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【調　　査】

　中国における標本調査の現状

一その実態と比較の視点からの1つの評価＊

清　川　雪　彦

1．問題の所在と我々の視点

　発展途上国の統計調査のなかで標本調査は，全数

調査などと比べ，決定的な重要性を帯びていること

は，多くを論ずるまでもなかろう．なぜならば途上

国の場合，地図の不備や部族・言語等の多様性など

により，そもそも物理的に大規模な全数調査は，著

しく難しいことが多い．さらにはまた，たとえそれ

が一応可能ではあっても，費用が膨大に嵩むとか，

集計作業に莫大な時間を要するとか，実用性に乏し

い場合もきわめて多いη．

　他方，理論的にも確認されているように，全数調

査の場合，調査員の質の相対的低さや基礎的情報の

不足，あるいは高い文盲率に対する対応の困難性

等々により，標本調査の場合に比べ，非標本誤差が

著しく拡大することが2），よく知られている（第1図

参照）．そしてそれは，とりわけ農産量調査や農村

部の調査に際して，顕著であるといわれている．

　さらにはまた，中国のような社会主義政治体制に

あっては，統計情報は国家の手によって管理・制御

さるべきであるとの思想が強く3），結果として統計

調査に際しても，政治的動向が強く反映されざるを

えないことも決してまれではない．しかしたとえそ

第1図　途上国における統計調査の誤差の概念
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うした場合であっても，確率抽出に基づく標本調査

の場合には，その設計意図自体が政治的要因に大き

く左右される余地は，きわめて小さいといえよう．

　つまりこうした種々の要因から，途上国での標本

調査は，決定的な重要性を擁しているといえるが，

その意義や彼割を十二分に理解するには，従来のよ

うに統計制度が集権的か分権的かといった視点では

不十分と思われる．なぜならばすでにも指摘したご

とく，統計調査の質如何を左右するのは，まさに非

標本誤差の大小にこそ在るからである．換言すれば，

こうした非標本誤差の問題に着目するところに，本

稿の1つの特色があるといってもよいのである．

　なお中国の場合，その広大な領土は各種の地理

的・社会的多様性を内包しているがゆえ，全国的な

統計調査を統一的基準で行い，且つはf同一の精度

を達成することは，決してそれほど容易なことでは

ない．しかしそれにもか㌧わらず，そのことの困難

性に対する認識は十分でなく，標本調査に関する多

くの著作は，あたかも全国で中央（国家統計局）の設

計どおり，統一的かつ均質的な調査が行われている

かの如く想定している．だが実態は以下でも指摘す

るように，決して基本設計が十分に遵守されている

わけではなく，しかもそうした各地の実情に関して，

国家統計局は必ずしも十全の情報を有しているわけ

でもないのである．

　そこで我々は，上海市および天津市の統計局で聞

き取り調査を行い4），中央での基本設計と地方にお

ける実態との乖離に関する確認の作業を行った．つ

まり通常多くの解説書ではほとんど触れ，られていな

い地方での標本調査が，聞き取り調査によって明ら

かにされている点が，本稿の第2の特色といえよう．

　最後に再び非標本誤差の問題に言及しておけば，

一般に非標本誤差の大小を測定・評価しうる絶対的

な尺度というものは存在しないといってよい．しか

も非標本誤差の大きさは，深く社会のシステムや発

達度，例えば教育永準や社会的協調度あるいは調査
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に対する人々の価値観や態度等々とも関連している

がゆえ，他国との比較により，その大きさを相対的

に評価することは理念的にも可能であると思われる．

　なおその場合，非標本誤差をも含めた標本調査の

誤差一般を改善してゆく方向性として，大きく分け

て2つの型があるといえよう．すなわち1つは，標

本調査理論や調査技法の一層の精緻化に基づき，調

査の手法を向上させることによって，誤差とりわけ

非標本誤差の縮小を図る方向である．例えばアメリ

カは，こうした調査方法の工夫により不在者問題や

調査拒否問題等々に伴う誤差の縮小・改善を図ろう

としている典型的な例であるといってよい．

　またもう1つは，統計調査に際しての広い意味で

の制度や理解の改善・向上により，非標本誤差を縮

小する方向である．例えば調査員の教育訓練や抽出

枠の整備，あるいは被調査者に対する啓蒙や指示の

徹底などは，こうした範疇に属するといってよい．

通常，非標本誤差の縮小という観点からは，この第

2のアプローチの方が，可能な場合には前者よりも

有効であると考えられ，日本などではそうした側面

の改善がより強調されている．

　なお途上国の中にあって，中国はこの第2の方向

を取りつ＼あると判断され，その意味でも日本の経

験は，比較対照可能であるだけでなく，より直接的

にも参考となろう．それゆえ本稿では，日本におけ

る照応する標本調査の概要が紹介され，誤差の比

較・評価への視点が与えられている．そこに本稿の

第3の問題意識が読みとられるであろう．

　ところでインドは，途上国のなかでもこの第一の

アプローチを採っているきわめてユニークな存在で

ある．つまり統計調査一般に関しては，イヒドと中

国の間には多くの類似性や共通の問題が存在するも

の㌦，こと標本調査に関しては，インドは先進国で

あるとい？てよい．複合抽出法（Replicated　Sam・

pling；Interpenetrating　Sub－sampling）の案出だけ

でなく，1940年代の初めからすでに開始されている

確率抽出に基づく標本調査では，様々な工夫が施さ

れ，社会的な諸事由から相当大きくならざるをえな

い非標本誤差も，調査法上の技巧により，少ない費

用にも拘わらず比較的低く抑えられ，ていることは，

高く評価され，てよい．その意味でも中国が，インド

の標本調査から学びうる点は決して小さくないが5），

いま指摘した理由により，ここでは同じ第2のアブ

，ローチをとる日本との陰伏的な比較が念頭におかれ

ている．
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　さて以上のような3つの視点に立って，中国にお

ける標本調査の意義や役割，その完成度ないし質

（精度）を改めて評価検討することが，本稿の主たる

目的である．なおその場合標本調査の具体的な検討

に際しては，標本調査一般ではなく，特定の2つの

対照的標本調査，すなわち「農産：量心様調査」（農作

物収量標本調査）と「城市住戸調査」（都市世帯調査）

をとりあげることとする．つまり前者の作況調査に

は，農村における統計調査網の問題や坪刈りの技術

的課題あるいは標本抽出枠（リスト）の排列標識等の

問題が含まれているのに対し，家計調査を基本とす

る後者にあっては，特に標本老化や実質収入の把握

あるいは調査員確保などの問題が，検討課題となっ

て来ざるをえないのである．言い換えれば，この2

つの代表的な全国標本調査をより詳しく検討するこ

とにより6｝，中国の標本調査全体が抱えている主要

な問題点の大部分が顕在化されうるといっても，決

して過言ではないからである．

　以下第III節と第IV・節で，それぞれ農作物収量

調査と都市家計調査の実態を検討するが，その前に

まず第II節で，中国の標本調査一般に関する特徴と

問題点を簡単に確認しておきたい．

IL　中国の標本調査の特質

　中国における統計調査の最大の特徴の1つは，確

率抽出法に基づく標本調査が，他国に比べ著しく少

ないということであるといっても，決して過言では

なかろう．それは，統計調査の先進国たる欧米諸国

と比較してはもとより，人口規模やその地理的多様

性あるいは通信網の発達度や農村部の教育水準等々

の点でも比較考量しうる，例えばインドなどと比べ

ても，はるかに少ないといわざるをえないのである．

　しかしそのことは，必ずしも中国における統計情

報収集への努力が足りないことを含意しているので

もなければ，いわゆる標本調査（含む有意（有為）抽

出調査）が少ないことを意味しているわけでもない

点に，十分留意しておく必要があろう．すなわちそ

れは中国の場合，これまで統計データの収集は基本

的に「統計報表制度」に依拠してきたということの

結果の反映に他ならないからである．

　「統計報表制度」は，国の統一的表式に従い，下級

の経済単位から順次上級の主管機関へ定期的に統計

情報を報告通達してゆく制度であり，中国では通常

統計調査の1形態と見倣されているが，実態はむし
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ろ日常経済活動の一部になっていると考えてよい．

すなわち各経済単位（企業や村）は，相当数の報表業

務専任の統計要員をかしえ，各種の月次データや年

次データを常時整理し，定期的に上級機関へ報告し

ているのである．

　他方でまた，今第2図にも示されているごとく，

いわゆる重点調査もその大部分は，やはり主要な経

済指標（生産量や品質・技術・賃金等々）に関する重

点単位（企業や都市など）・重点地区（蚕糸や茶など

の）からの報表データによって占められていること

が知られよう．このように中国の経済統計情報は，

その圧倒的部分を報表制度に依拠しており，従って

その母数もまた当然膨大な数に昇らざるをえないの

である7）．

　もとよりそれは計画経済システムと不可分である

ことはいうまでもないが，今標本調査の問題を考え

る際にも，それは決して好ましい環境を作りだして

はいなかったといえよう．すなわち1つには，大部

分の統計情報が，社会システムの一部として組み込

まれている収集活動ないしは組織・機関からほ穿下

自動的に集中堆積してくるという制度は，情報収集

者側にもまた提供者側にも，統計調査におけるコス

ト意識の稀薄化をもたらすものであるといってよい．

事実，主要な中国の標本調査の設計をみる時，そこ

では必ずしも調査費用の問題は，主たる制約条件と

して考慮されていないかのごとく思われるのである．

　また2つには，統計報表制度は原則的に年次デー

タや半年データ・四半期データなど，全経済単位か

らの全数調査をその主旨としているが，他にも人ロ

センサス以外に，報表制の基礎資料に供する工業生

産状況や資本設備，物資・在庫等に関する全数調査

が数多く行われていることが指摘されうる．そして

こうした全数調査を統計調査の基本とみなす思想は，
ヲ’

Xト概念の喪失だけでなく，全数調査にこそ偉き
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な非標本誤差が付随するものであるという最も基本

的な視点を，往々にして見失わせがちであるともい

えよう．しかも報表統計は全数調査であるといって

も，一部には推計を含んでいるものもあるのである．

例えば「播種面積調査」の場合，農村統計一部門制

度により，全（行政）村の全作物の播種面積が上級機

関に報告されるが，その各村の合計値は，農家から

の自己申告や典型調査，あるいは標本調査や経験的

推定など，種々の推計値が用いられ’ていることに十

分留意しておく必要がある．つまり言い換えれば，

全数調査優先の考え方は，往々にして調査の精度

（質）に対する視点を曇らせ，そこに含まれる誤差に

ついても不問にさせがちにすると表現し直してもよ

いのである8｝．

　他：方標本調査としては，中国の場合，早くから典

型調査が盛んであったことは，よく知られていよう．‘

典型調査は，毛沢東の農村調査論をもちだすまでも・

なく，「マルクス・レーニン主義の思想に基づく調

査方法」として，中国では解放前から推奨され，そ

の後もまた個別調査などに多用されただけでなく，

家計調査にまで応用され，今日でもなお広く利用さ

れていることは周知の通りである9）．

　しかし言うまでもなく，典型調査は有意抽出法に

基づく標本調査であり，従ってそこには恣意性や操

作性が，その意図とは関わりなく，不可避的に混入

して来ざるをえないといえようゆ．それゆえにまた，

時には意図的に強い政治性がそこには反映させられ

てきたという嘉実も，否定し難いと思われる．すな

わち1979年の全国統計局長会議において，それま

での典型調査中心主義から報国制度を中心とする体

制に切り換える決議をした背景には，そのような政

治性を統計調査から排除する目的が在ったものと判

断されよう，

　だがともかくも今日まで，このように典型調査が

⊥
　
統
計
調
査

　　　　　　　　　　　　　　第2図　中国における統計調査法の分類

統計報表門…一一一一…1952～54年頃に確立．「基本統計報表」（工業統計報表や農村一蹴表など）と「専業統計報表」（業務補充

［報告制度］　　　　　　　　日表）の2系統がある．

副1郷藩讐ll難灘難1∵一
　　　　　　1麟1工難髄1遍羅ll聯繋欝讐
　　　　　　　　　　　　［確率抽出標本調査］

　　　　　注1）　［］内は我タの理解を示す．
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盛んであるということは，確率抽出法に基づく標本

調査の導入・普及にとって，必ずしも好ましくない

3つ目の要因を構成していたことは確かである．な

ぜならばそうした有意抽出法が支配的な環境の中で，

一見同じよう．に見える確率抽出法の全く異なる本質

（すなわち中心極限定理に基づく客観的推定根拠と

標本誤差の推定可能性）ないしはその具体的手続た

る無作為抽出の意義を，例えば末端の調．査員にまで

十分に理解させることは，ほとんど至難の．技と思わ

れるからである11）．

　しかしこのような様々な負の要因にも拘らず，確

率抽出による標本調査は着実に発展を遂げ，1980年

代の末頃までには，その数は依然多くはないもの㌧，

調査手法や調査網などの問題をも含め，科学的標本

調査の基礎は固まったものと理解されうる．例えば

今第1表に，簡単な標本調査発展の歴史がまとめら

れているが，以下それに基づき，若干の特徴的な点

を指摘しておきたい．

　まず1つには，中国の家計調査は1950年忌中頃

にすでに開始されており12），．その意味では標本調査

の歴史は決して浅くはないともいえよう．しかし人

幽民公社制度の導入により，「農民家庭収支調査」（農

家経済調査）は中止となった一方，都市の勤労者世

帯の家計調査たる「城市職工家庭収支調査」も，60

年代前半には典型調査に切り換えられたうえ，文化

大革命期にはほとんどすべての統計調査が中断され

てしまうなど，中国の標本調査の発展が遅れた主た

る理由は，大きく政治的要因に在ったことが知られ

よう．

　第2に注目すべき点は，すでに初期の勤労者世帯

家計調査において，今日農作物収量調査等で一般に

用いられている標本設計が，早くも採用されている

ことである．すなわちそれは多段・系統抽出による

が，その抽出枠（Sampling　Frame）を構成する際，

調査目的と直結（例えば地理的排列などではなく）し

た指標を排列することにより，一種の間接的な層別

効果をも期待しようとする手法である．もとよりそ

れが可能であったのは，より広範に簡易事前調査［1

　　　　　　　　　　　　　　第1衷　標本調査制度確立への主な歩み

1952年；国家統計局成立．

1955年：「農民家庭収支調査」のための1時点予備調査（4段抽出，16，468世帯，地理的排列含む）．

1956年：初の継続性記帳による「農民家庭収支調査」（予備調査被抽出県各45世帯）「城市職工家庭収支調査」

　　　　開始（3段系統抽出，平均賃金水準排列，27都市，10部門，6，000世帯）．‘坪刈り実測による典型調査

　　　　としての「農産量調査」開始．

1957年：第2回「城市職工家庭収支調査」（32都市7，000世帯，他に地方独自標本約2万世帯）．

1961年：典型調査による「城市職工家庭収支調査」（28都市約1，000世帯）．

1962年：典型調査による「農民家庭収支調査」（27省4，958世帯），同じく63年に9，724世帯，64年12，095世帯

　　　　へ拡張．

1963年：《農産量虚血調査方案》により初の標本調査（4段・系統抽出，150県，1，500生産大隊，．4万筆）．

1964年：典型調査による「城市職工家庭収支調査」（13万9千の予備調査世帯から40都市約4，000世帯に継続

　　　　性記帳調査）．

（「文化大革命」により中断）

1978年：「城市職工家庭収支調査」の1時点予備調査のみ再開さる（16省約8万8千世帯）．

1979年：「農民家庭収支調査」再開（23省10，282世帯），以後毎年標本数拡大．

1980年：「城市職工家庭収支調査」の継続記帳調査再開（20万世帯の予備調査世帯から47重点都市8，000世帯，

　　　　他に7，000世帯の地方標本あり）．

1981年：雑誌《統計》公刊（89年より《中国統計》と改題）．「農民家庭収支調査」3段・系統抽出となる．

1982年：《中国統計年鑑》出版開始「全国人口変動抽様調査」開始．「農産量抽様調査」再開，5段・系統抽出と

　　　　なる（339県，7，787生産隊，66，406筆）．

1983年：「全国児童基本情況抽様調査」開始．

1984年：《中華人民共和国統計法》施行開始，「農民家庭収支調査」が「農村住戸調査」に拡充され，県段階まで

　　　　の抽出は「農産量抽様調査」と結合される．いずれも中点系統抽出法から，ランダムスタートによる

　　　　ジグザグ系統抽出法に改められる．「城市職工家庭収支調査」が「城市住戸調査」に拡充され，県城関

　　　　鎮・非職工家庭にも拡大．

1987年：「城市住戸調査」に層別抽出法を導入．集落抽出を廃止し，居民委員会単位に統一．

1988年：大都市の「城市住戸調査」で，標本交代制を導入．

1990年：「城市住戸調査」「農村住戸調査」「農産量抽様調査」全体に標本交代制を導入．
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次性調査］を行い，その情報をもとに最終抽出を行

う2相抽出法によっていることもあるが，同時に一

丁統計が背後で利用可能であったということも，非

常に大きな理由であると思われる．

　一般に中国の標本調査の設計は，しばしば大きく

変更されることを1つの特色としているが，そうし

た紆余曲折を経ながらも，着実に科学的（確率的）な

調査法に向っていることが，第3に指摘されなけれ

ばならない点であるゆ．

　例えばそれは，典型調査の減少やあるいは系統抽

出におけるランダム・スタート［随机起点］やジグザ

グ系統抽出法［対称等距抽様法］の採用などからも，

十分に窺われよう．

　最後に第4に，中国の標本調査の基礎が固まり，

確率抽出の意義が浸透してくるのは，ごく最近のこ

とといわねばならないことである．すなわち例えば，

農作物収量調査や家計調査の標本設計が，完全にそ

の面目を一新し，まず中央レベルで確率抽出法の意

義が強調されるようになるのは，「統計法」の施行が

開始される1984年前後からのことであるといって

よい．しかもそれを受け，全国各地の農村で統計調

査官が組織され，かつ従来の重点調査や典型調査と

は質的にも誤差の意味の異なる確率抽出標本調査の

意義が多少とも理解されるようになるのは14），どん

なに早くても1987年以降のことであると，我々は

解している．

　しかし現在，いずれにせよその基礎は十分に固ま

ったものといってよく，また調査の設計も今後はあ

まり大きく変更されることはないと判断されうる．

そこで以下簡単に，現在の標本抽出法の問題点等を

探ることとしたい．

III．農作物収量調査について

　1．中央における基本設計

　「農産量抽様調査」が，十分確率的な標本調査とし

て確立するのは，第1表にも示されている如く，

ほf1984年前後のことであると考えてよい．すな

わち農業経済改革が本格化する1981年，まず中央

レベルで1，600人の農村標本調査隊が組織されると

ともに，翌82年には直ちに《全国農産量抽様調査試

行方案》が制定され，83年を全国調査の第1年度と

して，延べ831県。17，858生産隊において坪刈り実

測［晶晶実測］による米。小麦の収量標本調査が，本

格的に開始されたのであった．
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　しかしその83年には，四半世紀続いた人民公社

制度が解体され’たこともあり，翌84年に改めて《農

村抽様調査網点抽選方案（試行）》が公布され，政社

分離の新しい郷村制度の下で，「農村住戸調査」とも

一部結合された，より確率原則に忠実な標本設計に

よる収量調査が：再開されることとなったのである．

同時に他方でまた国務院は，一連の農村での標本調

査を系統的かつ統一的に実施すべく，《農村皆様調

査三組建方案》を制定（84年）し，中央ならびに省

（市・区）および県段階での各調査隊の具体的任務を

規定するとともに，基幹的な調査体制の組織づくり

にも取り組んだのであった．

　なお「農産量下様調査」の基本設計については，

国家統計局による《農村抽様調査基礎工作規程》をは

じめ，多く（ウ解説書や紹介書などから容易に窺うこ

とが出来よう15）．まず標本の抽出は，各省（ないし』

市・自治区）が省内の35％前後に相当する県を抽出

し，その県は県内より6ないし10の郷（拡大行政村

に相応する行政単位；旧人民公社に対応）を抽出す

る．そしてその郷より更に3ないし5の村（自然

村：旧生産隊に対応）が抽出され，そこから7つ以

上（南部では15以上）の筆［栽培地・圃場；地塊］が

選択されるとともに，最終的坪刈り標本地点が各平

内に5ないし10ヵ所確定されることとなるのであ

る．

　すなわち省（市・区）を最終とりまとめ責任単位と

し，省から県→郷→村→圃場→標本地点の5段階抽

出を原則としている．但し地域の実情によっては，

県から直接行政村（旧生産大隊に対応）を，また村か

ら農家の抽出を経て筆を選択することも，同時に認

められている．なおこの多段抽出に際して，最初の

3段（すなわち村の抽出）まではジグザグ系統抽出法

により，また残りの2段は，通常の系統抽出法によ

って標本が選択さるべきことが取り決められている．

　その場合標本抽出の抽出枠は，最初の3段階につ

いては，各抽出単位の最近3年間の1「畝」（1（市）
ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ

畝＝6．67丁丁）当り穀物総生産量の生産性順位の排

列で構成されており，こうした調査目的と直結した

関連指標の排列による系統抽出は，先にも指摘した

ごとく一種の間接的層別効果を有しているといって

よい．また実際の抽出に際しては，ランダム・スタ

ートが採用され，且つ作付面積をウエイトとした確

率比例抽出法となっていることはいうまでもない．

　なお村内の標本筆の抽出（第4段目の抽出）に当た

っては，実際の刈り取りに先立ち行われる作付面積
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調査と10日ないし15日前の目測による「畝」当り

生産量予測調査（およびもみ数調査）の情報をもとに

抽出枠が作成され，それに基づき通常の確率比例系

統抽出法によって圃場が選択される．またその圃場

内での刈り取り地点の決定（第5段目の抽出）は，一

．般に開平法［開方法］により系統抽出に際して1の圃場

の角（南西）からの距離（抽出間隔）が計算され16），指

定数の標本点が測枢工具により方形ないし円形に刈

り取られること㌧なっている17》．

　以上の説明からも容易に察せられるように，刈り

取り実測による収量標本調査は，その第4段目よび

第5段目の標本抽出ならびに刈り取り調査が，最も

困難にして且つ決定的な重要性を有していることが

知られよう．言い換えれば，村段階での調査機構な

らびに調査能力が，「農産：量朗朗調査」の精度の大部

分を決定するといっても，決して過言ではないと思

われるのである．

　事実，84年の「農産量抽様調査」の本格化以来，

全国の各省・各県では，実際に統計調査の実施に当

たる郷や村などの末端行政機構に，如何に信頼する

に足る統計調査組織を建設するかということが，最

大の懸案事項になっているといってよい．県の統計

組織には，通常統計局を中心に，統計委員会の下で

他の部局の統計担当者とも協力しながら作業をすす

める「聯合型」組織と，専業の統計員のみを抱える

「実体型」と呼ばれる統合型統計組織の2種類が存

在するが，85～86年頃から全国各地の掌骨政府に

次々と設けられた統計課［統計姑］の場合にも，県の

組織に準じたより小規模な同様な2つの類型が存在

している．

　また村（行政村）では一般に，1～2名の兼任（多く

は会計係員）ないし専任の統計担当者に，2～3名の

統計補助調査員を加えた統計班［統計組］が広く組織

されており，調査対象に選定された村（自然村）では

老農や旧生産隊の幹部などが，彼等（あるいは県の

標本調査揖導班）との協同の下に実際の刈り取りや

収穫予想あるいは作付面積調査などを行うのが，各

県の実態となっている．

　今こうした末端の統計調査機構が全国的に整って

くるのは，雑誌《統計》などの記事から判断する時18），

早くとも1989年頃以降のことであるといってよい．

また我々が調査した93年6月時点では，全国各地

の郷鎮政府の約9割近くに，一応何らかの統計調査

機構が設けられていたことが知られ，る．だが全般的

には予算不足が著しく，必ずしもその活動状況やス

研　　究

タップの教育訓練等々が，十分円滑にいっていると

はいい難い面がある．

　なお統計関係者の教育水準にも言及しておけば，

県統計局の場合，そのスタッフの多くは，中等専門

学校ないし高等学校の卒業者であるのに対し，郷の

統計課の職員の場合は，中学校卒業者を中心とし，

高卒者がそれに次ぐといわれる19〕．また彼らの教育

訓練は，それぞれ上級機関の省および県より，交代

で年1度ごく短期間の講習会出席の機会が，与えら

れるかどうかという程度にすぎない．

　しかしいずれにせよ，「農産二三様調査」の末端組

織網は，89年頃にはほf整ったものと想定さられる

が，それは必ずしも以後調査に全く問題がなかった

ことを意味しているわけではない．今それらの点を，

上海ならびに天津での具体的な調査実施事例のなか

で併せて指摘しておくことは，意義あることと思わ

れ’る．

　2．上海および天津における実施状況

　上海ならびに天津はいうまでもなく代表的な工業

都市であるが，同時にまた直轄市としてその近郊に

は広大な農村部を抱えている．いま「農産量抽様調

査」は，その農村部における刈り取り実測による収

量予測調査であるが，上海。天津いずれの場合もそ

の標本抽出は，中央の基本設計に則った5段系統抽

出となっている．

　たぐし上海にあっては，夏作・秋作各5県につき，

各県はそれぞれ直接8つの村（行政村）を，また各村

は3つの旧生産隊（［村民小組］；自然村）を抽出し，

その生産隊から更に8つの圃場を，そして各圃場よ

り8つの標本点が抽出される仕組みとなっている20）．

他方天津では，7つの県（区）にして35の郷にまたが

る，計120村が抽出され，その二村より7つ（以上）

の圃場が選定されたうえ，そこから更に各圃場につ

き8ないし10の標本点が抽出される方式となって

いる．

　置こうした抽出方法については特に問題はないが，

ここで最大の難点に，両市の場合（他の省でも同様）

とも抽出された村が完全に固定されてしまっている

ことである．すなわち言い換えれば，84年来9年間

（少なくとも93年6月の調査時点まで）完全に全国

的規模で同じ村から標本が抽出されており，これは

各種生産請負責任制の急速な発展や商品作物栽培の

比重増大等々，様々な農業生産上の構造転換が進行

中の事態にあって，標本調査としてははなはだ好ま
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しくないことであるといわざるをえない．

　それは，ランダム・スタートやジグザグ系統抽出

法導入以前の問題であり，また系統抽出用枠の関連

指標には，その代表性をめぐる適切性に疑問も出さ

れているが21），それ以上はるかに調査村の固定は，

標本の代表性に疑義を投げかけるものといわざるを

えないのである．確かにその点を憂慮し，年々調査

村の4分の1を交代させてゆく標本交代制度が，建

て前としては91年より導入されたことになってい

るが，上海・天津のいずれでも，経費不足と人員の

質等々の問題から，93年に到ってもなお実現される

見込みはほとんどないといわれる．

　そもそも「農産：量抽様調査」では，調査対象に選

出されても謝礼は無いに等しい（1標本につき，上海

では0．5元天津では0．3元程度）だけでなく，周囲

の稲が踏まれる崩れもあり，ほとんどの農家は調査

に十分協力的ではあるが，決して内心からそれを歓

迎しているわけではない22）．従って村全体としても，

毎年毎年過重な負担があるだけでなく，村内農家に

も忌避傾向が生じてくると，標本調査全体に対する

協力や積極性にも騎りが出てくるといわれる．つま

り言い換えれば，あまりにも長すぎる調査村の固定

は，やがて誤差の拡大にもつながり，決して好まし

いことではないことに十分留意すべきであろう．

　ところで先に我々は，第5段目の標本抽出法に関

して，国家統計局は開平法を標準的手法として奨励

していることに触れた．確かに上海をはじめ一部の

省では原則として開平法が用いられているが，これ’

はすでにも指摘（注13参照）したごとく，短時日の

うちに相当数の標本を刈り取らねばならない場合，

計算その他がかなり複雑なため，村の統計班の処理

能力を越えていることが少なくない．それゆえ天津

などではより簡便な抽出方法として，「梅花法」を積

極的に奨励し且つ採用している．

　その他遼寧省や江蘇省，河北省などでも，対角線

法や簡易開平法など種々のより実際的な標本抽出法

が検討され23），すでに試験的な導入が開始されてい

る．事実開平法は，末端の調査機関にとってあまり

にも複雑すぎ，しばしば正確に計測することなく，

“山勘”の目測によって標本地点が抽出されている

といわれ，，そ札よりはむしろ，より簡便な抽出方法

にして且つ確率性が尊重され’，全国的に統一されて

いることの方がはるかに重要であるといえよう．ま

．たその点は容易に改善が可能でもあり，早急に検討

の余地があろう．
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　なお標本地点確定後，刈り取りから脱穀・乾燥・

秤量など一連の作業が続くが，誤差を最小にすると

いう意味でも，それらには十分注意深い取り扱いと

ある程度の熟練作業が要求されるといわれる．つま

り統計調査員には，標本調査に対する十分な理解だ

けでなく，若干の統計計算の知識とともに，測量や

刈り取りなど実技面の技能もまた要求されるのであ

る．

　従って彼らには，ある程度の経験や訓練に加え，

基礎的な教育もまた必要といわれる．その点上海や

天津の場合，郷や村レベルの統計職員にもかなりの

高等学校卒業者が含まれ，全国平均に比べその教育

水準はかなり高いといってよい．

　但し彼らに対する教育訓練は未だ十分目なく，例

えば天津の場合でいえば，市は県（区）の統計職員の

一部に対し年1回わずか3日間の，また県（区）は郷

および村の統計関係老の一部に2日間の訓練を行っ

ているにすぎない．しかし非標本誤差の最小化とい

う問題を考えれば，統計調査員に対する教育訓練は，

決定的な重要性をもっていることを，我々は最後に

十分強調しておく必要があろう．

　3．若干の比較と評価

　日本の農作物収量調査は，80年ほどの歴史を有す

るが，今日のような本格的標本調査として確立する、

のは，1949年以降のことであるといってよい，その

標本抽出法は，中国のそれとは大きく異なる典型的

な層別3段抽出法であり，その意味でも中国の「農

産量二様調査」を考えるための1つの素材となるで

あろう．

　日本の農作物収量調査（正式には「普通作物作況

標本筆調査」という）では，まず各都道府県にある農

林水産省統計情報部の事務所において，約2ha前

後に仕切られた耕地の調査用「単位区」より24），地

域抽出（Area　Sampling）により第1段目の標本抽出

が行われる．その抽出標本数は，最終標本誤差が

0，25％内に収まるよう各府県の水稲作付面積に応じ，

変動係数の大小で表わさ塵た各府県毎の目標精度が

指定され，そとから算出される標本単位回数を，系

統抽出法により抽出している．その七二府県内の単

位区は，反収や作柄の安定性などに応じて階層化さ

れ，その層別標本抽出数は，水稲作付面積と過去の

反収標準偏差の積をウエイトとした最適配分法に拠

っている．また系統抽出に際しては，乱数表を用い

たランダム・スタートにより，作付面積をウエイト
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とする確率比例抽出法になっていることはいうまで

もない．そしてこのようにレて抽出された単位区は，

2年間固定され，毎年その2分の1ずつが新しい標

本単位区によって置き換えられてゆく．

　次いで第2段目の抽出は，各単位区より系統抽出

法に基づきそれ’それ2つの圃場（筆）が選択され，更

にまたその各圃場においてやはり系統抽出法に従い，

対角線上に最終的な3つの標本点が抽出・確定され

ることとなる．なおこの第2段および第3段目の抽

出に際しては，各圃場の面積や形状が比較的均質な

こともあり，単純に筆ならびに畝を系統抽出する方

式となっている．

　以上のような層別3段抽出法は，インドをはじめ

とする多くの国々の農作物収量調査において，最も

頻繁に見られる典型的な標本設計であるといってよ

い．それに対し中国の場合には5段抽出であり，標

本理論の教えるところを二つまでもなく25），抽出段

階が増えれば増えるほど，標本誤差が拡大すること

は周知の法則である．他方層別抽出法は，基本的に

調査の精度を上げうることが知られているにも拘ら

ず，陽表的には導入されていないのである．従って

こうした観点からも，中国の「農産量二様調査」の

基本設計は，多少の手直しをする必要があろう．

　しかしそれが可能か否かは，通常3段抽出の場合，

．その第1段ないし第2段目の抽出に際して地域抽出

法が必要であり，そのためには詳細な地図や地籍二

等に裏付けられた正確な抽出枠の編成が可能か否か

に懸っているといってもよいのである．従ってもし

その作成がかなり困難ならば，かえって非標本誤差

が増大し，抽出段階の無理な削減はむしろ好ましく

ない結果をもたらすかもしれない．

　なお兼ねてより，中国の農村社会体制の下では

「農産量二様調査」の際，村から直接圃場［地塊］を選

択するよりも農家を抽出する方が，様々な意味で点

れているという根強い主張が存在するが26｝，確かに

もしそれが，村と圃場の間に新たな抽出段階を設け

るものでなければ，一考に値するかもしれない．し

かし往々にしてそれは，実質的に村から農家，農家

から圃場への選択につながり，もしそうであるなら

ばそれは標本誤差の増大を意味しており，農家の抽1

出は，そのことによる非標本誤差の減少との兼ね合

いの下で，慎重に選択されなければならないであろ
う．

　ところで日本の農作物収量調査の場合，圃場での

刈り取りは，すでにも指摘したごとく比較的簡単な
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対角線法（付図3参照）に依っている．すなわちまず

標本筆の全畝数を数え，そこから系統抽出により3

条を選択し，それと標本筆の対角線との交点が刈り

取り地点となる．その際畝幅および株間をも測定し，

1m2当りの平均株数を算出して，その株数分だけ畝

長に沿って「条刈り」を行う．従って1標本虫当り

の刈り取り面積は3m2となる．

　かつては対角線上の2地点において，円形坪刈り

器により各1坪，計2坪が刈り取られていたこと

（その他3地点の「十文字刈り」など）もあるが，現

在はこの1m2の「条刈り」に完全に統＝されてい

る．それというのも，この対角線法は比較的計算が

容易であり，且つまた株数算出による「条刈り」も，

相対的に誤差のみならず偏り（バイアス）も少ないこ

とが知られているからに他ならない．

　なおこうした刈り取りはすべて，全国に散在する

統計情報事務所傘下の326の出張所に所属する頭

飾，000人の専属職員によって行われ（約14，000筆），

刈り取り後同事務所所属の95のセンターにて，脱

穀・乾燥・秤量等が統一的基準に基づき行われる仕

組みとなっている2η．

　今こうした事例を念頭におく時，中国の場合各省

（市・区）での状況は大きく異なるものの，その刈り

取り地点の抽出方法や刈り取り法など，調査のより

細部に到るまで，非標本誤差縮小の観点からより厳

密な全国的統一を図る必要があると思われる．一般

に，刈り取り面積と畝幅・株間距離や，刈り取り方

法の形状（円形や方形など），あるいは反収変動と刈

り取り地点数などの間には，それぞれ特定の測定誤

差や偏りがあるといわれ，従って中国の場合には中

国独自の状況（末端調査員の質など）に最も適した全

国統一的な刈り取り方法や抽出地点数等が定められ，

厳格に実施されることこそが，調査の精度を高める

ことにつながるからに他ならない．

　ただその場合，末端の統計調査機構の人員が，必

ずしもすべて統計調査専門の要員ではないことを念

頭におく時，第4段および第5段目の抽出方法や刈

り取り法は，むしろ簡明なことを旨とすべきであろ

う．その意味では，中点系統抽出法や梅花法等は28｝，

多少の偏りが知られてはいるもの＼，補正係数を用

いることにより，十分その任に耐えうるものである

といってよい．

　むしろ現行のごとき，不統一な抽出設計や繁雑に

すぎ遵守されない坪刈り手法よりは，多少確率性に

問題があろうとも，簡潔にして十分正確に実行可能
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な統一的方法の方こそが，誤差の観点からもはるか

に望ましいといえよう．こうした点は容易に実行可

能であり，また標本設計の工夫により，たとえ標本

規模を今少し縮小することになっても，早急に検討

する余地があろう．

IV．都市世帯家計調査について

　1．中央での基本設計

　中国の都市勤労者世帯家計調査（「城市職工家庭収

支調査」）は，すでにも言及したごとく，比較的長い

歴史を有するが，それは同時にまた文化大革命の終

熔後，いち早く調査の再開された（第1表参照）最も

重要な統計調査でもあったといってよい．

　その勤労者世帯家計調査は29），1984年と87年の

抜本的改正を経て，ほf今日あるような層別3段・

系統抽出法による，十分近代的な標本調査として確

立したといえよう．まず84年には新しい《城市住戸

調査方案》に基づき，その抽出対象の範囲を従来の

城市（市制都市；47市を抽出）から，県城（県政府所

在地）ならびに全城市へと拡大し30），183の都市（う

ち県城77を含む）が改めて抽出されている．また2

つには，従来の調査対象は勤労者［職工］世帯のみで

あったのに対し，それが個人業種世帯や退職者世帯

等をも含めた都市居住者全世帯に拡張されている．

更に3つ目には調査内容の範囲も，家計調査のみな

らず，保健衛生や食品・栄養あるいは教育文化等々

の多方面（但し1時点予備調査［1次性調査］に際し

てのみ）にわたる基本状況調査を含めた，いわゆる

「城市住戸調査」に再編されたのであった．た目し

この時点ではまだ，勤労者世帯については，従来の

所属関連省庁部門による勤務先機関［工作単位］を抽

出単位とした集落抽出法（Cluster　Sampling）が適用

されていたのに対し，非勤労者世帯に関しては早速

地域抽出法が導入されたから，末端調査機関での調

査実施や標本誤差の計算等々には，非常に大きな問

題をか」えていたといってよい．しかしそうした併

用状態の難点は，1987年をもって以後「居民委員

会」（町内会）を基本抽出単位とする地域抽出法に統

一することにより，一応解決されたこととなってい

る．

　また一部の都市では，数年にわたって同一標本を

継続的に調査し続けたため，いわゆる「標本老化」

現象に伴う種々の問題点が生じ，1990年より公式に

は標本交代制度が導入されたのであった．すなわち
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毎年3分の1ずつの標本を入れ換え，従って心拍調

査世帯は3年間継続記帳を続け，3年後にはすべて

の標本が置き換えられるがゆえ，その抽出枠作成の

ための1時点予備調査が，3年毎に行われ’るシステ

ムとなっている．

　以下簡単に，現行「城市住戸調査」の標本抽出設

計について確認しておこう31）．まず家計調査を行う

都市の選定は，全国の都市をその非農業人口の規模

に応じ4つの階層に分け，それぞれの階層について

各都市を全国の6大行政区に分類したうえ，各区毎

に抽出する．その際抽出枠は，各都市の勤労者の平

均賃金水準によって構成され，且つ各都市の勤労者

数をウェイトとして系統抽出法により選出される．

さらに各省都や少数民族自治区などの代表性をも加

味したうえ，93年時点では，224の都市（うち県城

80）が抽出されている．

　なお中国の都市世帯家計調査は，かねてより2相

抽出法（Double　Sampling；2－phase　Sampling）を採

用しているところに，その1つの大きな特色を有す

るが，各調査都市の第1次標本の規模は，その非農

業世帯総数を各階層指定の抽出比率に乗じて（かつ

通常は，規定最小規模を満たす概数として）得られ

る形となっている．またその第1次標本より抽出さ

れる第2次標本（記帳世帯）の規模は，当該都市の調

査能力（人員・経費）や規定最小規模，あるいは標本

交代の可能性等々をも勘案し，各都市で自主的に

決定されている．かくして現在全国では，1時点予

備調査には15万5千世帯が，また継続記帳調査で

は2万5千世帯が，その調査対象となっている．

　各都市における調査世帯の具体的抽出方法は，ま

ず第1段階として「街道」（市街区；町）が，人民セン

サスの非農業世帯数をウェイトとし，系統抽出法に

基づき地域抽出される32）．更に第2段では，「蛮民

委員会」が全く同様の手続きにより，その被抽出

「街道」よりやはり地理的排列を通じて抽出される．

なおそれらの抽出数は，最終調査世帯数と第3段で

「群民委員会」から抽出される各世帯数とが決めら

れたのち，逆算によって通常決定されている．また

第3段での抽出は，「居民戸ロ登記冊」（戸籍管理簿）

を抽出枠とし，多くは系統抽出法に拠っている。

　軟こうして得られた第1次標本に対する調査結果

から，各世帯の一人当り収入が計算され，それらを

5つの階層に区分したうえ，全調査世帯の分布がま

ず確定される．次いで第2次標本は，それら第1次

標本のうちより，各階層毎に系統抽出法によって全
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融の分布と比例する形で，先決の総標本数が配分・

抽出されることとなる．なおその際そこに含まれる

「済民委員会」は，第1次標本において抽出された全

「富民委員会」を含むよう調整され’るこ．と，ならびに

標本の交代に備え，次年度以降の代替標本のセット

が同時に抽出されることも，付け加えておく必要が’

あろう．

　以上はあくまでも国家統計局による中央レベルで

の基本設計であり，実際に調査を行う各都市で，ど

の程度までその通りに実施されているかは，また別

問題である．従って今その点を確認する意味でも，

再び上海と天津の具体的実施状況に立ち戻ろう．ま

た我々は，国家統計局における聞き取り調査におい

て，各地における調査員の実状や記帳上の諸困難な

ど調査実施上の問題点についても現状を把握すべく

努めたが，抽象的回答が多く，必ずしもその具体的

理解を得るまでには到らなかった．それゆえこの点

でもまた，個別的状況下での実態は，大きな参考に

なるものと思われる．

　2．上海および天津における実施状況

　天津市は，その統計調査の秀れていることでもよ

く知られているが，家計調査の場合も，82年から早

くも標本交代制を導入するなど，必ずしも中央の設

計通りとはいえないが，むしろそれを越えた種々の

面での先進性が認められる．まず1時点予備調査に

ついていえば，90年より直接「居民委員会」を抽出

する層別2段抽出法が採用され，第1段目は中点系

統抽出法によって，地理的排列リスト（時計逆廻

り；人望センサスの非農業世帯数をウェイト）から

100の「居民委員会」が抽出される．次いで第2段

では，．その各「商民委員会」（通常500～800世帯を含

む）より，乱数表を用い単純無作為抽出法に基づき

30世帯が抽出され，総計3，000世帯が1時点収入調

査の対象として選定される．

　なお天津市の場合，82年より独自に標本交代制が

導入され，当初は半年毎に記帳調査世帯の4分の1

を入れ換える方式であったが，調査員の負担等を考

え，88年からは年に1度2分の1を代替する方式に．

切り換えられた33）．従って第2次標本の継続記帳調

査世帯の抽出は，上記100の「居民委員会」のうち

より25を抽出し，そこから各10世帯（初年度のみ

20世帯），すなわち500世帯の2分の1相当の250

世帯を，各々系統抽出（居民委員会毎の平均収入水

準に排列）ならびに単純無作為抽出（3群化に世帯抽
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出）により選出する方式が採られている3の．

　つまり各調査世帯は，2年間記帳を続け，上記25

の「島民委員会」は3年間固定されるがゆえ，毎年

3分の1（各居民委員会は30世帯を準備する．標本

規模からは2分の1）の10世帯ずつが，各「居民委

員会」より（全体をプールし5階層に分けることは

しない）抽出され，置き換えられてゆくのである．

なお第2次標本の規模500世帯は，第1次のそれの

6分の1に相当し，ほΨ全国平均の水準に合致して

いるといってよい．

　他方上海の場合にもまた，その標本抽出設計は多

変量解析の手法を応用したきわめてユニークなもの

であることが知られる．それは基本的に2相抽出を

経ないでも，直接継続記帳世帯が抽出可能なような

層別2段抽出設計となっている35）．

　すなわちまず第1段の「居民委員会」の抽出に当

たっては，各「街道（ないしは区：）」の民政部所属の

リーダー5～7人が，合同でその管轄下にある各「居

民委員会」（通常20～25）の平均収入水準や住宅事情，

あるいは交通の利便性や商業網の発達度など5項目

について5段階評価を下し，それらをクラスター分

析により全「居民委員会」について類似度の高い幾

つかの層への分割を行う．次にそこから層別規模に

応じ，単純無作為抽出法によって55の「国民委員

会」が選出される．

　なお各「居民委員会」には，通常800世帯前後が

含まれているがゆえ，この第1段の抽出でも，まだ

約4万5千世帯が記帳世帯抽出の対象となる．しか

しこの第2段目の抽出に際しては，各世帯への戸別

訪問調査は行わず，「居民委員会」保管の人ロセンサ

スの個票データをもって，その抽出枠が作成される

のである．

　すなわち各世帯毎の人員数や就業者数など6項目

を主成分分析により1つの総合指標とレて合成し，

その主成分値による抽出枠からジグザグ系統抽出法

に基づき，各「居民委員会」から9～10世帯，総計

500世帯を継続記帳世帯として抽出している．また

標本の交代は，建前として毎年3分の1ずつを入れ

換えることになってはいるもの＼，現実には多くの

困難が伴い難しいといわれる．

　このように天津や上海の実情からも知られ’るごと

く，中央の基本設計は各都市で必ずしも十分忠実に

実行されているわけではない．その最大の要因は，

一般に調査経費の不足にあるといわれており，その

点は調査員等の問題1とも反映されているといえよう．
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　天津では，家計調査に携わる25名の調査員は，い

ずれも統計局専属の専門調査員であり，彼らの学歴

は，ほとんどが大学卒ないし専門学校［大面］の卒業

者である．従って天津市でも，彼らの満足度を高め

るべく，単に調査の実施・管理だけでなく，その設

計や分析にも携わる多くの機会を与えてはいるも

の＼，薄給を理由に離職する者の率が著しく高い．

　他方上海1とあっては，22名の調査員のうち10名

（45％）は，兼業ないし臨調の調査員である，そして

専門調査員の多くが，統計の専門教育を受けている

のに対し，彼らは企業の会計係や学校の教師あるい

は退役軍人などであるが，2日間の研修訓練を受け

れば，調査管理の業務上特に大きな問題はないとい

われる．また通常彼らの収入は，世帯毎の訪問につ

き3．5元の歩合給に25元の諸手当を加え，月100元

余りとなる．

　なお記帳調査の管理は，彼ら専属ないし兼職の調

査員が各人約20世帯を受け持ち，月央と月末の月2

回の訪問により，家計簿の点検・授受を行う．その

際帳簿記入上の困難はほとんどないもの」，副業や

内職が盛んになりつLある今日，収入面の把握がか

なり過少評価になっているといわれる．また記帳に

関しては，調査員に対するよりもむしろ家族雪間で

のプライバシー保護が主張され，複数の家計簿を請

求する世帯も決して少なくないと聞く．

　記帳世帯への謝礼は，諸経費の20元に各四半期

毎の10元を加えても，年間わずか60元にしか達し

ないが，これまでのところ調査拒否は，まだ極めて

少ないといわれる．例えば天津の場合，92年の拒否

率はわずか3％（91年は1．8％）にすぎないものL，

上海ではや㌧高く，標本の交代に際して，拒否なら

びにその他やむをえない事由により代替標本を用意

しなければならない場合が，約10％弱に達してい

る．なおその際大家族や高学歴世帯での拒否事例が，

相対的に高いといわれる．

　いずれにしろ一般的には，調査に対して非常に協

力的であるもの」，近年の社会意識の変化や記帳期

間が長いことなどもあり，次第に拒否件数が増大し

ていることは確かである．だが他方で，これまでこ

うした低い拒否率に留まりえたことの背景には，調

査員達の献身的努力があったことも，決して見逃す

わけにはゆかないであろう．例えば老人世帯や病人

世帯では，その洗濯や買物を手伝ったり，またもめ

事のある家庭では仲裁の役割を果たすなど，本来の

調査員活動を越えた種々の努力が傾注されているこ
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とは，広く知られた事実である36｝．こうした点もま

た，中国の社会調査の1つの特徴かもしれない．

　3．若干の比較と評価

　家計調査は，日本の統計調査のなかにあっても，

戦前非常に早く（1910年代）から，いわゆる「生計費

調査」として最もよく発達し，且？また最も詳しく

調査された領域であることは，周知の事実である．

しかしそのほとんどは典型調査ないし事例調査であ

り，今日のような確率標本調査として形を整えるの

は，1950年以降のことであるといってよい．また現

在とほf同じ標本設計が確立するのは，1962年のこ

とである．

　日本の家計調査は，まず第1段で人口規模や行政

機能等に基づき168の層に分割され’た各層より1市

町村ずつが，確率比例抽出法に基づき選出される．

次いで隣接する国勢調査区各2つをもって構成され

る「家計調査用調査区」が，その市町村人口規模毎

に指定された抽出（最小）世帯数から逆に抽出必要数

が計算され，地域系統抽出法により抽出される．さ

らにその各調査区より6世帯が乱数表に基づき抽出

され37），全国では総計1，346調査区，8，076世帯が抽

出される層別3段抽出設計となっている．

　なお各標本世帯は6ヵ月間記帳を続け，7ヵ月目

に同じ調査区より抽出され，た6世帯と交代する．ま

た全国的には毎月6分の1世帯が交代し，12分の1

の調査区（1年交代ゆえ）が入れ換えられること㌧な

る．加えて標本設計は，5年毎の国勢調査に基づき，

見直しが図られている．

　築こうした日本の標本設計と比較する時，中国家

計調査の基本設計は，各都市におけるそれが十分統

一されていない点を除けば，ほとんど遜色ないとい

ってよい．た昭年の記帳期間はあまりにも長すぎ

ると考えられ，その負の慣性効果発生には十分留意

する必要があろう．た§他方で，日本の6ヵ月やア

メリカ・イギリスの数ヵ月もまた短かすぎると予想

され，種々のプラス・マイナス効果を総合する時，

1年程度が最適と想定されるであろう．

　日本や欧米では，1年間の記帳に対してもなかな

か協力が得られにくいのに対し，現在の中国ではそ

れが十分得られている以上，中国社会にとって最適

な記帳期間（1～2年か）というものが，非標本誤差の

観点から十分真剣に探られるべきであろう．それは

当然標本交代制の設計の問題にもつながっており，

二二りに記帳期間を現行よりも短縮しようとするな
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らば，それは調査員の負担余力や支出可能経費等の

問題にも，つながってくることはいうまでもない．

　しかしこの問題は究極的には，世帯抽出枠を如何・

に作成するかという問題に帰着するといってよく，

現行の収入調査を1時点予備調査で行う2相抽出法

は，十分代表性の高い標本が得られはするもの＼，

かなり負担は大きいといわざるを得ない．それゆえ

将来は，人ロセンサス等の結果を積極的に利用した

単相の地域抽出法などの標本設計が，より簡便な方

法として検討される必要があろう．

　なお日本の家計調査にあっては，1調査員が2調

査区・12世帯を担当し，毎月各世帯を2回訪問する

システムとなっている．こうした調査員は，全国各

地の調査都市で総計673名存在し，そのほとんどが

主婦によって占められている．彼らは都道府県庁統

計課所属の指導員（全国で114人）の監督の下で，主

に家計簿の配布・収集や記入指導・点検等の業務に

携わり，月7～8万円の収入を得る．

　一般に調査員は，年配の経験者（平均年齢52歳・

平均経験年数9年）が多く，また調査の手引書等も

整っているゆえ，実際の調査に際してほとんど問題

は生じないといわれる．他方中国の家計調査の場合，

こうした調査員の問題に関しては，前述の天津市の

ごとく，専任の調査員のみによって実施管理されて

いるところは，その質的側面をも含め，日本の調査

員と比較しても何ら劣るところはないと判断される．

た望全国で約3分の1をしめる兼職の家計調査員の

場合には，その訓練や管理監督の面において，さら

に若干の改善の余地はあるかもしれない．

　だが実は日本の家計調査には，は’るかに深刻な標

本バイアスの問題が2つ隠されているのである．す

なわち1つは，全世帯の23％にも昇る単身老世帯

が，調査の困難性や概念の多様性などの理由から，

調査対象から除外されていることである．それ’ゆえ

家計調査の消費動向には，．若年単身者世帯の示す

や㌧特異な消費パターンが，十分目は反映されてい

ないと考えられるのである．その点中国の家計調査

には，そうした問題点は全く存在しない38）．

　また2つには，日本の家計調査の場合，調査拒否

の結果生ずる調査対象世帯の高齢化バイアスの問題

が存在する．すなわち日本では，記帳世帯に抽出さ

れても多忙や二項の理由（25％）から，あるいはプラ

イバシー保持の観点（25％）から，調査を忌避する事

例が著しく高い（100世帯確保するには，200～250

世帯への依頼が必要）39）．その結果，記帳調査を承
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諾する世帯は必然的に無職者世帯に偏り，それを受

け一般世帯の世帯主平均年齢が59歳にも昇り，そ

の標本代表性（特に新型耐久消費財の支出に関して）

に大きな疑義を抱かせるのである．

　これまでのところ，中国の家計調査にはまだその

ような問題は生じていないといってよく，同様に名

目的謝礼にしかすぎないもの、40），記帳調査に対す

る協力度は，日本の場合に比べはるかに大きいとい

えよう．だが次第に忌避傾向も生じつ㌔あるようで

あり，記帳期間の問題等を含め，今後早急に標本設

計の見直しを図る必要があるかもしれない．‘

V．結び＝中国の標本調査に関する1つの評価

　最後に以上の議論を，もう少し全体的な観点から

簡単にまとめておきたい．まず中国の統計調査にあ

って現在最も肝要なことは，標本調査（より正確に

は確率抽出標本調査）の重要性ならびにその有用性

を，十二分に認識することであると思われる．

　全数調査は，標本調査に比べ単に膨大な費用と時

間がか㌧るだけでなく，一般にその非標本誤差が著

しく大きい点に，その決定的な問題点が隠されてい

るといってよいのである．とりわけそれは統計調査

の十分に発達していない国の場合に著しく，中国の

場合もその広大な領土と膨大な人口，あるいは農村

部の教育水準等々の要因を考える時，決して例外で

はないのである．

　従って統計調査の質の観点からも，標本調査は，

「統計報表制」や「重点調査」など以上に重要視され

る必要があるとともに，その実用性が十分に認識さ

れなければならないのである．しかしその点，今日

の中国では必ずしも十分とはいえないと判断されよ
う．

　もとより全数調査は，標本調査の抽出枠編成等に

要する間接情報の提供等々の点で；欠かすことの出

来ない側面も多い．しかしそれも，地域抽出や2相

抽出法などを積極的に援用することにより大部分解

決可能であるがゆえ，必ずしも全数調査にそれ程固

執する必要はないと思われる．むしろ重要なことは，

「全数調査信仰」を捨て，標本調査の積極的活用を図

り，その標本設計に様々な配慮や工夫を加えること

であると判断される．事実これ，までのところ，標本

抽出枠の作成に人口センサスや統計報表制度の情報

が，その膨大なコストのわりには十分に活用されて

きたとはいい難いのである．



中国における標本調査の現状

　なお標本調査にあってもまた，最も肝要なことは，

予測かつ制御可能な標本誤差の問題ではなく，やは

り非標本誤差の管理・制御の問題であることはいう

までもない．とくに非標本誤差の多くは，調査の実

施・管理の面で偶発的に生ずるものよりは，むしろ

調査対象の偏りやその意図的反応に拠るもの，ある

いは調査員の作為や調査票の不備等々に起因するも

のなどの方が，はるかに深刻であると考えられてい

る41）．しかし他方，それらもかなりの程度まで，調

査員の質の向上や訓練，あるいはまた標本設計の工

夫等々により，誤差縮小の可能性もあることが知ら

れ，ている．

　従って今こうした観点から，改めて「農産量抽様

調査」と「城市住戸調査」を捉え返すなら，まず第

1に指摘さるべき点は，いずれ’の場合にも各省や各

都市で採られている標本抽出設計の細部が十分に統

一されていないため，抽出標本の質や性格に相違が

あり，全国標本としてみた場合，そこにはかなりの

非標本誤差が混入しているものと判断される．

　もとよりそれは決定的な誤差ではないもの」，抽

出方法の厳格な統一は比較的容易に実現しうること

であり，早急に手が打たれて然るべきであろう．な

おこうした不統一の原因は，1つに国家統計局によ

る各地の調査実態の把握やその実施への指導等が，

不十分なことに起因しているといってよい．また2

つには，調査現場における経費不足と，そこから派

生する標本設計の変更・妥協が，やはりその原因に

なっていると考えられるのである．特に経費不足の・

問題は，正確な統計を作ることとそ，経済計画や経

済政策の基盤であることを念頭におく時，一考を要

するといえよう．

　第2に，「農産量抽様調査」につき，日本との比較

で一言言及しておくならば，その最大の問題点は，

標本抽出設計が農村部の調査能力に比し，複雑すぎ

ることであろう．当然それは，標本誤差だけでなく，

非標本誤差をもまた拡大する結果となっていること

はいうまでもない．

　すなわち系統抽出が5段にわたり，その各4段に

つき関連指標による抽出枠の編成が行われねばなら

ず，しかも村レベル（第4段）のそれ’は，実査による

播種面積の確認と収量の予測を伴うがゆえ，統計調

査機構の十分に整っていなU・農村部では，かなり過

重な負担になっているものと思われる．加えて第5

段の開平法による標本地点の抽出は繁雑にすぎ，ま

た刈り取り後の脱穀や乾燥・調整にはかなりの厳密
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性が要求されるがゆえ，兼職の調査員では不十分な

ことも多い．

　従ってこうした種々の非標本誤差の発生源を縮小，

するには，まず1つに，出来るだけ標本設計を簡潔

にすることであり，且つその抽出手続きもまた簡便

なものを選択すべきであろう．また2つには，可能，

な限り専門調査員を増やし，場合によっては標本規

模を落としても，農事試験場等の専門家達の応援を

求め，専門家のみによる収量調査を行うことが望ま

しいといえよう．

　第3に，「城市住戸調査」について言及しておけ

ば，今日までのところ調査世帯側からの十分な協力

もあり，日本の家計調査等と比較しても，ほとんど

遜色ないといってよい．た．穿一般に記帳期間が長過

ぎるため，そこから派生する各種の非標本誤差が危

惧されるもの㌧42），それ，ももし標本交代制等が進展

すれば，十分に回避されうるものと思われる．従っ

て「城市住戸調査」の場合，2相抽出法に伴う過重負

担の解消や記帳期間の短縮等が，標本設計の一部手

直しにより実現されうるなら，十分質の高い標本調

査になりうるものと判断される．

　また第4に，以上の諸点と関連して指摘さるべき

は，いずれの標本調査にあっても，そこに含まれる

非標本誤差などの発生原因等を把握するためのいわ

ゆる抽出標本点検調査（Sample・check　Survey）が，

全く行われていないばかりでなく，その必要性すら

十分に認識されていない現状は，早急に改められる

必要があろう．

　例えばインドの農作物収量調査の場合，坪刈り測

定の対象となった全標本から約8％前後の地点が再

興出され，指定通りの作業が行われたか否かの追跡

調査が毎年実施されている鋤．その結果，誤った作

物の刈り取りや播種面積の計算違いあるいは測定工

具の未受領等々，種々の非標本誤差が少なからず存

在している事実が明らかにされている．つまりこう

した標本点検調査のみが，非標本誤差の把握を可能

にし，且つそれに基づく教育訓練の実施・強化のみ

が，長期的に非標本誤差の縮小を実現しうるもので

あるという認識を，中国の標本調査でもまた早急に

持つ必要があると思われる．

　そして以上の点をさらに敷即して述べれば，中国

の標本調査は，現段階ではたとえ標本数の規模を多

少落としても，調査の質を上げること，すなわち非

標本誤差の規模を縮小することこそが，最も待ち望

まれていることであると言い換えてもよいのである．
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もとより標本数の縮小は，ごくわずかながら標本誤

差の拡大につながるもの＼，その点は各省や各都市

が，全国調査と並行して独自に抽出している地方標

本を分析することにより補われ＼ぱ，何ら問題はな

いと思われる．

　つまり地方標本にあっては，各地がそれぞれ独自

の工夫を凝らした標本設計を施しても何ら支障はな

いが44｝，全国標本の場合，たとえ現行の標本規模を

かなり犠牲にしょうとも，まずは十分に統一された

質の高い調査が心掛けられるべきなのである．しか

し今もし，こうした種々の標本調査に対する理解な

いし意識の変革が成し遂げられ＼ば，中国の標本調

査は，今後一層発展しうる素地を十分秘めているも

のと，我々は理解している．

　なお最後に付言しておくべき点は，客観的なミク

ロ統計情報の公開とその自由な利用の促進というこ

とである．今後とも中国経済の市場経済化の進展と

ともに，統計情報・経済データに対する需要ないし

公開への要求は，ますます袖山の一途を辿ることは

疑いない．従ってその場合，現状のような統計情報

の政府による専有は，市場経済化の進展の妨げにさ

えなるということを，我々は十分銘記しておく必要

がある．なぜならば市場経済にあっては，市場情報

への自由なアクセスやその公開性こそが，市場取引

の根幹をなしているからに他ならない．

　それゆえその場合，確率抽出法に基づく標本調査

は，「統計報表出」や「重点調査」などに比べ，比較

的少ない費用でより精度の高い統計情報をより速く

提供しうるがゆえ，急速な経済情報の拡大・蓄積を

最も希求している現在の中国にあって，今後ますま

す多用されねばならない調査手法であることは論を

侯たないからである．

　他方でまたそれは，典型調査のような有意抽出法

ではないがゆえ，政治的裁量の余地も少なく，匿名

性が確保されたうえ且つ推定値に客観的根拠の与え

られる調査法ゆえ，その科学性をもって，政府の情

報秘匿主義や恣意的情報の流布などに十分対抗しう

るものである．すなわちランダムネス（確率性）の概

念は，本質的に統計情報を処理する際の匿名性や公

開性あるいは公平性等々の問題にもつながっている

と，我々は考えていることを最後に付け加えておき

たい．

　　　　　　　　　　　　（一橋大学経済研究所）
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らも助成を受けた．上海での聞き取り調査には，王恵玲

教授をはじめとする上海側のメンバーより多くの協力を

得た．また東京・北京・天津での聞き取り調査は，松田

芳郎（一橋大学）・岳魏（前国家統計局）・劉景偉（中国管

理科学研究院）各教授の多大な尽力により実現したもの

である．なお中国3都市での聞き取り調査に際しては，

関二君（一橋大学大学院）に通訳の労をとってもらった．

以上併せて深謝の意を表したい．

　1）例えばインドの場合，人ロセンサスは10年毎に

実施されるが，その集計・公刊にはほぼ10年の歳月を

要している．またアフリカ諸国では，センサス実施に際

して，その調査員に小学校の教員等を大量に動員せねば

ならず，学校の機能が麻痺することも少なくないと聞く．

特に本稿でとりあげる2調査の場合，消費流通計画のた

めの速報性や被調査世帯の負担増などの理由から，全数

調査はほとんど不可能であるといってよい．

　2）　非標本誤差とは，標本誤差以外のすべての誤差に

対する総称であり，集計上の誤記や計算ミスをはじめ，

標本抽出枠の不備や回答者の誤解あるいは虚偽の回答か

ら，さらには調査員の誘導質問や無回答による偏りなど，

種々様々な誤差がそこには含まれる．一般に非標本誤差

は，再調査や事後チェックあるいは複合抽出法などによ

ってかなりの程度補習可能である．詳しくは注41）の文
献などを参照のこと．

　3）例えばそれは，「統計監督」という概念をめぐって

も，人によりその解釈は大きく異なる．．国家統計局政策

法規司（編）《論統計監督》（中国統計出版社　1990年）な

どを参照のこと。なお統計情報に対する政治的影響の事

例として，「文化大革命」期のそれは言うにおよぱず，人

民公社形成期のそれも挙げられよう．詳しくはChoh－
ming　Li，　Eヒ0〃0砺。　D⑳θ」ρρ耀η’（～〆00η祝観魏C痂ηα，

Berkley：Univ．　of　Califomia　Press，1959（邦訳『中共経

済の成長分析』時事通信社　1960年）などを参照のこと．

また雑誌《統計工作》も1957年と58年では，その性格を

一変させることでも知られよう．以下中国語文献の場合，

日本語のものとの混同を避けるため，中国語の表記法
《》，〈〉を用いる．また中国で固有の用語・呼称など
は，［］，．「　」により区別されている．

　4）　この「農産量運気調査」と「城市住戸調査」なら

びに「工業統計二二制度」に関する聞き取り調査と資料

の収集は，それぞれ国家統計局と上海市統計局および天

津市統計局の関連部局・調査隊において，1993年6月に

行われた．個人名の列記は避けるが，長時間聞き取り調
査に応じられた各位に謝意を表する．

　5）1956～57年頃は，P．　C．　Mahalanobisの訪中や中

国統計関係者の訪印など，中印間の統計交流は比較的活

発であった．またインドに倣い，中国でも標本調査を活

発化する必要性が，その当時は正しく認識されていたと

いってよい．例えば王思華〈介紹印度統計工作，積極開

展全国皆様調査〉《統計工作》1957年第6期（3月）などか

らも，それは窺われる．

　6）　もとより農村部でも「農村住戸調査」が行われて
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いるわけであるが，その標本抽出法は「農産量二様調査」

のそれと酷似する部分が多く，またその調査内容も，「城

市住戸調査」のそれ（生産者としての側面を別にすれば）

と概ね共通するがゆえ，代表的な標本調査ではあるが，

ここでは考察の対象から外されている．なお中国の統計

制度全般については，石原享一「中国統計システムの改

革」（『アジア経済』第35巻第8号　1994年）ならびにそ

の尾注文献を参照のこと．

　7）79年来の経済開放体制下において，報表データに

対する需要は一層強まったといわれる．例えば1982年

現在で，年報（年次データ）は160表，定期報表（日次から

半期までの短期データ）は90表にも及び，70年代中頃に

比べ約40％増加している．その後も増大し続けたも
の㌧，80年代後半には市場経済化の進展に伴い様々な問

題点が生じ（特に工業統計西表について），その見直しを

迫られていることが知られる．例えば国家統計局目交物

資司〈面談《工業統計報表制度》的修訂〉《統計》第74期

（1988年3期）や江新明〈実現工業企業一二表的几個問

題〉《統計》第81期（1988年10期）などを参照のこと．

　8）全数調査を志向する考え方は，末端の統計調査員

に到るまで浸透しているものと思われる．例えばそれ，は，

〈我椚這支隊伍一湖北省麻城市詳論統計人員的調査資料〉

《統計》第64期（1987年5期）にも認められよう．播種面

積調査の推計法につい下は，師以社〈簡易抽爪調混在農

作物播種面積統計中的応用〉《統計》第80期（1988年9
期）を，また「根食産量調査」の同様な問題たついては，

呉伯富〈根食産量抽戸登記調査方法簡介〉《統計》第26期

（1984年3期）などを参照のこと．

　9）毛沢東の考え方にρいては，中国統計学会馬克思
主義統計理論研究組（編）《毛沢東論調査研究》（中国統計

出版社　1986年）を参照．例えば86年でもなお，黄恵

〈恩格高湿典型調査二三椚的啓示〉《統計》第50期（1986

年3月）のような考え方は依然根強く存在している一方，

湖南省酸素市の実例でも，80年代前半には，98回の重点

調査に次いで72回もの典型調査が行われていることが
知られよう．李徳濤・李武平〈湖南省加仙郷鎮統計工作

的基本経験〉《統計》第46期（1985年11期）を参照のこと．

　10）　なお中国では，典型調査から全体（母集団）の数

値が推定可能であるとか，全数調査の信頼性が検証可能

であるという主張（例えば統計原理与経済統計教材編写

組（編）《統計原理与経済統計》中国財政経済出版社　1982

年など）が根強く存在するが，それが可能であるために

は，「劃類選典」に際し母集団に関する十分詳しい情報が

必要不可欠であり，統計学的には論理的矛盾が存在する．

また対象を限定し深く調査することと，典型例を抽出・

調査することとは，全く別の問題であることも心得らる

べきであろう．しかしすべての典型調査の意義が小さい

というわけではない．例えば王貴震・陸学芸（編）《農村

経済典型調査》（社会科学文献出版社　1989年）などは，

成功的な事例の1つであろう．他方，初期の典型調査法

による「農産量調査」の吟味は，松田芳郎「中国農業生

産統計の一吟味」石川滋（編）‘『中国経済発展の統計的研

究III』（アジア経済研究所　1962年）所収論文が詳しい．

　11）　中国で「抽様調査」（標本調査）という時，それは

原則的に確率（無作為）抽出法に基づく標本調査を意味し

ている．従って有意抽出法［Purposive　Sampling；有意
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選点法；判断口写法］という用語もほとんど用いられる

ことなく，これまであまり標本調査は盛んでなかったた

めか，割当法（Quota　Sampling）や芋づる法（Snowball

Sampling）を用いた公的調査というのも見かけない．

　12）50年代初期の家計調査については，松田芳郎
『中国経済統計方法論一変容と現状』（アジア経済研究所，

1987年）が詳しい．

　13）　農作物収量調査や家計調査の基本設計についで
は，その歴史的側面をも含め，黄良文・呉国培（編）《応用

抽様方法》（中国統計出版社，1991年）の第12章・第13

章が，簡潔で分り易い．なお初期の標本調査では，必ず

しも十分に確率化の原則を貫く姿勢がとられていなかっ

たことは，岳娩（編）《当代中国的統計事業》（中国社会科

学出版社，1990年）のなか（第7章第2節）でも認められ

ている．

　14）農村調査網の問題は次節で改めて触れるので，

確率抽出標本調査に対する理解という点でいえば，例え
ば楊紀珂〈深化和提高農村抽様調査工作的十項建設〉（《統

計》第71期　1987年12期）などを見る時，地方にも浸透

しつ＼あることを窺わせる．また呉輝く抽様調査的応用

有着二二的前景〉《統計》第29期（1984年6期）も参照の

こと．

　15）　国家統計局農村社会経済調査総隊（編）《農村抽様

調査基礎工作規程》（北京　科学技術出版社　1990年）．

また比較的最近のものでは，襲豊門《抽様理論与実践》

（中国統計出版社　1990年置が，簡潔にして良く問題点を

まとめている．その他黄良文・呉興野（編）《応用抽様方

法》（中国統計出版社　1991年）や陳永乗（編）《農村経済

統計》（農業出版社　1988年）なども参考となる．なお以

下の説明は基本的に，』最：も重要な農作物たる水稲の場合

に限定されているが，他の農作物の場合も，ほご同様と

考えてよく，必要な範囲でその差異について言及する．

また我々の場合，記述は原則的に聞き取り調査の内容を

優先している．それというのも多くの解説書にあって，

その内容は他書のひき写しか，国家統計局の基本設計の

反復にすぎず，地方の実態に直接触れたものは，皆無に

等しいからである．

　16）　いま具体例によって中点系統抽出による開平法

の場合を例示しておく．仮りに5畝（1市畝＝6，000平方

市尺，市警・市尺は1929年制定の伝統的尺貫法（市制），

1mニ3市尺）の圃場から8つの標本を採取しようとする

付図1開平法
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鵬・・拙隔は畢一61・（献）とな・，

南西の角からその中点の距離（30．6四脚）に当たる北東の

位置（450線との交点）よりスタートし，南北に関し61．2

市尺の間隔で抽出してゆく．しかしこの付図1のように，

十分に細長くない圃場の場合，その抽出はかなり複雑と
なる．

・17）　何故かほとんどの中国の解説書には，例えば前
掲ゐ《応用抽様方法》や《農村経済統計》だけでなく質宏宇

（主編）《統計辞典》（上海人民出版社　1986年夏等々をも

含め，すべて稲の坪刈り実測には，木製の方形椹架が用

いられると書かれている．確かに理論的には，畝間距離

が狭く株間距離も小さい水稲や小麦の場合，誤差の観点

から正方形の椎架には，それなりの合理性があろう．し

かし現実にはほとんどの地方で，簡単な棒と紐（L784市

尺）があれば実施可能な丸刈り方式の実測法（面積は1畝

の1／600に当たる10平方南画）が採られているのも，

十分な理由のあることといえよう．なお坪刈り面積の大

小やその形状などの最適性をめぐる議論は，S．　S．　Zar－

kovich，（吻1勿げS云α’ゴs廊。θ1　Dα彪（Rome：Food　and

Agriculture　Organization　of　the　United　Nations，

1966）の第13章が有用である．

　18）例えば先進的な山西省や吉林省・北京市・河北

省などの事例が，87～88年頃に集中的に報告されてい

る．《統計》の第65期12～13頁・15～16頁，第71期10

～13：頁，第73期15～18頁・18～20頁などを参照のこ
と．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　19）聞き取り調査による．ただしそれは《統計》で散

見される断片的情報とも概ね合致している「．例えば前掲

第64期34～35頁の他，第30期23～24頁，第49期20
～23頁なども参照のこと．また前掲《農村経済典型調
査》の山東：省残刻の事例（293頁）とも符合する1

　20）　詳しくは，上海市農村社会経済調査隊《農産量抽

様測産：調査員手馴》（簡易印刷　1990年）などを参照の
こと．

　21）例えば湖北川開調川産量処〈対解決農産量抽様調

査雑本代表性不足問題的浅見〉《統計》第83期（1988年12

期）や張誠忠〈対農産量抽様調査選点鰻丼標識二二点看

法〉《統計》第77期（1988年6期）などの指摘がある．し

かし指標以前の問題として，作付面積調査や目測による

産量予測調査により大きな難点があることを指摘する現

場の声もある．同様に，地籍図等の不備による耕地面積

自体の精度にも問題があることを，我々は看過しえない

であろう．

　22）　「農産量抽様調査」で各村へ配分される年間の全

予算は，わずか200元（天津）程度にしかすぎない．刈り

取った標本は測定後，上海では買い上げを，また天津で

は農家への返却を通例とする．なお1～2％は調査拒否

の例があり，その時は生育水準の似た隣の圃場を選定す
る．

　23）　例えば趙利く隔壁輪唱原則進一歩改進和完善田間

単産方法〉《統計》第82期（1988年11期）を参照のこと．

そこでも目測に頼る開平法の事実が指摘されている．そ

の他《統計》の第53期18～20頁，．第63期28～29頁，第

78期36～37頁などをも参照のこと．また対角線法の組

み合せともいえる梅花法は，付図2のような標本配置を

付図2梅花法
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付図3　対角線法
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とり，その抽出は比較的容易である．なお9つの標本抽

出の場合には，各対角線上等間隔に5点抽出すればよい．

もっとも上海の場合でも，村から農村調査隊へめ報告様

式をみると，梅花法も許容されていることが知られる．

　24）　この調査用「単位区」は，土地台帳や耕地図，空

中写真などに基づいて作成され，全国で約300万単位存

在する（北海道のみ10ha区画）．なおこれは，畑および
水稲外の作物等を含む全耕地を対象とするものゆえ，刈

り取り調査に先立ち，毎年8月には並行して作付面積調
査が行われている．

　25）　本稿では標本調査理論の基礎概念や抽出法の特

性等々については一切言及しないが，詳しくは標準的な

教科書のL．Kish，　Sκπの＆z吻伽g（New　York：Wiley，

1965）やW．G．　Cochran，＆z吻伽g　7セ。肋‘g鰯，3rd．　ed．

（New　York；Wiley，1977）などを参照されたい．

　26）　例えば《統計》第26期23～24頁，第53期21～22

頁，第81期25～26頁などを参照のこと．

　27）　その概略は，例えば農林水産省統計情報部作物

統計課『米の生産量統計ができるまで』（農林水産省

1988年）などを参照のこと．日本の場合，標本筆の刈り

取りに対して，原則的に謝礼は出ない．また数％の調査

忌避もあるとはいわれるもの＼，拒否率等の統計データ
は存在しない．

　28）　ただし抽出標本の平均値を試算し，それが全体

平均（いずれも抽出枠データ）の2％誤差の範囲内にある

時のみ，標本のセットとして採択するという「代表性検

査」の手法は，最終誤差コントロールの1つの便法かも

しれないが，本来の確率概念からいえば，必ずしも好ま．．

しい方法とはいえない．

　29）農村部については，農家世帯家計調査が存在（注

6参照）し，その4段・系統抽出の第1段目たる県の抽出．

は，「農産量抽様調査」のそれと重複（同一県となる）して

おり，その抽出枠の設定方法には多少問題が残るが，こ
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こでは触れない．またその調査内容等については，何燥

炎（編）《農村社会経済統計》（中国統計出版社：1987年）

や前掲《農村経済統計》などを参照のこと．

　30）　城市の定義をはじめ，社会制度や行政組織等の

概念やその変遷については，小島麗逸（編）『中国経済統

．計・経済法解説』（アジア経済研究所　1989年）が有用で

ある，なお国家統計局の観点に立てば，都市の抽出段階

も含め，層別4段抽出というべきであろう．

　31＞　詳しくは，国家統計局城市社会経済調査総記《中．

国城市住戸調査手珊》（国家統計局　1990年目や同《中国

城市調査理論与実践》（中国統計出版社　1992年），前掲

《応用抽様方法》の第13章，張一取（編）《城市統計工作実

用手伝》（中国統計出版社　1990年）第12章などを参照

のこと．なお本稿の記述と一致しないと．ころも多いが，

我々の場合93年6月時点の聞き取り調査の結果を優先

させている．

　32）．たfし中小都市の場合には，この第1段目が省

略され2段抽出となる．また90年頃からは，一部の大
都市でも抽出枠が整備され，2段抽出が可能となってい

る．「街道」役場および「居中委員会」の任務・活動に関

しては，中共上海市委弁公庁市区処組織（編）《城市街道

弁事由・三民委員会工作手冊》（上海人民出版社　1988

年）を参照のこと．なお前者の業務の1つとして，典型

調査がしばしば行われていることも知られる（76頁）．

　33）　改訂以前と以後の交代制の概要は，《統計》の第

36期23～25頁および第80期19～20頁からも窺われ
よう．なお半年に2分の1を交代する方法も試みられた

ことがある．また遼寧省丹東市の場合には，毎年4分目

1（即ち4年記帳）交代制が採用されている．《統計》第99

期25～26頁を参照．
　34）　2相抽出における各標本規模は，規定上は先述の

とおりであるが，実際にはごく限られた規模の組み合わ

せしか存在していない．例えば広州のL200（第1次）か

ら300（第2次）抽出や深別の700か日100コ口，6つの
パターンのみが観察される．詳しくは前掲《中国城市住

戸調査手珊》を参照のこと．

　35）詳しくは，上海城市社会経済調査隊《上海城市住

戸調査中調査戸的抽選以及主要結果的抽様誤差可算》（簡

易印刷　c1990年）を参照のこと．

　36）例えば《統計》の第28期，26・12頁や第57期24
頁のほか，天津市城郷山肌調査隊《天津市居民生活和物

価調査分析報告選編》（天津市統計局　1985年）213～220

頁などを参照のこと．

　37）　なお世帯抽出枠は，調査区が決定した段階で調

査員の実査により「世帯名簿」が作成され，そこから勤

労者世帯とその他一般世帯別に，その規模に準じて按分

比例抽出される．全国約8，000世帯のうち，6割強が勤

労者世帯となる．もとより母集団は，非農林漁業・非単

身者世帯（2，900万世帯）である．

　38）　たf上海で単身者世帯が，2割を占めている（前

掲《上海市住戸調査中調査戸的抽選》10頁）のに対し，天

365

津ではわずか3％（天津市城市抽様調査隊《天津市城市調

査統計分析資料選編》（天津市統計局　1988年）328～330

頁．93年の聞き取り調査でも4～5％）にすぎないが，そ

の理由は不明である．

　39）　調査拒否世帯については，その拒否理由や収入

等が，「準調査世帯票」によって把握されているのである

が，波及効果を恐れ，そのデータは公表されていない．

従って我々の情報も，総務庁統計局における聞き取り調

査によるものである．しかし長期的には，実態を公表し

多くの住民から理解を得る以外には，解決の道はないと

思われる．

　40）　日本の記帳世帯に対する謝礼は，月1500円であ

る。また日本でも，やはり収入調査は難しいため，自記

入・密封提出の方法が採られている．特に正規の給与や

所得以外の収入ならびにその支出に関する把握は困難で

あり，しかもその比重が次第に増大しているところに難

しさがある．

　41）前者としては，調査拒否や無回答，あるいは見栄

や嘘の回答などが，また後者としては誘溝質問や身代り

サンプル，メーキングのほか，定義や質問文の不備など

がよく知られている．その把握や是正については，R．

M．Groves，　SππのEアπ）鴬伽4　Sκ”のCosお（New

York：Wiley　1989）やF．　J．　Fowler，　Jr．　and　T．　M．

Mangione，　S纏4α畝9θ4　S御耀y動云卿ゴ伽勿9（New－

bury　Park：Sage　Publications　1990），前掲（吻1吻（ゾ

S如’空’加JD伽（FAO，1966）などを参照あこと．

　42）　また家計調査では，一般に記帳済み家計簿の相

互点検などが，比較的システマティックに行われている．

郡樹田・楊玉存〈城市住戸調査的非二様誤差控制〉天津市

城市社会経済調査隊《城市社会経済調査研究資料涯編

1989～1990》（天津市　1991年）26～34頁所収，また上記

論文の概念図〈住戸調査質量控制流程〉（同調査隊・簡易

印刷　1990年）などを参照のこと．

　43）地方標本の実態特にその抽出設計などに関して

は，国家統計局でも必ずしも十分には把握していない．

しかし多くの場合，全国調査の手法に準じた手続き，な

いしはそれに多少有意抽出の要素を加味した設計になっ

ているもとの判断される．例えば天津の場合，全国標本

との重複を避け，ほ穿同じ手続きにより「農産月跨戸別
．査」では5県が，また「城市住戸調査」では500世帯（但

し92年以降停止）が抽出・分析されている．

　44）例えば1990～91年には，全標本37万3千地点
に対し，3万0，300点が再抽出されている．なお農作物収

量調査（Crop　Estimation　Survey）が，各州政府の管轄下

で行われるのに対し，この標本点検調査は，中央政府の

指揮下で行われる．詳しくは，National　Sample　Sur－
vey　Organization，〆1　R勿。κ．oη　漉θS如’z偲　（ゾ泓彦ゴ”η’

彦づ。ηq〆！18・ガ。〃彦πη1P”4彿6蕗。〃勿1η4ゴα，1990－9エ

（New　Delhi：Govemment　of　India，1993）などを参照の

こと．


