」（S．10～S．22）と第皿

章「伝統的な人ロセンサス：15力国の比較と行

政登録簿型センサスとの比較」（S．23～S．51）に

おいて、全数調査型人ロセンサスの経済的社会

的な側面と情報的技術的な側面を全面的に考察

する。論題が示すように、第IH章はもとより、

第H章においても、それが行政登録簿型のセン

サスとの比較においてなされていることから、

これまでそれほど意識されてこなかった人ロセ

ンサスの特徴が明らかにされている。考察の主

要な論点は、（1）伝統型センサスの技術的な制

約と社会的な限界（第H章）、（2）伝統型セン

サスと登録簿型センサスにおけるセンサス事項

の把握度（第皿章）、および（3）伝統型人ロセ
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ンサスにおける調査方法の「改善措置」（第IH

章）に括ることができる。論点（2）は、次回

『人ロセンサスの「方法転換」問題と『EC：

Redfern報告』（その2）一行政登録簿型人ロ

センサスの情報的技術的な成立条件一』におい

て考察し、本稿では、論点（3）から論点（1）

の順序（それぞれ本節と第2節）に論述を進め

る。それは、センサス方法の改善措置のなかに

は、伝統型センサスの社会的な限界が具体的に

表出しており、センサス事項の把握度は、二つ

のセンサス様式の情報技術的な問題点を分析す

る素材を提供しているからである。

　　　　＊　　　　　　　＊　　　　　　　＊

　人ロセンサスは、「政府統計において最も古

くて重要な地位」を占め、「200年の発展のなか

で、社会と技術の激変にたいして、技術的には

多くの変化する課題に対応してきている」（S．5

～S．6）。人ロセンサスの社会経済的な調査環境

に対応する技術的組織的な措置は、今日も続け

られている統計政策の今日的な課題であって、

『Redfern報告』が、伝統型センサスにおける

調査方法の改善措置を余すところなく捉えてい

るために、それには人ロセンサスの社会経済的

な動因であるセンサス経費の肥大化現象と社会

的な受容度の低下傾向が投影している。ここで

は、人ロセンサスの将来方向について示唆をえ

るために、論点ごとに紹介しておこう。

　（1）調査経費と回答負担を軽減するための改

　　　善措置＝標本票（詳細票）の採用、郵送

　　　調査法の採用とセンサス調査票への住民

　　　登録簿データの事前記入（印刷）

　アメリカとカナダでは、人ロセンサスに標本

調査を併用し、センサス票を全数調査用の基本

票（begrenzter　Fragensatz，　short　form）と標

本調査用の詳細票（Voller　Fragensatz，　long

form）に区分することによって、大きな「セ

ンサス経費の節約と（国民の）負担の軽減」が

はかられている（それは、イギリスの61年・66

年センサスとドイツの70年センサスでも実施）。

　しかし、標本抽出が実査の局面で行われ、標

本誤差の管理と標本抽出の方法手続きが容易で

ないことから、センサス時点以前に、世帯・居

住単位の抽出フレーム（配送一覧表の作成）を

十分に精密化することと、標本世帯を抽出する

「方法規則を厳密に定式化すること」が必要で

ある。したがって、「欧州では、この様式は一

般的でなく、イギリスの61年センサスでは、調

査票の配布において混乱が引き起こされ、66年

センサスでは、センサス部局が、事前に抽出フ

レーム（10分の1）を作成したが、誤差が抽出

フレームの欠陥によって発生したために、その

後のセンサスでは、この様式は使用されていな

い」。それは、ドイツの70年センサス（抽出単

位は調査区：2年前の住宅センサスで抽出枠設

定）、フランスの75年・82年センサスとギリシャ

の71年センサス（補足調査：女性について結婚

と出産）でも採用されたが、調査事項の減少が

その有効性を低下させている（ドイツの87年セ

ンサスでは採用なし）（S．26～S．27）。

　もともと人ロセンサスの調査事項が、「国民

のあらゆる階層によって容易かつ信頼性をもっ

て回答される」基本的な事項に限定されており、

さらにセンサス経費を節減し、調査型センサス

の社会的な受容度を確保するために調査事項の

縮減が進められていることを考慮すると、基本

票と詳細票を併用する人ロセンサスは、人口学

的社会経済的なセンサス事項にかんする全数調

査から、詳細票の調査事項を別の分離された標

本調査に委ねることによって、人ロセンサスの
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調査事項を基本的なセンサス事項（人口学的指

標）に限定する全数調査へと転換していく過度

的な様式と位置づけることができよう。

　人ロセンサスの経費のなかで、最も大きな経

費項目は、実査経費、とくに調査員経費であっ

て、それを、技術的に最も節減する調査方法は、

郵送調査法であろう。また、郵送調査法は、被

調査者が回答内容を調査員に知られる心理的な

負担を回避するための「秘密保護」措置でもあ

る。　『Redfern報告』によると、返送率の不十

分さと再調査に要する経費が、調査員調査（巡

回調査と審査）と対照される郵送調査の問題点

であって、郵送調査法の採用を「考慮する国と

疑問視する国」に分かれている。北アメリカで

は、郵送調査法が一般的に採用され、その問題

点を克服するために、アメリカでは、調査対象

二二（送付一覧表）の作成に「長い時間と経費」

がかけられ、カナダでは、郵送法（返送）が都

市部においてだけ適用されている。欧州では、

スウェーデンの1975年センサスが、送付一覧表

を住民登録簿によって作成することによって、

「成功」を収めている（返送率95％以上）（S．27）。

　したがって、郵送調査法の適否については、

センサス経費の節減だけでなく、調査員実査の

限界や調査型センサスの変容方向（上述の基本

事項限定型センサスや行政登録簿型センサスを

支援する補足的な全数調査）とあわせて考察さ

れるべきであろう。

　『Redfern報告』は、調査型センサスにおけ

る行政登録簿データが広範に利用されているこ

とを紹介している。実査以前に、行政登録簿の

記載事項を調査票に（記入）印刷する措置も、

その一形態であって、スウェーデンの75年以降

のセンサスでは、住民登録簿の氏名、住所と個

人識別番号（PIN）が調査票に事前に印刷され

ることによって、被調査者は、「それを点検・

訂正することだけ」が求められ、さらには「調

査票へのデータ入力が簡便になっている」。ま

たベルギーの81年センサスでは、住民登録簿の

住所と基本情報（氏名、性別、出生日、国籍、

家族状況、世帯主との関係）がセンサス票に事

前に印刷されている（S．28）。もちろん、「この

ような方法の有効性は、住民登録簿の精度と更

新度に依存する」（S．28）が、調査型センサスか

ら登録簿型センサスへの移行形態が垣間見られ

ることは、興味深い。

　（2）人ロ過少把握問題に対応するための措置：

　　　センサスの把握度を改善するプログラム、

　　　および把握度と精度の測定

　人ロセンサスの実査方法として、（とくに回

収度に）問題点が多い郵送調査法を採用してい

る北アメリカでは、「センサスの把握度を改善

するために、本調査を補完する精密なプログラ

ム」が開発されている。

　アメリカとカナダの1980年センサスでは、①

実査前の対象者表と郵便台帳との比較（とくに

米国では、対象者表作成の重要な要素）、②被

調査者の一覧表と行政登録簿の比較・再調査

（登録簿記載者で未調査者の再調査）および③

空き家の再調査による居住者数の把握が行われ

たが、とくに②の追跡調査は、「重要な少数者

層が居住する地域に適用されている（入国・国

籍取得・運転免許登録簿の利用）」。

　『Redfern報告』は、さらに「他の多くの国

でも、行政記録との比較が国勢調査の基本的な

要素になっている」と指摘し、「欧州のいくつ

かの国では、調査漏れを防ぐために、調査済み

の個人・世帯を住民登録簿と比較することによっ

て、再調査を実施し、また常住者と接触できな
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いときには、住民登録簿その他の情報源から記

入する」措置がとられていることを紹介してい

る。例えば、「ルクセンブルクの81年センサス

では、調査結果が期待値を下回るときには、既

調査者一覧表と租税台帳・住民登録簿の比較に

よって、過少把握が調整されている」。また常

住地主義国（ベルギー、カナダ、ルクセンブル

ク）のセンサスでは、現住者についての常住地

調査が実施されたことが報告されている（S．28

～S．29）。

　このような把握度を改善する措置の多様さは、

一方では、調査型センサスにおける過少把握問

題の広範さを、他方では、行政登録簿にたいす

る依存度の高まりを物語っている。

　つぎに、人ロセンサスの把握度の測定は、セ

ンサスが全数調査様式によって行われるだけに、

センサスの基本原則にかかわる論点である。

『Redfern報告』によると、「人ロセンサス（調

査型センサス…筆者注）そのものが精度が高い

センサス方法であるから、精度の測定方法を開

発することは、一つの挑戦的な課題であって、

ごく少数の国だけが、センサスの純誤差が一定

の程度を越えるときにだけ、測定の可能性を主

張することができる」と。

　他方、調査型センサスにたいする社会的な受

容度の低下は、センサスの実査環境を悪化させ

ることによって、センサスの把握度と精度にか

かわる問題点を統計関係者の意識に広範にのぼ

らせている。「把握度問題は、国々によってき

わめて区々である」が、『Redfern報告』は、

1990年および2000年センサスにおいて政治問題

化する過少把握・過剰把握問題を、すでに、つ

ぎのように明確に捉えている。

　「過少把握は、接触が難しい社会階層、すな

わち良好でない社会的条件にある生活者層ない

しは非協力者層（例：若い流動層、人種的弱者

層、移民者、過剰人口の都市での高密度地区居

住者）において発生する。過剰把握は、常住地

として複数の住所で把握される者（外国常住者

で国内常住者として把握される者も）において

存在する。それは、個入の常住地の確認が不明

確であるときに発生する」（S．45）。

　このように、把握度問題が、調査対象国の社

会経済的な条件に起因するために、把握度の測

定方法も、人ロセンサスをめぐる社会的制度的

な条件によって異なっている。

　スウェーデンやベルギーでは、「精度の高い

住民登録簿が存在し、それをセンサスにおいて

高度に利用できるために、把握誤差は無視でき

るほどにきわめて小さい」。しかし、そのよう

な国は、「ごく少数」であって、「多くの国は、

この前提に立つことができない」。

　つぎに、「多くの国において、個人と住宅状

況にかんする回答の精度を検証するための標本

調査」が実施され、調査結果は、就業や部屋数

のような回答に相当の誤差が発生したことを示

している（S．47～S．48）。しかし、「本法の長所

は、良質のセンサススタッフが投入できること

であるが、本調査時の困難が事後調査でも発生

したために、調査漏れの程度は低く把握され、

満足できる結果を示す国は、ギリシャとイギリ

スだけであった（両国ともセンサス期日の不在

者だけを調査）」（S．45）。

　アメリカでは、社会的な少数者層において相

当な過少把握が存在することから、本調査その

ものの把握度を改善する方法プログラムと同様

に、過少把握の測定にも精力的であって、いろ

いろな測定方法が適用されている。第1の方法

は、80年センサスの総過剰把握人口を推定する

ために、センサスと月次人口経常調査の結果を
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後者の標本世帯について対照する比較調査であ

る。それは、デスクワークによって、完全に対

照することができないから（ほぼ5例に1件が

比較不能）、センサス期日の常住地を確定する

ために、新規の再調査が行われている。センサ

スの重複把握数を測定するためには、事後の再

調査（標本調査：他の箇所での被調査の有無を

点検）とデスク審査による点検も実施されてい

る。また、ニューヨークでは、「行政記録の氏

名とセンサス記録を比較する画期的な方法」が

適用されたが、「地域居住者表の17％の者が、

センサスで把握されたか否かを確認することが

できず、その解釈に困難がともなった（その数

は、センサスの未把握者数と同一かそれ以上）」。

さらに、「センサス値（全国レベルの性別人口

数等）と他のデータソースからの推定値（自然・

社会動態記録、健康保険記録、過去のセンサス）

を比較する」「人口分析の方法」がマクロ的な

方法としては重要であって、「とくに異動統計

（不法入国者数）と過去のセンサス値の精度に

は不確実性」があると報告されている（S．46～

S．47）。

　カナダでは、総過少把握を推定するために、

遡及調査法（RRC：Reverse　Record　Check）が

考案されている。それは「現行センサスが把握

した者」と「前回のセンサスが把握し、それを

出生、移入にかんする行政記録によって補完す

る対象者一覧表」を比較することによって、

「対象者一覧表の住所とセンサス時点の住所」

の異動を確認する方法である（S．46）。

　イギリスとフランスでは、標本調査とは

「全く異なる総過剰把握の方法」が適用されて

いる。それは、一定の出生日の個人について、

センサス票を中央住民登録簿（出生登録簿のこ

とか…筆者注）と比較することによって、重複

申告者のセンサス票を確認している（医療的な

縦断面調査（Longitudinal　Study／Langsschn

itterhebung）と人ロパネル調査（Panel

demographique））（S．46）。

　（3）センサスデータの処理方法の改善、ミク

　　　ロデータの公開、および人ロセンサス値

　　　の調整

　『Redfern報告』は、調査型センサスの最も

進歩的な側面として、センサス票の加工処理行

程（整理・集計・製表）における「技術革新」

を指摘する。なかでも、近年の「光学読み取り

装置」の開発は、センサス経費（とくにデータ

入力経費と労力）を大きく節減させている。

　「ドイツの1970年センサスとスウェーデンの

75年センサスに採用された光学式読み取り装置

は、被調査者の記入事項だけでなく、コード化

担当職員の定式化記号をも読込むこと」ができ、

フランスで開発されたCOLIBRIシステムは、

後続のコごド化・製表・精度管理と連結するシ

ステム」であって、75年センサスで採用され、

82年センサスでは、標本世帯（25％）にかんす

るすべての変数が入力されている。そして、単

純な変数については製表管理まで、複合的かつ

相互連関する個人の就業変数（企業名、勤務先

事業所、産業部門、就業状態）については、入

力されている詳細な記録の精密なコード化手続

きまで、別の登録簿に記載されている事業所

（住所、経済部門、事業所規模、経済部門別従

業員数、職種、地理的な所在地（市町村、区、

街路））については、回答の入力までもが機械

化されている。このようなシステムは、スウェー

デン（75年センサス）やイタリア（81年）でも

導入され、精密な統一的なコード化と経費節約

がもたらされている（S．43～S．44）。
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　しかし、プログラム開発経費に相当の資金が

必要であって、調査個票の情報が特殊的である

ために、データ処理システムの開発と導入は順

調に進展したとは言えない。アメリカセンサス

局が構i築したFODIC装置（入力用光学フイル

ム感性装置）は、マイクロフィルム化された調

査票を読み取ることができ、カナダの1971年・

76年センサスにも導入されたが、81年センサス

では、再びキー入力に戻っている。また、71年

のオランダセンサスでは、「印刷行程において、

読み取りの誤作動が検出され、1年以上公表が

遅延されている（S．42～S．43）」。

　また、「不統一・不完全な回答についても、

機i械的に整理するHot－Deck法が採用され、多

くの国で導入され、整理手続きの速度、経費、

整合度の向上がはかられたが、とくにコード化

が困難な標識（経済部門や職種）については、

全数集計がなされなかった国もある。そのため

に、第1次集計値ないしは暫定値が標本抽出集

計によって算定され、標本誤差が負荷された

（ベルギー、アイルランド、イタリアとポルト

ガル）」。

　他方、「データ処理計画の策定とそのための

試験操作が早期かつ適切に考慮されなかった」

センサス（イギリス71年、ベルギー81年）と、

「財政困難がともなった」センサス（ベルギー、

ギリシャ、アイルランドの81年センサス、アメ

リカ80年センサス）では、センサス結果の利用

や公表が遅れた「苦い経験」も報告されている

（S．44）。

　センサスにおける調査結果の公表方法は、

『Redfern報告』の課題ではないが、ミクロデー

タの公開は、センサス利用者の需要が大きいだ

けに、センサスの「秘密保護i、国民の受容関係、

合法性にかんする問題点を提起している」。ミ

クロデータの公開、とくに汎用テープ（Public

Use　Tape）の公開は、北アメリカ（アメリカ

とびカナダ）と欧州（ベルギー、ギリシャ、ア

イルランドやイギリス）とでは、対極的であっ

て、後者では、「それが秘密保護を侵害する可

能性があるために国民の信頼度を低下させるし、

また秘密保護と分析度を両立させるミクロデー

タの開発には技術的な困難i性がともなうから、

法律によって禁止されている」。『Redfern報

告』は、さらに各国の公開状況（デンマークと

スウェーデンでは研究者に公開、イタリア、ス

ペインとルクセンブルクでは、地方官庁や政府

機関に提供、フランスでは市町村が重要な利用

者で、0．1％と0．25％標本ミクロデータ、100％

には厳しい制約、ドイツの87年センサス法の規

定）を紹介している。また、ミクロデータの弾

力的な分析可能性、その匿名化の技法と匿名性

を絶対的に保障する困難性にかんする考察があ

るが、ここでは割愛する（S．48～S．50）。

　『Redfern報告』によると、「アメリカセンサ

ス局は、純過少把握の発生に直面することによっ

て、人ロセンサス値を調整する相当な圧力にさ

らされている。それによって、法律的政治的な

問題、公報活動に関連する問題、したがって当

然、（センサスの）実施可能性にかんする技術

的な基本的問題が発生している」。センサス値

を調整する技術的な可能性は、「最終的には、

受容できる期間内に信頼できる把握度を測定す

る能力と、広範な地理的領域および大きな人口

階層から家屋ブロックまでの各次元について、

把握度を推定する有効な統計モデル」を提案す

る能力に依存している。1987年までには、90年

センサスにおける調整実施の可能性が決定され

る予定であって、「調整値または非調整値の公

式値としての妥当性は、両数値群全体が提供さ
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れ、その精度が評価されたときはじめて判定さ

れる。センサス局は、このような調整方法を把

握度を改善するための現実的なプログラムの代

替法とは考えていない」（S．48）。

　その後、過少把握問題は、1990年センサスで

はより深刻化し、さらに2000年センサスでは、

予定されたセンサス方法が変更される政治的な

問題に発展することによって、調査型センサス

様式の基本的な変革を迫っている。

　（4）人ロセンサスの実査にたいする市町村の

　　　協力体制

　『Redfern報告』によると、「イギリスやアメ

リカでは、特別にセンサススタッフを実査に投

入している」が、「欧州大陸の多くの国（ギリ

シャは別）は、市町村に実査（調査員の募集か

らコード化・転記まで）を委託している」。そ

して、「多くの国のセンサス官庁が市町村の協

力は良好と回答し」、「後者が地方事情を良く認

識し、住民登録簿を管理していること、および

国勢調査の結果と住民登録簿の比較に助言・協

力を要請できること」が、市町村に実査体制を

委ねる積極的な理由である。

　他方、「センサス官庁が市町村の実査業務を

直接に管理できないし、市町村が国勢調査の結

果に財政的な関心をもつ」憾みがある。また、

「市町村の実査体制と他の自治体業務を分離す

ること、調査個票によって住民登録簿を訂正し

ないことが、秘密保護の重要な保証である」が、

「そのようなことを住民に認知させることと、

業務を現実的に分離することには困難がある」

（S．29～S．30）。さらに、多くの国から、1980年

センサスにおいて調査員選任問題が表面化した

ことが報告されている。「失業者の調査員雇用

は、部分的にのみ成功であったことが反省され」、

「ルクセンブルクの81年センサスでは、調査員

の選任難と市町村の協力確保難が発生し、実査

業務を市町村に委ねないで、実査業務の責任を

中央に集中することが考慮れている」と。また、

イギリスとアイルランドにおける対照的な調査

員配置問題が紹介されている（S．30～S．31）。

　ここには調査型センサスの伝統的な実査体制

において、「経費・労力・組織問題」が顕在化

し、被調査者のそれとは異なる社会経済的な要

因によって、センサスの社会的な受容度が低下

していることが確認できよう。

　（5）伝統二人ロセンサスを支援するための行

　　　政資料の利用

　これまで見てきたように、『Redfern報告』

は、調査二人ロセンサスにおける行政記録の利

用を、（1）「センサス方法の補助と改善」、およ

び（2）「個人と住宅状況にかんするデータの獲

得」に大別し、「その方法と局面について」、つ

ぎのように要約している。

　1）個人・住宅単位の把握を改善すること

（とくに住民登録簿と建物登録簿）、2）実査

（配布または郵送）以前に、住民登録簿の氏名、

住所、その他のデータを調査票に印刷すること、

3）重複調査を除くために、センサス結果を中

央出生登録簿と対照すること、4）センサスの

把握度を測定すること（例：Reverse　Record

Checkや中央出生登録簿との対照）、5）人ロ

センサスの結果を基準値として、全国・市町村

次元の人口を推計すること（住民登録簿と異動

登録簿（出生・死亡）のデータの結合）、6）セ

ンサス年間の小地域統計を作成すること（セン

サスと行政登録簿（所得税記録）の連結、人口

移動、労働力、個人所得にかんする年次統計の

獲得（カナダ））。
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　さらに、イギリスの縦断面研究とフランスの

人ロパネル調査は調査研究であって、小地域統

計や少数階層の統計ではないが、センサスと行

政記録（出産力、死亡、疾病）を連結している。

スウェーデンの1970年以来のセンサスでは、行

政登録簿をセンサスの調査データと結合するこ

とによって、調査事項が拡充されている。それ

は調査型センサスにたいする「新しい支援方法」

であって、行政登録簿型センサスへの移行形態

であると（S．50～S．51）。

　このように、『Redfern報告』は、行政登録

簿の利用をめぐる調査型センサスの展開に、行

政登録簿型センサスの優位性を看取しているよ

うに考えられるが、それはRedfernの『83年

報告』に強く見られる指向の名残りであって、

行政登録簿型センサスにかんする考察では、そ

の方向性が弱められている（『Redfern報告』

第V章「行政登録簿学人ロセンサス」8））。

　（6）標本調査の伝統型センサスにたいする代

　　　替可能性と支援機能

　『Redfern報告』は、独立の章を設けて、「伝

統門人丁丁ンサスに標本調査を対置して、その

代替可能性と支援可能性を考察している」（第

W章標本調査の目的（S．52～））が、それは、

短簡な論述であるから、本稿では、全数調査型

センサスの一つの論点として紹介する。

　標本調査は、標本誤差をともない、一般に把

握度（回答率）が低く、それがさらに社会階層

によって異なることから調査結果の歪みも大き

い。また、申告の任意性や広報活動の弱さ、調

査事項の多数さと調査内容の複雑さは、調査型

センサスに見られない標本調査の精度を低くさ

せる技術的制度的な要因である（S．52～S．53）。

　もちろん、標本調査では、「優れた調査員を

もちいることができ、被調査者数が小さいから」、

基本的に多くの調査事項が設定でき、「正確な

実査、審査と整理手続き」を確保することがで

きる。また、「一人当たりの調査経費は高いが、

調査総経費は廉価」で、「被調査者数の小ささ、

回答の任意性、メディアの低い関心度と国民の

敵意感（Feindlichkeit）の少なさ」も、標本調

査の大きな特徴である（S．53～S．54）。

　したがって、標本調査は、基本的に全数調査

型センサスの代替法とはなりがたいが、「国全

体、大きな地域区域についての役割は大きく」、

また、すでに紹介したように、全数調査型セン

サスにたいして、少なくない重要な支援機能を

果たしている（基本票と詳細票の採用、把握度

改善、把二度と回答精度の測定方法、追加調査、

行政記録との比較、データ収集過程への応用、

経費節約、速報性、暫定値（S．54））。そして、

『Redfern報告』は、「少数者階層にかんする全

数調査の結果を、より大きな人口階層にかんす

る標本調査結果と結び付けることによって、精

度と更新性が高い技術が開発されている」と、

調査型センサスと標本調査の新しい結合様式を

提案している（S．52）9）。

第2節　伝統型センサスの技術的な制約と社会

　　　　的な限界

　言うまでもなく、人三下ンサスの基本型は、

人口現象を全面的かつ包括的に把握する統計調

査である。『Redfern報告』は、調査型センサ

スの「主要な特徴」＝「センサス方法の本質的

な長所」として、①センサス情報が全国的な同

時性と全面性、および細密な地域区分性をそな

えていること、②「いろいろな個別単位（個人、

家族、世帯、単位住宅、ときには建物）間の関
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係が明確であること」、および③包括的な調査

標識が統計単位（個人、世帯、単位住宅、建物）

において組織的に結合されていることを指摘し

ている。したがって、調査型センサスは、人口

規模と人口構i成および住宅事情にかんする「統

計の基本フレーム」を与え、「すべての地理的

な単位にたいする統計の基石」を設定すること

によって、「その利用（財政計画、国家資源の

配分、選挙区と議員定数の確定等、地方自体の

公式人口の推定等）は政治的に注目され」、ま

た「年々増加する」新しい統計需要に答えてき

ている（S．10～S．11））。

　ここには、後年、国際的に定立される人ロ

センサスの基本原則＝「一般性、同時性、完

全性の原則」を窺うことができる。それは、

『Redfern報告』の課題が「人ロセンサスの将

来にかんする研究：その代替可能性」であって、

全数調査型センサスと代替法、とくに行政登録

簿型との比較考察を強く意識しているために、

改めて伝統型人賦センサスを、「代替可能性」

を評価するための規準型として措定したことを

物語っている。

　他方、全数調査型センサスは、200年の歴史

を誇る伝統的なセンサス様式を保持し、「激変

する社会的な技術的な要求に対応してきている」

（S．5～S．6）にもかかわらず、「技術的な制約」

が見受けられないわけではない。（1）センサス

周期の長さとセンサス情報の低い頻度、（2）調

査事項の限定、（3）センサスの横断面調査的性

格、および（4）人口の過少把握が、それであ

る。『Redfern報告』は、「確認すべき事は、セ

ンサスの最も困難な問題点が、政治的経済的な

性格を帯びる問題であって、技術的性格のもの

ではないことである」（S．12）と述べているが、

技術的な制約には政治経済的な限界性が投影し、

同報告では、行政登録簿型センサスとの比較も

行われているから、その側面に留意して見てお

こう。

　（1＞センサス周期の長さとセンサス情報の低

　　　い頻度

　『Redfern報告』によると、「調査対象国の多

くの統計利用者が、急速な社会変動を観察する

ために、5年周期のセンサスを望んでいる」が、

「（センサス）経費と国民の負担が脅威的である」

ために、「1980年～90年間の中間年には、3力

国（アイルランド、スウェーデンとスペイン）

が実施しているだけである。そして、スペイン

のそれは、住民登録簿によって行われ、3国以

外に、カナダでは、財政的な理由によって延期・

中止されている（S．11）。

　また、大規模調査であるために、「調査結果

の整理公表が平均5年遅れ、利用時点ではデー

タが陳腐化している」。「年々更新される統計数

値の多目的利用が増えており、とくに公共財の

計画と配分のためには少なくとも、年齢別性別

の地域人口と少地域別の就業人口が把握されな

ければならないが、回忌センサスでは、このよ

うな需要を考慮に入れていない」。それは、「標

本調査によって、国家全体、大規模な地域につ

いては対応できるが、小地域については困難で

あって、行政登録簿型センサスによって、受容

できる精度で包括的なデータが得られるならば、

原則的に可能である」と（S。12）。

　（2）調査事項の限定

　調査型センサスでは、「把握される調査事項

（調査範囲）に重要な制限がある」。それは、

「センサスの調査事項が、①国民のあらゆる階

層によって、客観的で、容易にかつ信頼i生をもつ
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て回答される事項でなければならず、また、②

国民の大多数に進んで回答することが期待でき

る事項であって、③以前よりも国民の不当な負

担および私的な領域への介入が増していると見

なされてはならず、④定義上の問題がある。質

問、国民にとって敏感な質問、また記憶能力に

過大な要求をかける複雑な質問（所得、学歴、

人種）であってはならない」からである（○の

番号は筆者が付記）。「このような設問は、いく

つかの国では困難をもたらし、標本調査や行政

登録簿によって代替されるべきである」と（S．

12）。

　（3）センサスの横断面調査的性格

　調査型センサスは、「基本的には横断面調査

（『83年報告』では2次元の）であって」、「もち

ろん、過去の事象にかんする設問（出生時点・

回数、以前の居住地等）は可能であるが、それ

は、被調査者の記憶力に依存し、しばしば不正

確な回答をもたらす」。このような調査事項は、

「行政登録簿や標本を固定する標本調査（縦断

面調査）によってよりょく対応することできる」。

（本論点は、『Redfern報告』第V章「伝統型人

ロセンサス」で再考10＞）。

　（4）人口の過少把握

　『Redfern報告』は、人口の過少把握と過大

把握については、「それは、他の方法が優れて

いることを意味せず、三つの方法の精度を相互

に比較考察する必要性」（S．12～S．13）があると

「中立」的に論評している。しかし、人口過少

把握問題は、とくにアメリカとイギリスにおい

て表面化し、政治問題化している統計政策の課

題であって、とくに過少把握の大きさが、調査

型センサスに特有な問題点として顕在化してい

ることは、先節の考察においても、現代のセン

サス事情においても、明らかなことである。

　『Redfern報告』は、（1）～（4）の調査型セン

サスの技術的な制約は、「いくつかのセンサス

情報が代替方法によってよりょく捉えられるに

すぎないこと」を示すだけであって、調査型セ

ンサスの主要な問題点ではないと評価している。

しかし、われわれは、こんにち、技術的な制約

がセンサス主体の財政事情、調査システムの体

制的な事情、国民の教育水準と政治的意識に基

因する社会的な制約でもあること、そして、

『Redfern報告』が、他のセンサス方法との比

較を強く意識していることを確認することがで

きよう。

　つぎに、『Redfern報告』は、調査型センサ

スの経済的社会的な制約として、センサス経費

の肥大化とセンサスにたいする国民の受容度の

低下を指摘する。

　調査型センサスでは、センサスの基本原則

（とくに同時性と完全性）を保持するために、

「短期間に膨大な労力を組織化し、集中するこ

とが必要（S．14）」であるために、規模の大きい

実査経費が、短期間に支出されなければならな

い。また、国民の調査非協力・拒否が、実査組

織に反射することによって、調査経費を肥大化

させている。したがって、調査経費の「高騰」

は、「必要な資質を備えるセンサススタッフを

十分に募集できず」、「大量のセンサススタッフ

を任用・訓練する実査業務の困難性」と相まっ

て、調査型センサスの厳しい桓桔となっている。

それは、「（センサス）の頻度を高めることがで

きない主要な理由」でもあることから、調査対

象国の統計機関が、「いろいろな観点（調査事

項の減少と調査票の短縮、標本調査の併用、郵

送法の採用、回答入力と整理・集計作業の自動
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化等）」から経費の節減を試みてきたが、それ

は、「しばしば望ましくない切開」をもたらし

ている（①不十分な広報、②細かい調査結果の

利用にかんする資金不足、③調査の精度と把握

度にかんする事後調査予算の欠如）（S．13～S．

14）。

　センサス経費問題に関連して、今日フランス

で実現している輪番型センサス（Rollierende

Zaehlung）が紹介されている。輪番型センサス

は、「国家領土の一部つづを、例えば国民の10

分の1つつを10年間に全領土について把握する」、

「いろいろなところで、経費を節減でき、同時

にセンサスの効率を上げることができる過激な

方法」である（S．14～S．15）。「本方法の長所は、

①センサス組織の急激な増加と減少をともわな

い継続性があること、②センサスに動員される

スタッフが基本的に減少し、良質で、訓練が行

き届いた熟練スタッフが確保できること、③継

続的なセンサスで、年々の調査活動範囲は広く

なく、抗議運動を発生させるような国民の関心

を呼び起こさないこと」である。しかし、「そ

の短所が、①広報運動の縮小が把握度に否定的

な影響を与え、現行の人二二ンサスで適用され

る把握度を高める方法が標本調査ではもちいら

れず、②輪番型調査で発生する標本問題が解決

（特定地域の全数調査）されたとしても、10年

間の特定年にかかわる平均的な状況（推定値）

が調査結果の解釈を困難することによって、

とくに地域間比較と移動の把握を複雑にするか

ら、③国家領土全体の同時的な把握というセン

サスの大きな長所」が失われる。したがって、

『Redfern報告』は、「本方法は、成熟したこと

がなく、実行されたこともない」と結論づけて

いる（Sユ5）。

　これが、センサス経費問題にかんする

『Redfern報告』の骨子である。センサス経費

の肥大化は、一方では、とくに行政登録簿型セ

ンサスとの比較において、調査型センサスの劣

位点として強調され、他方では、センサス方法

としては疑問点が多い郵送調査法（アメリカ、

イギリス）や輪番調査型センサス（フランス）

が採用される基本的な事由となっている。結論

の正否はともかく、センサス経費問題を、調査

型センサスの基本的な限界点として、したがっ

て人二三ンサスの「方法転換」を進める規定的

な要因として意識的に考察していることは、

『Redfern報告』の先駆的な意義と言えよう。

　センサス経費問題がセンサスの主体的な財政

事情にかかわる経済的な要因であるのにたいし

て、「国民のセンサスにたいする受容度」は、

センサス客体の政府統計にたいする評価に起因

する社会的な要因である。『Redfern報告』は、

国民が全数調査様式のセンサスを受容しなくなっ

ている現代的な社会意識について、つぎのよう

に記述している。

　①「センサスの申告義務が、国民にとって

　　は負担ないしは私生活への介入と見なす考

　　え方があり、とくにセンサス二二の統計目

　　的外利用は、見られたくない他者に知られ

　　る不安を引き起こしていること」

　②「センサスデータの収集が、潜在的に抑

　　圧的な性格をもつ官僚機構が、市民にたい

　　する権力をもっと得るための手段と考えら

　　れていること」

　③「国家は、センサス以外の方法で既に多

　　くの情報を獲得し、センサスには税金を支

　　出する目的がないという見解があること」

　④「どの国にも、（センサスにたいする）批

　　判グループが存在し、その意見を公言する

　　だけでなく、不安を煽り、反対運動をたく
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　　らむこと、このようなグループにとっては、

　　人ロセンサスは、政府・国家権力に挑戦す

　　る機会であって、メディアが抗議を全国民

　　に広げる経路であること」（S．15～S．16）。

　国民の受容度の低下にかんする「このような

経験」は、とくにイギリス（1971年）、オラン

ダ（1971年、81年）とドイツ（1983年）のセン

サスにおいて見受けられ、「国民が、人ロセン

サスの積極的な側面と調査結果の価値を明確に

認識しなければ、いよいよ協力する意志を喪失

していき、国民の大多数が協力意識を保持する

ときにだけ、人ロセンサスが成立することが確

認された」（S．16）。

　『Redfern報告』は調査型センサスの政治的

社会的限界を踏まえて、「国民に制限のない思

想の自由が認められている先進国では、そのよ

うな危険から逃れられると考える根拠はない」

と警告を発し、受容度の低下問題は、政治的に

解決することが難しく、調査型センサスの存立

基盤を揺るがす危機的な社会事象であることを、

つぎのように表現している。

　「センサスにたいする国民の非難にたいして、

実施官庁が非難に対応する防止・予防策として、

より強い政治的な支持を得ようとすることは、

賢明とは思われない。センサスの擁護は、政治

家にごく僅かな票しかもたらさないからである。

　センサス局のスタッフは、センサス時点に国

民感情のような予測できない問題に直面し、そ

れはきわめて見通し難い事情によって影響を受

ける。1983年のドイツにおける対立は、誰も予

測できなかった。このような対立は伝染し、国

境を越える。伝統型センサスは、行政登録二型

センサスよりも、突然発生する反抗の波に確実

に襲われやすい」（S．16～S．17）。

　もちろん、調査対象国では、社会的な受容度

を低下させる「国民の批判にたいして、様々な

措置」がとられてきている。それは、（1）「国

民負担の軽減」と（2）「秘密保護の厳密化」お

よび（3）秘密保護と保護i手段に重点をおく広

報活動の強化に大別でき、最前者は、1）調査

事項の必要最小限化、2）調査事項の標本調査

への移管（基本票と詳細票）、3）行政登録簿か

らのデータ獲得（所得、心身障害等）のような

措置である。減少・回避すべき調査事項は、①

自治体次元で利用されない事項、②定義・回答

が困難な事項、③社会的に「微妙な」、ないし

は争点となる事項であって、「批判がなくとも、

ドイツ、イギリス、英、スウェーデンでは、設

問数が相当に減少し、アメリカとイギリスでは、

国民の負担が実査における標本法の採用によっ

て軽減されてきている」（S．17）。

　第2の措置としては、（a）世帯票から個人

票、夫婦票への変更（フランス、スウェーデン、

ドイツ）、（b）返送用封筒の利用と郵送法の採

用（「短所でもあり、調査員の（被調査者へ）

の補助や調査票の審査が容易でない」）、（c）調

査員の任用・配置措置、（d）調査業務従事者へ

の守秘義務の徹底、（e）センサスデータにたい

する物理的、電子工学的な秘密保護措置の厳密

化が列挙されている。そして、調査法規におけ

る個人データ保護規定の完備が、「センサス過

程を監視」し、「国民の静穏化」のために有効

であることが特記されている（S。17～S．18）。

　さらに、『Redfern報告』は、秘密保護措置

に関連して、調査対象国のセンサスにおける

「氏名の利用」と「住民登録簿を訂正するため

のセンサスデータの利用」を紹介している。

　それによると、氏名調査は、センサス批判者

の論点の一つであって、氏名の利用と抹消手続

きは各国で異なっている。氏名は、調査票の二
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査や再調査以外に、「事情によっては、データ

連結のために、調査対象の各個人に特別な調査

用識別番号を付与する間接的な方法であって、

センサスデータを標本調査や行政登録簿のデー

タと連結するために使用されている」。イギリ

スの医学的な縦断面調査（センサスデータの1

％）は、その典型例である。また、同国では、

センサスデータ基本ファイルには氏名がないが、

センサス票そのものは、100年後に歴史的系譜

学的な調査研究のために公開されるが、「ドイ

ツでは、電子媒体化された調査票には氏名は除

かれ、入力時点で、氏名付き調査票が抹消され

る」（S．18～S．19）。

　つぎに、「センサス二等の利用を純粋に統計

目的に限定することは、国民の調査協力にとっ

てきわめて重要である」が、欧州諸国では、そ

れが住民登録簿を更新するために広範に利用さ

れている。

　スペインやイタリアのような住民の異動届け

が「遅い国」では、「人二二ンサスが、（住民登

録簿を）更新するための主要なデータソースで

ある」。住民登録簿の更新度と精度が高い国で

も、それは、「登録簿更新のための基本的な方

法とは見なされていないが、定期的な人山セン

サスは、データの訂正と新しい関連データベー

スの作成にとって望ましい方法と考えられてい

る。とくに出国届けがない者は、センサスと住

民登録簿の対照によって抹消されている」（S．20）。

　「他方、住民登録簿は、行政目的に使用され

ているから、調査頻度が低い人ロセンサスは、

更新の適切な方法ではない」。それは「純粋な

統計目的の利用と矛盾し、しかも国民はすべて

の人ロセンサスデータが譲渡されると考えるこ

とによって、回答意欲が減退する危険性がある」。

　確かに、ベルギー、イタリアやスペインには、

「行政目的と統計目的のデータは、『単一の経路』

によって収集されるべきという合理的な見解」

があって、「センサス票に、その趣旨と行政目

的に利用される特定の調査事項が明示され、統

計目的用の基本票と住民登録簿用の特別票が分

離されている」。しかし、そのような調査行為

は、「実務的に合理的であっても」、「論争の的

となり、人ロセンサスへの批判を招き、国民の

信頼感を喪失させることは、ドイツの1983年三

二センサス問題において、個人の基本権の侵害

であるという違憲判決によって確証された」

（S．20～S．21）o

　また、『Redfern報告』は、「住民登録簿の不

正確性は行政システムのなかに原因があり、住

民登録簿の精度を高めるためには、オランダの

ように、それを多数の行政システムを統合化す

る基軸単位として利用することが正しい方途で

ある。この場合、人賦センサスデータによって、

登録簿が更新・訂正される程度はきわめて小さ

く、それによって発生する追加的な危険性を正

当化しない」と政府統計における秘密保護の重

要性を具体的に強調している。

　これが、「国民の負担」を軽減し、「統計の秘

密保護」を強化するための対応措置にかんする

『Redfern報告』の概要である。先言において、

「調査方法の改善措置」を考察したわれわれに

とって、センサスの対応・改善措置が、センサ

ス主体の意図に反して、一方では、全数調査型

センサスの情報性格を変容させ、他方では、

「センサスコスト」を大きくすることによって、

センサスの方法転換過程を促進する技術的制度

的な要因となって累積して行っていることを看

過することはできない。それは、国民のセンサ

スにたいする社会的な受容度を確保するための

第3の措置である広報活動の展開においても容
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易に確認することできる。

　『Redfern報告』によると、「よく準備された

広報活動」が、「1980年ラウンドセンサスが、

ドイツとオランダを除き成功した一つの要因」

である。とくに「米国では、過去に過少把握で

あった社会的弱者層に向けられた『例外のない』

と形容される広報戦略がとられた」。「広報の重

要な目的は、（国民の）センサスへの同化」で

あって、「センサス結果の利用が専門家だけで

なく広範な国民に明示され、国民の関心と協力

を高めるように、多様な次元においてセンサス

統計が国民と利用者にとって信頼でき、公正で

あることを確信させることである」。

　しかし、広報活動は、センサスの技術的な調

査経費でなく、言うなればセンサスの社会的な

コストであって、『Redfern報告』は、「アメリ

カの1980年センサスにおける多くの法的な申し

立てば、広範な国民が納得していないことを推

測させる」（S．21）とも述べている。

　要するに、社会的な受容度を確保することは、

現代の人ロセンサスが成立するためのきわめて

重要な要件であるが、そのための措置は秘密保

護の強化と相まって、「（センサス）経費を増加

させ、センサス機関に追加的な負担と制約（例：

フランス78年データ保護法では被調査者が統計

調査の関連データを閲覧・訂正する権利、情報

と自由にかんする国家委員会が82年人ロセンサ

スで、把握度改善のために住民税資料の利用を

禁止等）を課すこと」（Sユ8）によって、また

ドイツ1987年人ロセンサスにおけるように、国

民の「防衛的な拒否行動」を招くことによって、

社会的な受容度を確保する措置そのものが、調

査型センサスの社会経済的な限界を顕在化させ

る危機的な状況を物語っている。

第3節　人ロセンサスにおける方法転換問題の

　　　　中間総括

　『Redfern報告』は、これまでの全数調査型

人ロセンサスを伝統型センサスと呼称し、人ロ

センサスに方法転換を迫る3つの政治経済的な

動因（1）センサス実査体制の「劣化」とセン

サス経費の肥大化、（2）センサスにたいする社

会的な受容度の低下、および（3）政府省庁に

おける行政登録簿の拡大と、それが人ロセンサ

スに与えている技術的社会的な限界を全面的に

考察している。伝統三人ロセンサスの危機的な

状況は、1990年代にはよりいっそう顕在化する

ことによって、臨界点を迎える。ドイツの連邦・

州統計局と都市統計家会議の1987年センサスに

かんする経験の総括は、そのことをつぎのよう

に訴えている。

　「1987年国勢調査には、それまでの国勢調査

と比較して、調査計画についても、調査・整理

手続きについても、多くの差異が見受けられる。

この変更をひきおこした最も重要な条件は、予

定されていた1983年国勢調査にたいする連邦憲

法裁判所の判決であって、その変更の最も大き

な結果は、調査費用の著しい増加である。調査

経費の増加の要因は、とくにデータ保護の強化

措置（市町村における調査組織の遮蔽化）と予

想外に多かった郵便による調査票の返送がもた

らした作業である。ゆえに、市町村における経

費の増加がとくに重大である。連邦、州と市町

村は、1987年国勢調査の総経費として、連邦の

補助金を除いて、715．7百万マルクを計上した。

そのうち、340．7百万マルクは、市町村の出資

と見積られるが、それは実際に非常な金額であっ

た。この追加的な経費の増加は、調査方法の変

更に原因があるが、その経費増加の影響は過小
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に評価されている。

　以上の記述は、1987年国勢調査にかんする連

邦と州統計局の重要な経験をまとめている」

（ドイツ連邦・州統計局『1987年国勢・職業調

査ならびに建築物・住宅調査にかんする経験レ

ポート』前文1頁11））。

　「すでに1987年国勢調査法にかんする担当官

庁の原案にかんする審議、連邦議会内務委員会、

および州や地方自治体会議において、80年忌末

のセンサスがどのくらいの経費を要するか判明

していたならば、地方自治体の判断では、国勢

調査はおそらく実施されなかったろう。

　精度を低下させ、適用を制限された法規則と

その他の調査実施の前提条件を経験した後に、

要求された財政的労力的な支出と、都市と市町

村のための実際的な歳入の間には、このように

不釣り合いに発生し、支払われなかった経費を

見るとき、将来もはや受け入れられない乖離が

ある」12）。

　ここでは、国民の調査非協力・拒否ないしは

「防衛的な行動」（大量の調査票の郵便による返

送と不完全記入）を反射したセンサス経費の肥

大化とセンサス行程の混乱が、伝統型人ロセン

サスの技術的社会的な限界をきわだたせること

によって、ドイツ連邦政府に全数調査型センサ

スを断念させ、統計登録簿型センサスへの転換

を迫る政治経済的な動因となっている。また、

EUの「2001年人口・住宅センサスの共同計画

のための勧告」も、人ロセンサスにおける行政

登録簿の利用を全数調査型センサスの「例外的

な代替法」13）ではなくて、それとならぶ一つの

方法として公認しているユ4）。

　他方、アメリカとイギリスの調査型人ロセン

サスでは、郵送調査法や標本調査法の導入によっ

て、センサス経費を節減し、社会的な受容度を

確保する方向性が模索されてきたが、アメリカ

の2000年人ロセンサスでは、標本調査法の採用

がセンサスの全数性を否定することから、連邦

最高裁判所の違憲判決を下されている。そして、

ここでも、センサス経費の高騰が、統計主体に

大きな方法的な変革を迫っている。識者の言う

ところを聞こう。

　「このような成功（90年センサスを上まわる

第1次郵送調査の回答率…筆者濱自注）にもか

かわらず、2000年センサスは高コストかつ高い

業務リスクをともなった。急速かつ劇的な人口

と技術の変化を考慮すると、2000年センサスを、

受け入れがたいリスクとコストを伴うことなし

には、2010年に繰り返すことはできない。2000

年センサスの教訓によると、コストの大きな縮

小は、実査局面においてなすべきである」（S．3－

4）。

　他方、アメリカとイギリスでは、「根強い差別

的な過小把握問題（differential　undercount）

が、センサスの最も重要な挑戦的な課題である」。

したがって、郵送調査の維持によって実査経費

を圧縮し、かつセンサスの基本原則（とくに完

全性と同時性）を確保するために、調査事項を

基本票の人口学的事項（6項目）に限定し、非

回答者を「精密に探索する」実査システムの適

用が企画されている。それは、人ロセンサスの

全数調査的な性格を徹底する方途であって、詳

細票のセンサス事項を経常的に把握する大規模

標本調査（American　Cornmunity　Survey：25

万標本世帯で2ヶ月周期）に委ね、それを基本

事項調査型センサスと接合することによって、

センサスの「再構築（re－engineered　census）」

をはかる試みであるユ5）。

　また、フランスでは、センサス経費の節減と

時間的な平準化をはかるために、人ロセンサス
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の3つの基本原則（とくに全数性と同時性）を

放棄することによって、すでに2003年までの5

年間を1周期とする輪番標本調査型の人ロセン

サスを開始している16）。

　現代の多様化する人ロセンサスの国際的な動

向は、『Redfern報告』が析出した方法転換過

程の政治経済的な動因の「強さ」を語るととも

に、「克服」の重点がおかれる政治経済的な動

因と、それをめぐる各国の統計事情によって、

転換の方向性が異なることを示している。また、

『Redfern報告』は、伝統型人ロセンサスを原

器的な基本型として措定することによって、セ

ンサスの方法転換問題、とくに行政登録簿型

センサスへの移行が、センサスの基本原則を確

保、変容ないしは喪失させる情報技術的な論点

についても、示唆を与えている。われわれは、

『Redfern報告』が、人ロセンサスにおける方

法転換問題の政治経済的な性格と情報技術的な

性格を洞察している先進的な意義を再確認し、

統計登録簿型センサスの考察に進まなければな

らない。それは、次稿『人ロセンサスの方法転

換問題と『EC：Redfern報告』（その2）一統

計登録簿三人ロセンサスの情報的技術的な条件一』

の課題である。
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