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より正確な景気判断のための経済統計の改善に関する研究会
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(議事次第)
１．開会
２．議事
（１）国民経済計算の平成23年基準改定（支出側系列等）について
（２）研究会報告（案）について
３．閉会

(配布資料)
（資料１）平成23年基準改定によるＧＤＰ統計の改定について
（資料２）より正確な景気判断のための経済統計の改善に関する研究会報告（案）
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（概要）
○伊藤座 長

た だい まより 、「よ り正確 な景気 判断の ための 経済 統計の 改善に 関する 研究

会」の第５回会合を開催する。
開会に先立ち、石原大臣から一言御挨拶をいただきたい。
○石原大臣

伊藤 座長を始め、 委員の皆様方 には、９月の 第１回会合 以来、本日の 取りま

とめに至るまで、精力的な御論議をいただき、心から感謝を申し上げた い。
経済統計につい ては、GDP統計 やその基礎と なる各種統計 の精度の確 保や情報化社 会の中
でのインターネッ ト通販の的確 な捕捉などの 経済統計にお ける諸課題 について、様 々な場
で議論が行われている。
政府としても、 今年の骨太に あるとおり、 統計改善に向 けた取組方 針を年内に取 りまと
めることとしてい る。本日報告 をおまとめい ただき、経済 財政諮問会 議でしっかり と反映
させていただく。
本研究会の取り まとめは、委 員各位の専門 的な御知見と これまでの 議論の結果が 結集さ
れたものと思う。 また、日本銀 行、民間エコ ノミストから も意見を聴 取していただ き、本
当にいいものにな ったと感謝を 申し上げたい 。最終回の本 日も、闊達な 御意見をいた だき、
経済財政諮問会議での御報告を楽しみにしている。
○伊藤座長

それでは、議事に入る。

本日は、先週８ 日に公表され た国民経済計 算の平成23年 基準改定と 、前回に引き 続き研
究会報告（案）について議論したい。
まず、議題１「 国民経済計算 の平成23年基 準改定」につ いて、事務 局から説明を いただ
き、その後、御議論いただきたい。
○事務局

資料１ に基づき、先週 公表された 平成23年基準 改定によるGD P統計の概要 につい

て説明する。
２ページ目。名目GDP水準の改定の概要についてである。
今回の基準改定 の名目値だが 、名目G DP水準は全体 的に上方改 定となった 。この要 因とし
ては、主に２つ ある。一 番大きい要因 は16年ぶりに 改定された国 際基準（2 008SNA）への対
応、特に、R& Dの資本化等 である。その他の要因 としては、約５年ごと に作成される 基礎統
計、具体的には産 業連関表、国 勢統計等の大 規模かつ詳細 な経済構造 ・社会構造を 表した
統計について、最 新のものを取 り込んだこと や、推計手法 の開発があ る。その他の 要因の
うち後者について は、例えば、建 設部門をこれ までインプッ トをベース にしていたも のを、
今回の基準改定で はアウトプッ ト、つま り出来高ベー スとしたこと がある。また、直 近2015
年度は、QEから年 次推計へかけ て最新の基礎 統計が入手で きるため、Q E時点では入 手でき
なかったものが年 次推計のタイ ミングで利用 可能になる等 、計数のよ り精度の高い ものへ
のアップデートがされたといった要因もある。
その結果として 、足元201 5年度は、旧基準では5 00.6兆円だっ たものが 、新基準では 532.2
兆円と31.6兆円の 上方改定とな った。その内訳は、200 8SNA対応が2 4.1兆円、その他 要因が
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7.5兆円となっている。
具体的な項目は３ページ目。
まずは、国際基準対 応として、今まで 資本として認 めていなかっ たR&D、知的財産 生産物
を資本化した部分 が19.2兆円で 、かなりの大 きさになって いる。影響 する主な需要 項目は
民間企業設備と公的固定資本形成である。
また、R&Dの資本化に 伴い、付随的に特 許の使用料に ついても扱 いが変わった。こ れまで
特許の使用料は財 産所得だった が、これから は特許等をサ ービスの一部 門として扱う ため、
財貨・サービスの輸出 入で数字が変 わっている。これ が3.1兆円で あり、上方改定の 要因に
なっている。
３つ目、防衛装 備品の資本化 である。これ までも消費財 として、政 府最終消費支 出に計
上していたが、１ 年を超えてサ ービス提供に 貢献すること から、資本 財として、公 的資本
形成に計上される こととなった 。このシフト した部分では 中立的な影 響だが、資本 化した
ため減耗が発生するため、この減耗のプラス部分が0.6兆円ほど影響を 与えている。
次に、不動産仲 介手数料の扱 いの変更。こ れは、いわゆ る所有権移 転費用だが、 これを
企業会計に即した 形で、総固定資本 形成に計上す ることになり、そ の結果、民間住宅 が0.9
兆円の上方改定となっている。その他は0.2兆円程度である。
今回、国際基準 対応のほかに 、計数の精度 を向上させる という点で 、基礎統計の 改善の
取組や、推計手法 の開発、足元 のQEから年次 推計へかけて の様々なデ ータの入手可 能性が
高まったことから、これらを反映した結果が7.5兆円である。
続いて、４ページ目。
実質成長率の改 定だが、1994 年から22年分 の成長率を見 ると、改定 幅については 、プラ
スマイナスの絶対 値で0.3％ポイ ント程度。こ れはどちらか にバイアス があるという わけで
はなく、上方改定 ・下方改定と もにある。直 近３年間につ いては、そ れぞれ0.5～0. 6％ポ
イントの上方改定である。
2013年度の上方 改定の要因と しては、建設 部門の推計方 法のより精 緻化であり、 設備投
資を中心に上方改 定となってい る。いわゆる 東日本大震災 の復興事業 関係がより適 切に把
握・反映されたものと考えられる。
２つ目、2014年 度がマイナス0 .9％からマ イナス0.4％と 、上方改定 になっている 。これ
は、近年、伸びが大きい研究開発が新たに設備投資に反映されたことが 主な要因で ある。
足元の2015年度 は、年次推計 において、QE よりも詳細な 基礎統計が 反映されたこ とで、
家計消費を中心に上方改定になっている。
続いて、雇用者報酬（名目）の改定である。
雇用者 報酬 につい ては、 様々な データ を加 工して 作成し ている が、200 0年代 半ば以 降、
「賃金・俸給」を 中心に上方改 定になってい る。その理由 として、最 新の国勢調査 が反映
された結果、当初 我々が推計し たものよりも 雇用者数が多 く、それを 取り込んだこ と。ま
た役員賞与につい て、企業会計 のルールの変 更に伴い、こ れまでの財 産所得から雇 用者報
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酬に取扱いを変更 したことや、 役員報酬の推 計に当たり、 非役員の報 酬との比率を 更新し
た結果、足元の数年、上方改定となった。
その結果として、直 近2015年度だ が、256.9兆円から 263.4兆円と、6. 6兆円の上方 改定と
なった。うち賃金・俸給は9 .4兆円の上方 改定である。その 他の雇い主 の社会負担に ついて
は、年金受給権の 取扱いの中で 今回の基準で 変更した項目 があるため 、下方改定と なって
いる。伸び率については、足元ではあまり変更はない。
６ページ目。今 回の基準改定 では、幾つか のポイントで 改善が見ら れた。まず、 最新の
国際基準（2008SNA ）に対応した ことで、R&D が固定資本形 成と認識さ れたこと、特 許使用
料の取扱いの変更 、防衛装備品 の資本化など 、設備投資等 の動向につ いてより包括 的に捕
捉されたということ。
２つ目、その他 基準改定での 改善。４つこ こで掲げてい る。まず建 設部門の推計 手法の
開発。次に、サー ビス分野の利 用データの拡 充であり、サ ービス産業 動向調査をよ り包括
的に反映させたこ とで、家計の サービス消費 の動向がより 正確に捕捉 できるように なった
こと。３つ目は、役員報酬の 取扱いの変更。４ つ目、生産側と支出 側のGDPにつ いては、現
状、統計上の不突合 があるが、両 者のGDPの推 計精度を向上 させるため、供 給・使用表（S upply
and Use Tables）を用い、不突合を縮減する改善を図ったこと。
名目GDPの各需要項目へのインパクトは７ページにある。
最後のページ。 今回の基準改 定については 、国連で採択 されて以降 、統計委員会 での御
審議や、推計手法 についての研 究会での御議 論等いわゆる デュープロ セスを踏まえ 、可能
な限り情報提供を してきたが、 本年夏からは 各方面とコミ ュニケーシ ョンを図りな がら説
明会等も開始し、情報提供を行っている。
○伊藤座長

ただいまの説明について、委員の皆様から御質問があれば。小峰委員 。

○小峰委員

今回 の基準改定と 、政府が掲げ ている名目GD P600兆円の 目標との関係 はどう

説明するのか。目標 を設定した時 期と目標を 達成する時期 でGDPの計算 方法が違って いるの
で、どちらかにそろえて比較することがフェアなのではないか。
○事務局

600兆円 という目標自 体が、どの時 点で幾らとい うふうに厳 密に掲げてい るわけ

ではなく、2020年ごろ に600兆円程度 を実現する というように、大 体の方向性と して、大ま
かな目標を設定し ているため 、基準改 定によってGDP の水準が変 わったからと いって 、目標
の値を変えること は考えていな い。今 後は、新しい基準に 基づいたGDP 統計が実際の 統計と
して使用されるが 、この新しい 統計でもって 、今まで申し 上げていた とおり、2020 年ごろ
に600兆円を目指すという政府の方針に変わりはない。
○統括官（運営担当 ） 基準改定 前のGDPにつ いては、経済再 生ケースで 単純計算する と2021
年ぐらいに600兆円 を達成する見 込みであり 、それを 2020年ごろ と言っていた 。基準 改定後
のGDPで単純に延長 しても 、１年ぐらい しか差が出て こないので 、2020 年ごろという 数字を
変える必要はないと我々としては判断をしている。
○伊藤座長

宅森委員。
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○宅森委員

最近 、景気ウォッ チャー調査を 見ると、国民 の中で、特 に悪い材料が でてい

るわけでもないのに、先行きが不安だという人が増えてきている。
今回の基準改定 については、 幾つか元気に なる材料があ るので、そ ういう漠然と した不
安感を打ち消すことに使えないか。
１つは、名目GDP 600兆円の目 標についてだ が、旧基準で は、経済再 生ケースで、 達成に
は2018年度から３ ％台の成長が 必要であり、 過去20年間、 そのような 水準の成長率 はなか
った。今回、新基準では 、2016年度 の上半期から 、年率2.3 ％のペース で成長すると 仮定す
るとちょうど2020 年度の下半期 と2021年度の 上半期の間で GDP600兆円 を達成できる 。名目
2.3％は、実 現可能だと国 民が自信を持 てる数字では ないか 。経済財政 の中長期試算 につい
ては、しっかり準備して公表すると国民に元気が出るのではないか。
もう一点。諸外 国が2008SNAを 導入したと きの名目GDPへ の影響をみ ると、スウェ ーデン
が比較的大きくて 、４％超の増 加であった。 今回、日本で 2008SNAを導 入すると、名 目GDP
は４％台後半で増 加する。日本では、今 までGDPを控え 目に見てい たが、研究開発を 計上す
ると欧米に追いつ いて、名目GDP のシェアも 増加する。「下 町ロケット 」の佃製作所 の社長
のように、今まで ずっと研究開 発してきたこ とが、単なる コストでは なく、失敗が 続いた
としても研究は蓄 積され、ソフ ト面での投資 になることが 分かれば、 国民の元気が 出てく
るのではないか。 先行きについ て、この統計 によって前向 きに捉えら れるような発 表の仕
方やデータの提供等を行っていただきたい。
○伊藤座長

美添委員。

○美添委員

本研 究会には直接 関わらないか もしれないが 、今回の基 準改定は客観 的な国

際基準に沿ったも のであること を強調してい ただきたい。 従来より、 マスコミには 政策に
都合のいい統計を つくっている のではないか という論調が ある。各省 とも、制度上 そのよ
うなことはできな いようになっ ていると言っ ていただいて いると思うが 、今回につい ても、
そのような誤解が 絶対生じない ように、客観 的に明確な手 順に沿って 反映した結果 である
と説明していただ きたい。明る い材料として 、そのような 誤解が生じ ないよう、工 夫して
公表してほしい。
○伊藤座長

それ では、議題２ に移る。研究 会報告（案） について、 前回からの変 更点等

を事務局から説明していただき、御議論いただきたい。
○事務局

資料２「研究 会報告（案）」に沿って、前 回からの主な 変更点につい て、説明す

る。
１ページの「 １．」のタ イトルだが 、前回、門間委員から 包括的過ぎ るという御指 摘があ
ったため、今回は「GDP統計 に利用される 基礎統計及び 加工推計方 法の改善」という 具体的
な名前に変えている。
２ページ、２つ 目のパラグラ フ。前回、門 間委員から御 指摘があっ たが、２ポツ 以下で
書かれていること も、GDPの改善 に寄与して くるため、「２ ．以下に示 されている経 済統計
の取組を併せて進めることで、GDP統計の精度向上を図る」としている 。
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続いて、４ペ ージ。一 番下のパラグ ラフの上から ３行目だが、
「また 、シェアリン グによ
る雇用関係を結ば ない働き方（ ギグ・エコノ ミー）の広が りといった 経済の構造変 化も把
握していく必要が ある」と追記 した。これも 前回御指摘が あった点を 踏まえて修正 をして
いる。
７ページの上か ら２つ目。「ま た、統計委 員会において 、上記GDP統 計等の精度向 上に関
する取組を点検し 促進する」と いう箇所は、 前回ペンディ ングだった が、こういっ た形で
セットしている。
続いて、その下のパ ラグラフ。
「『GDP統 計を軸とした 経済統計の 改善の取組方 針』につい
ては、
『公的統計整備に 関する基本計 画』を前倒して改 定し、その内容 を盛り込む必 要があ
る」ということで 、基本計画の 前倒しという のは、先週開 催された経 済財政諮問会 議で高
市大臣からあった御説明を踏まえて修正をしている。
同じ７ページの 最後のパラグ ラフ、下から５行 目。
「膨大なデー タ量によって、例 えば購
買数量だけでなく 購買場所や購 買者属性が把 握できるなど 」という箇 所だが、前回 、宅森
委員からあった、 コンビニ等い ろいろな場所 で価格を捉え ることが大 事であり、ビ ッグデ
ータの活用が可能ではないかというご指摘を踏まえて、加えている。
８ページ 。「②ビッグデ ータ活用 に関する 環境・ 体制整備 」の２つ 目のパラ グラフ。「ま
た、民間部門での データの取扱 いについても 留意する必要 がある」に ついては、渡 辺努委
員から、今、民間 部門でもいろ いろ統計をつ くるようにな っており、 そういった点 にも留
意する必要があるのではないかという趣旨の御意見をいただき、盛り込 んでいる。
９ページの真ん 中のパラグラ フ。
「特 に、長 期的な経済の 動向や格差 をみるために 活用で
きる可能性がある 」ということ で、前回門間 委員から、行 政記録情報 、単に短期的 な所得
だけではなく、格 差等の長期的 な動向や、分 配面において 活用できる のではないか という
ご指摘があり、ここに盛り込んでいる。
10ページ、「具体 的な取組」の ①の最初の ●の２行目。 同様の趣旨で 、「行政記録 情報に
ついて、既存の経 済統計を補完 する観点から 積極的な活用 を図ること により、より 正確な
景気動向把握や長期的な経済動向の分析に努める」と加えている。
その下の②。こ れについては 、美添委員か ら、法人番号 の活用によ る、ユーザー による
標本情報の照合と いう表現は誤 解を招くので はないかとい う御指摘が あったため削 除して
いる。
12ページ、下か ら２つ目のパ ラグラフ。こ こについては 、前回、複 数の委員から 、統計
作成に当たって回 答していただ ける企業や個 人の協力が不 可欠である という御意見 を多数
いただいたため、その 点を踏まえ、
「統計 改善のために は統計の作 成側だけでな く、調査の
対象となる家計や 企業などの報 告者の協力が 不可欠である 。近年、個 人情報への意 識の高
まりなどにより統 計調査への協 力が十分に得 られない場合 も増えてき ており、改め て統計
調査の意義につい て周知し、報 告者となる家 計や企業の理 解・協力を 得ることが不 可欠で
ある」というパラグラ フを追加して いる。
「参画意識を 高めるよう な工夫が必要 である」と
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して、統計法では 「回答の拒否 や虚偽の報告 をしてはなら ない」とい うことが決め られて
いることを踏まえ、それを注で書いている。
13ページ、中ほ ど、渡辺美智 子委員の御意 見を踏まえ、 PDCAのサイ クルの図を加 えてい
る。
同じ13ページ、「具体的な 取組の方針 」の「②統計の リソースの強 化」の最 後の● 。渡辺
美智子委員の御指 摘を踏まえ、「 統計研修所 の体制を充実 ・強化」を新 たに追加して いる。
その下の④。
「統計調査に 関する国民の 理解と協力の 促進」を「具体的な 取組の方針 」の
中にもつけ加えている。
17ページの上の 表の中ほど、１－1 0。ここに「サービス統 計全般」があるが、
「統 計委員
会において、シェ アリングエコ ノミー等多様 化するサービ ス産業の計 測など研究課 題につ
いて審議する」と いうことで、 先週の経済財 政諮問会議に おける高市 大臣からの御 提案を
反映して盛り込んでいる。前回からの修正点は以上である。
○伊藤座長

中村委員。

○中村委員

７ペ ージのペンデ ィングだった「ま た、統計委員会に おいて、上記GDP 統計等

の精度向上に関す る取組を点検 し促進する 」について だが、
「点 検し促進する 」とあり 、受
け身ではなく、能動的な取組を行うことになっているため、大変よろし い。
その下の「『GDP統計 を軸とした経 済統計の改善 の取組方針』」の ところだが、他の 箇所と
異なり、ここだけ 「経済統計の 改善」になっ ている。ほか は全部「経 済統計改善の 取組方
針」である。
また、そ の次 の「基 本計画 を前倒 して改 定し 」だが 、改定 するの は閣議 だか ら、「 改定
し」と言っていいのか。さら に、
「その内容を盛 り込む必要が ある」というのは、ま だ盛り
込まれていないよ うな印象があ るが、もう既 に盛り込んで いるので、 既に内容を盛 り込ん
でいるというような書き方のほうがいいのではないか。
○事務局

「取組方針」の記述は修正する。

２つ目の「基本 計画」だが、 現行計画の期 限が来る前に 次期計画に ついて前倒し てやっ
ていくといった趣 旨である。本 研究会でまと めた統計の改 善は、まだ 現行計画に入 ってい
ないので、次の計画に盛り込んでいくという趣旨で書いている。
○伊藤座長
○渡辺努委員

渡辺努委員。
８ ページの②に 「ビッグデー タ活用に関す る環境・体 制整備等の課 題」の

最後から４行目「 また、民間部 門でのデータ の取扱いにつ いても留意 する必要があ る」と
いれていいただい た。記述を修 正する必要は ないが、改め て補足する 。民間のデー タを政
府統計の中に取り 込んで使うと いうことが研 究会報告の一 つの柱にな っているかと 思うが
その際、サンプル バイアスの問 題とは別に、 民間のデータ を用いる際 に、その正確 性につ
いて、本当にしっかりチェックができるのかを考えていく必要があると いう意味で ある。
例えば、以前、LIBORとい う金利の指標 があったが、それ を不正操作 するという事 件が起
きた。銀行が、自分の金利 を報告すると いうのがLIBOR の仕組みだ が、一部の銀行が 嘘の数
8
平 成 28 年第５回 よ り正確な景気判断のための経済統計の改善に関する研究会

字を報告すること によってLIBOR の数字を動 かし、そ れによって 、先物 取引で利益を 得よう
とした。
このように、非 常に広く使わ れる経済指標 であって、そ のデータを 自分たちが提 供して
いる場合には、虚 偽の申告をす るインセンテ ィブが非常に 強くある。 政府統計でも そうい
うことがないとは 言わないが、 政府統計の場 合は法律でし っかり縛ら れているとい うこと
や、虚偽の申告をす るインセンテ ィブがLIBOR の取引をして いるような 銀行と比べる と非常
に小さい。しかし 、金融取引に 使われるもの になると、取 引金額は膨 大になるので 、露呈
する可能性を考えつつも、虚偽の申告をすることが起きてくるだろう。
このため、例え ば、どこかの 企業のビッグ データが使わ れ、そのデ ータをベース にして
GDPの大事な部分が つくられてい くことが仮 に起きたとす ると、企業が 意図的に統計 操作を
行うことが起きる かもしれない ことを申し上 げたい。そう いうことが 起きそうだか ら気を
つけろということ ではなく、し っかりそうい うことにも目 配せをした 上で、ビッグ データ
を活用するという 言い方をして いったほうが いいのではな いか。牽制 にもなるだろ うし、
あるいはそういう 疑念を持つよ うな方に対し てメッセージ を出すとい う意味で、そ ういう
可能性をきちんと認識できているということを述べたほうがいいのでは ないか。
○伊藤座長

それ では、一部指摘も あったが、研究会報 告については 、
「（案）」をとり、次

回の経済財政諮問会議に提出することとしたいが、よろしいか。
（「はい」と声あり）
○伊藤座長

それ では、そのよ うに進めさせ ていただきた い。最後に 、越智副大臣 から御

挨拶をいただきたい。
○越智副大臣

前 半の基準改定 の議論におい ては、委員よ り貴重な御 示唆をいただ いた。

また、後半の研究 会の取りまと めについては 、伊藤座長を 初め、委員 の皆様には、 ３か月
間にわたり、熱心 な御議論をい ただいた。委 員の皆様にお かれては各 々の立場で専 門的な
御知見を述べてい ただき、また 、関係省庁の 皆様にも御協 力をいただ いたことにつ いて、
心から感謝を申し上げる。
ただいま取りま とめた研究会 の報告内容に ついては、今 後、政府に おいてしっか りと具
体化を図っていき たい。経済統 計に対する信 頼性及び精度 の向上のた め、私自身も 努力し
てまいりたいと思 っているので 、委員の皆様 におかれても 、引き続き 御協力を心か らお願
い申し上げる。
○伊藤座長

それ では、
「 より正確な景 気判断のため の経済統計 の改善に関す る研究会 」を

終了したい。
約３か月という 短い期間だっ たが、皆様に 非常に精力的 な御意見を いただき、大 変有意
義な議論ができた。感謝申し上げる。
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