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(議事次第)
１．開会
２．議事
経済統計に関する現状と課題について
３．閉会

(配布資料)
○資料１

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 会運営要領 （案）

○資料２

これまでの経緯と今後の論点について

○資料３

国民経済計算の平成23年基準改定に向けて

○資料４

総務省・統計委員会資料

○参考資料

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構成員一 覧
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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１回会合を開催する。
より正確に景気判 断を行うため には、その基 礎となる経済 統計を不断に 見直してい くこ
とが大切である。 私もメンバー である経済財 政諮問会議に おいても、 昨年より経済 統計の
改善について議論 を重ねてきた 。これを踏ま えた骨太2016 では、経済 統計の改善に 向けた
政府の取組方針を 、年内に経済 財政諮問会議 において取り まとめるこ ととされてお り、本
研究会で皆様とこ の取組方針の とりまとめに 向けて各種統 計の改善に ついて議論を 行いた
い。
それでは、議事に移るので、報道は退室をお願いする。
（報道関係者退室）
○事務局

最初の資料１によって、運営要領について説明をさせていただく。

１．研究会は、原則として非公開とする。
２．研究会の配 付資料及び議 事概要は、原 則として公表 する。ただ し、座長が特 に必要
と認めるときは、 配付資料及び 議事概要の全 部または一部 を公表しな いものとする
ことができる。
３．研究会の議事は、座長が進行する。
４．この運営要領 に定めるもの のほか、研究 会の運営に関 し必要な事 項は座長が定 める。
以上としたい。
○伊藤座長

本件について、もしも御質問があれば。

それでは、研究会の運営について、資料１のとおりに決定したい。
次に、経済統計 に関する現状 と課題につい て、資料２か ら４までを 説明した後、 委員各
位からコメントをいただく形で進行したい。
○事務局

資料２「これまでの経緯と今後の論点について」をお開きいただきたい 。

表紙をめくって １ページ目、 経済財政諮問 会議における 議論の経緯 を簡単にまと めてい
る。
まず、昨年10月16日 の諮問会議に おいて、経済情勢 を的確に把握 するために、GDP 推計の
もととなる基礎統 計の充実に努 めるべきとの 御指摘が議員 からあった 。具体的には 家計調
査のサンプルの問 題や遡及時の データの連続 性の問題、こ れは毎月勤 労統計を例に 挙げて
いるが、こういっ た点を見直す 必要があるの ではないか。 それに加え て、ネット通 販や住
宅リフォームを十分把握できていないのではないかという御指摘があっ た。
それを踏まえて 、特にサンプ ルの問題につ いては、統計 委員会に検 討を要請し、 本年の
３月24日の経済財 政諮問会議で 、個別統計へ の諮問会議か らの指摘事 項への対応方 針や改
善方法について西 村統計委員会 委員長から御 報告をいただ いた。サン プルの問題に ついて
は、そこで対応方針が示された。
それに加えて、 統計のゆがみ を定期的に検 知・検査する 仕組みを整 備し、統計制 度改善
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のPDCAサイクルス キームを総務 省内に確立し 、統計委員会 や各府省庁 をサポートす る旨、
高市大臣から御報告があった。
こういった論点 に加えて、同 会議で幾つか 新たな指摘や 残りの課題 について意見 があっ
た。１点目として 、より正確な 景気判断を行 う観点から、 サンプリン グ方法やバイ アス補
正等の標準化に向 けた動きを、 毎月勤労統計 にとどまらず 、ほかの統 計にも拡大し ていく
べきという指摘が あった。２点 目として、統 一的な地域区 分をベース にして、統計 間の比
較・再集計ができ るようにする こと。３点目 として、社会 の変化を捉 えるため、税 務統計
など行政記録情報 やビッグデー タといった民 間情報の活用 を一層推進 すること。４ 点目、
より正確な景気判 断を行う観点 から、統計委 員会と連携し て経済財政 諮問会議で経 済統計
の改善に関する改 革方針を取り まとめて、来 年度中に改革 を着実に進 めるべきと。 内閣府
としては、景気判 断の精度向上 の観点からの 行政記録情報 やビッグデ ータ等の活用 を進め
るべきとの指摘が あった。今年 の６月２日に 閣議決定した 骨太の方針 の中で、こう した民
間議員の指摘を踏まえた取組方針が記述された。
具体的な本研究 会における論 点を御紹介さ せていただき たい。３ペ ージ、大きな 論点は
５つほどあるが、最初の大きな論点は、経済社会構造の変化の横断的反 映である。
１点目は世帯構 造が多様化す る中での消費 動向の把握で ある。具体的 には、共働き 世帯、
単身世帯を含めさ まざまな家計 の消費動向を 十分に把握す る必要があ るのではない か。そ
のためには、調査負担の軽減や補完する調査の活用を図るべきではない か。
２つ目は、多 様なサービ スの生産・消費活動の 把握である 。この中に は２つ論点が ある。
１点目は既存のサ ービス関連の 統計を景気判 断やGDP統計 等に活用する 際の課題は何 か。２
点目は、インター ネットやスマ ートフォンの 活用等により 、新たなサ ービスが創出 されて
おり、既存の統計 調査によって 十分実態が把 握されていな いのではな いか。そうし た新た
なサービスの価格 についても十 分把握できて いないのでは ないかとい うことであり 、これ
らの把握に向けた取組が必要ではないか。
２つ目の大きな 論点は、類似 統計間の比較 分析である。 第一点目と しては、これ は引き
続きの課題である が、統計作成 手法の標準化 の動きの拡大 。すなわち 、先ほど、昨 年来の
議論の中で紹介し たサンプリン グ等の問題で あり、これを いろいろな 統計に標準化 して広
げていくべきでは ないかという こと。２つ目 は類似統計間 の動向の齟 齬についての 検証で
ある。具体的には 需要側統計と 供給側統計で 動きに違いが ある。こう いった場合に どのよ
うな方法で検証す るのか、ある いはどのよう な方法で改善 するのかと いうこと。ま た、調
査票や回収方法等 の調査方法の 変更によって 、データの断 層等が疑わ れる場合にこ れを点
検する仕組み、あ るいはユーザ ーサイドから 統計作成部局 にフィード バックすると いった
仕組みについて検討いただきたい。
大きな論点の３ 点目は新たな データ源の活 用である。こ の中身とし て３点ほどポ イント
がある。最初のポ イントは景気 動向把握にお けるビッグデ ータ活用の 可能性である 。具体
的にはPOSデータや ポイントカー ドのデータ 、クレジッ トカード 、携帯端末情 報、物流・旅
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客データといった ビッグデータ を景気動向把 握にうまく活 用していく 。その際の必 要な検
討課題や留意点について御議論をいただきたい。
２点目は行政記 録情報等の活 用である。行 政記録情報に はさまざま なものがある が、税
務データや電力需 要、生活保護 世帯数といっ た行政記録情 報等、景気 動向を把握す る上で
こういった情報を もう少し活用 できるのでは ないか。マイ ナンバー法 が今年から施 行され
ている。個人番号 については統 計には活用で きないが、法 人番号につ いては活用可 能なの
で、統計調査に活 用できないか 。最後の論点 はビッグデー タや行政記 録情報の効率 的な活
用である。今、各 府省庁でビッ グデータの活 用の取組が進 んでいるが 、うまく連携 して効
率的に利活用を進めていくことが大事なのではないか。
５ページ目。４ つ目の大きな 論点である。 その他の検討 事項として いるが、１点 目は統
一的な地域区分を ベースにした 統計間の比較 ・再集計であ る。具体的 には地域区分 の見直
しに当たっての留 意点であり、 どのような地 域区分が経済 的に見て意 味があるのか 、ユー
ザーにとって利便 があるのか。 また、利用者 の利便性の向 上のために 、政府として どのよ
うなことができる のかといった ことを検討し たい。民間議 員ペーパーで も指摘があっ たが、
住宅リフォームの動向の早期把握も論点として挙げている。
最後にGDP統計の 改善。これま で申し上げた 個々の論点と 全て関係し てくるという ことに
なるが、GDP 統計の改善と いう観点から それぞれの一 次統計をど のように改善 すべきか 、ま
た、加工推計方式をど のように改善 するか。年末に200 8SNAへの移 行を予定して おり、基準
改定も行うので 、これに よってGDP統計 が改善すると 考えている が、そ の状況につい てお示
しをして、御議論 をいただきた い。さらなる 加工推計方式 の改善に向 けた方策につ いても
ご議論いただきた い。最後の論 点は、雇用者 報酬だけでな く、行政記 録情報や各種 統計の
活用による可処分所得の早期把握である。
○事務局

資料３ に基づいて、 年末に予定し ている平成23 年基準改定 について、９ 月15日

にプレアナウンスをしたので報告する。
４ページを御覧 いただきたい 。基準改定は 、産業連関表 、国勢統計 等、経済社会 の構造
を把握するために 約５年ごとに 作成される大 規模かつ詳細 な構造統計 と基礎統計の 最新版
を取り込んでより 精度の高いも のにするため 、過去 のGDP統計 、計数全 体を最終的に アップ
デートする作業である。
今回の基準改定 は平成23年産 業連関表を取 り込んで、基 準年を平成1 7（2005）年 から平
成23（2011）年に 変更するもの である。基準 改定を踏まえ て、実質値 については平 成23年
価格で表記していくという形である。
加えて、今回は20 09年に国連で 採択された 最新の国際基 準である2008 SNAに対応す るとい
うことで、大きな 改定が予定さ れている。研 究・開発（R& D）の資本化 等、GDPにか なり影
響が出るものが変更される予定である。
また、基準改定 においては、 各種の概念・ 定義の変更や 、推計手法 の見直し等も 実施さ
れるところであり 、今回、特に 経済活動別分 類、産業分類 の国際比較 可能性の向上 の観点
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から変更を行う。 また、供給・ 使用表の枠組 みを利用して 推計精度を アップしてい く。個
別の項目であるが 、建設部門の 産出額の推計 手法について 、これまで コスト積み上 げであ
ったが、それを出 来高ベースの 推計方法に見 直していく。 トータルと して計数全般 を見直
すということで、1 994年までさ かのぼって20 年超の系列を 今、再推計 しているとこ ろであ
り、年末に公表を行うことにしている。
５ページ目、2008SNA の概要を少し お話しする。1990 年代以降の 経済・金融環境の 変化に
対応して、例えば ニューエコノ ミーの興隆、 金融市場の発 展及びグロ ーバル化など 、さま
ざまな動きがあっ た。それに対 応した形で会 計基準も今回 、アップデ ートする。４ つの点
で大きな変更点がある。
まず１つ目、非 金融（実物）資産の範囲の 拡張というこ とで、研究・開発（R&D）の資本
化。今までは原材 料と同じく中 間投入という 扱いであった が、それを 資本化し、投 資財と
して扱う。これがGDPに かなり影響を 与える。それから 防衛装備品 の資本化。これも 今まで
は消費財という扱 いであったが 、これも投資 財という扱い にするとい う変更がある 。それ
から、所有権移転費用。不動産売買の仲介手数料の取扱いをより精緻化 する。
２つ目、金融資 産・負債のよ り精緻な記録 ということで 、雇用者ス トックオプシ ョンの
記録。日本はまだ まだ米国ほど 大きくないが 、着実に伸び ており、こ ういうデリバ ティブ
のようなオプショ ンについて 、しっかり と記録してい く。また 、企業年 金受給権につ いて、
確定給付型の企業 年金の記録を もう少し改善 したい。さら に、定型保 証の取り扱い 。大数
の法則の働く定型 的な債務保証 関係の扱いに ついて、これ までは金融 資産として取 り扱っ
ていなかったものを取り扱うようにしてより精緻化する。
３つ目、一般政 府や公的企業 の取扱いの精 緻化。一般政 府と公的企 業というのは 、具体
的には日本の場合 では財政投融 資特会と国債 整理基金特会 の間の移転 等が当たるが 、そう
した支払いの取扱 いを精緻化す る。また中央 銀行は金融仲 介のような 市場生産とと もに、
当然、金融政策サ ービスという 非市場型の生 産も行ってお り、それを 峻別して明確 に位置
づける。
４つ目、国際収 支統計との整 合性に鑑み、 所有権移転原 則をより徹 底しようとい うこと
で、やや通関ベー スとは異なる 計上の仕方と いうことで、 例えば加工 用財貨につい ては、
ある企業が外国の 子会社で加工 のあるプロセ スを行ってま た日本に戻 すといったと きには、
物の輸出入として扱わずに、加工用のサービスを外国から購入するとい う扱いにす る。
８ページ目、ベンチ マークの年に ついて、GDPへのイ ンパクトを 示している。トー タルと
して19.8兆円、改定前のGDP で4.2％となる 。2008SNA 対応で19.6 兆円、うち 研究・開 発の資
本化が相当な部分 を占めており 、16.6兆円 、3.5％で 、国際的 にも比較的大 きい。特 許等サ
ービス、すなわち 使用料（ロイ ヤリティー） の支払いは、 これまでは 利子や配当と 同じ扱
いであったが、それ をきちんとサ ービスとし て取り扱う。防 衛装備品の 資本化が0.6兆 円で、
主にこれは資本化 に伴う減耗分 が発生すると いうことで影 響が出てい る。先ほど申 し上げ
た所有権移転費用 では0.9兆円で ある。また、中央銀行の金 融政策サー ビス分の産出 額とし
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て、0.2兆円が政府 最終消費支出 として計上 されている。 その他の部分 は0.2兆円で ある。
さまざまな基礎統 計がアップデ ートされて、 プラスマイナ ス相殺され 、それほど大 きくな
いインパクトになっている。
その下、各 GDPの需要項 目への影響を 見ていただく と、や はり民間企 業設備へのイ ンパク
トが大きく、プラ ス6.3兆円で1. 3％の寄与度 である。それ から、公的 固定資本形成 のとこ
ろで3.4兆円という ことで0.7％。ま た、政府最終消費 支出というこ とで、同様に3.1 兆円の
プラスの改定であ る。また、民 間最終消費支 出についても 、ここは住 宅賃貸料の帰 属家賃
関係の推計方法を アップデート しており、上 方改定になっ ている。こ のような形で 、プレ
アナウンスをおこ なったところ であり、最終 的にこの12月 以降基準改 定の値を公表 してい
く。
○総務省統計委員 会担当室

統 計委員会にお ける統計改善 の取組につ いて、統計委 員会担

当室からお話しする。
資料４を御覧い ただきたい。 １ページ目、 これは第Ⅱ期 基本計画で 始まった改善 の方法
だが、もともとは 、統計委員会 は、いろいろ な統計の改善 が諮問され た場合、それ につい
て審議していたが 、そうすると 諮問されてい ない統計につ いては審議 されないこと になる
ので、未諮問の統計についても審議するという枠組みをつくった。
２ページ目は、 平成27年度に おける統計委 員会の取組で ある。先ほ どお話があっ たよう
に、経済財政諮問 会議から家計 統計、毎月勤 労統計、法人 企業統計に 対する改善要 請や、
標本の偏りに対す る補正のあり 方などの検討 要請があった 。一方で、 未諮問統計と して予
定していたのが毎 月勤労統計、 法人企業統計 、海面漁業生 産統計であ ったので、こ うした
未諮問統計の審議 や家計調査の フォローアッ プ審議につい て、報告書と して取りまと めた。
それが３ページ 目だが、詳し くお話しした いので、もう 一つの資料 ４の参考「質 の高い
公的統計の整備に 向けて」を御 覧いただきた い。これは平 成28年３月2 4日に西村統 計委員
会委員長が提出し た資料である 。１ページ目 、これは個別 統計につい ての経済財政 諮問会
議からの指摘になるが、それぞれの統計について回答をしている。
家計統計につい ては、年齢階 層について分 布の偏りを補 正した数値 を提供すると いうこ
とで、これは既に 家計調査にお いて提供され ている。毎月 勤労統計に ついては、調 査対象
の入れかえ時に段 差（断層）が 生じるという 指摘があった が、サンプ ルを細分化し て入替
え頻度を高めると いうことで、 これも今年度 の後半に諮問 して、改善 する方向にな ってい
る。
法人企業統計に ついては、サ ンプル入替え 時に段層が生 じるわけだ が、継続した サンプ
ルについて参考情 報を提供する ということで 、対応を検討 中である。 これは平成28 年度中
に結論ということになっている。
２ページ目、こ れは公的統計 を横断的に横 串で当てはめ る課題であ る。１つ目が 、回答
者の分布が偏って いる場合の補 正等のあり方 を横断的に検 討するとい うことで、家 計統計
で行った取組をほ かの統計にも 適用する。ま た、偏りをも たらす未回 収、未回答を 減らす
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ための取組を推進するといったことが考えられる。
その下は、調査 対象の入替え のあり方を横 断的に検討せ よというこ と。調査対象 の入替
え後の結果に合わ せて過去の数 値を改定する ことについて 考え方を示 せということ 。これ
らについて、毎月 勤労統計につ いては回答し ているが、そ れを一般的 な形で回答す るとい
うことで、現在、対応している。
最後に３ページ 目、これは統 計情報の深化 と発展へ向け たさらなる 取組である。 景気判
断指標として適切 な統計・指標 を作成・提供 すべきという 点について は、ビッグデ ータを
利用した家計消費 についての新 たな指標の開 発や、継続サ ンプルから 作成した参考 系列の
提供などが考えら れる。また、 統計の比較可 能性を強化す べきという ところでは、 地域ご
との比較可能性の 向上。従来の 統計調査だけ でなく、行政 記録情報や 官民が保有す るビッ
グデータ等を活用すべきといった課題がある。
これらに対して 統計委員会と しては対応し ている。資料 ４の４ペー ジ目を御覧い ただき
たい。これは３月 の統計委員会 の報告書に載 せているもの だが、新た な仕組みとし て、統
計精度向上のため のPDCAサイク ルを構築する 。これは総務 省が中心と なって対象と なる統
計の統計精度に関 する定期的な 検査を計画的 に実施して統 計委員会に 報告し、統計 委員会
はその報告を受け て全府省の協 力のもと審議 を行って、課 題とその課 題解決に向け た方針
を整理するというものである。
こうした取組が 具体的にどう 進んでいるか というのが最 後のページ である。経済 財政諮
問会議における議 論や統計委員 会の審議結果 を踏まえて、以下の取組を 現在推進中で ある。
まず、４月に横 断的な課題に ついて検討す る部会を新設 した。この 部会のもとで 、今、
２つのワーキンググループがつくられている。
１つ目が新旧デ ータ接続ワー キンググルー プだが、これ は毎月勤労 統計で取り組 んだよ
うな課題について 基幹９統計に ついて横並び で比較して課 題を解決し ていくという もの。
明日の統計委員会で結論が出るということになっている。審議は既に３ 回行ってい る。
今月末に、新たに 統計の精度向 上及び推計 方法改善ワー キンググルー プを設置して いる。
これについてはテ クニカルな面 もあるが、統 計の精度や統 計の接続の 仕方といった 統計精
度に関するものに ついて審議し て、最終的に はいろいろな 統計につい て診断をし、 新たな
改善の取組を進めるというPDCAサイクルを回すことになっている。
○伊藤座長

委員から、それぞれコメントをいただきたい。まず、小峰委員から。

○小峰委員

今、 御説明いただ いた中身から ちょっと離れ て、総括的 なコメントを させて

いただく。私の経 験でも、何年 かに一度、統 計が非常に注 目されて充 実を図られる という
ことが起きる。大 体経済がうま くいっていな いときに、何 でこんな数 字が出るのだ という
話になって、それ がきっかけに なることが多 い。動機はと もかく、そ ういうムード が高ま
って、統計が注目 されて、統計 の精度が高ま るということ は大変重要 である。せっ かくの
機会なので、ぜひ統計を整備する方向に力を入れていただきたい。
私からは３点申 し上げたい。 １つは、やは り資源を配分 しなければ いけない。統 計を充
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実させるためには 当然、お金も 人もかかるの で、本当に統 計を充実さ せるつもりが あるの
であれば、簡単に 言えばそのた めの予算を増 やせというこ と。しばし ば統計という のは経
済のインフラだと 言われるので 、社会資本の 一種だと考え ると、公共 事業で６兆円 使って
いるわけだから、その２％ぐらい統計に予算配分をしてもいいのではな いか。
２番目は、人的 資源。政府内 でエコノミス トとかスタテ ィスティシ ャンといった 統計の
専門家が着実に育 って、それな りの位置づけ を与えられる ような人事 システムが必 要で、
これは今回の議論 の対象になっ ているかどう かわからない が、体制を 整えていくこ とが重
要。各省、どうし てもローテー ションでどん どん人がかわ っていくの で、専門家が 育ちに
くいし、各省の中 で統計という のは非常にた くさんある仕 事のうちの 一つというこ とで、
全ての省庁におい て高い優先順 位をもって位 置づけられて いるわけで はない。統計 という
観点で、もうちょ っと共通の高 い位置づけを 与えるような 仕組みが、 人的資源とい う観点
から考えられないか。
３番目、統計の 整備は大変重 要だが、整備 しただけでは 意味がなく て、これを使 わなけ
ればいけない。最 近よく言われ ている、エビ デンスに基づ いた政策決 定に向け、統 計をつ
くるだけではなく て、つくった 統計を景気判 断や政策決定 になるべく 生かしていく 、エビ
デンスとして活用していく風土や癖をぜひつけていくということも必要 ではないか 。
○伊藤座長

宅森委員。

○宅森委員

小峰 委員から、経 済が悪いとき になると何か 新しいこと を考える、統 計の話

が出てくるという 話があった。1 998年に動向 把握早期化委 員会を経済 企画庁で開催 した。
そこで出てきたの が消費動向調 査の月次化や 、景気ウオッ チャー調査 だった。そう いう意
味では、せっかく こういう機運 が高まってい るところなの で、新しい 時代に合った 統計の
作成手法や新しい統計など、より役に立つようなものができると良い。
私から３点申し 上げたい。ま ず、現状、IT がどんどん進 展しており 、ビッグデー タが話
題になっている。 実際に消費者 もどんどんキ ャッシュレス になってい るので、その 辺を踏
まえて、なるべく消費者の記入負担がないような形でいろいろ利用でき るといい。
そういうデータ がいっぱい世 の中にあると いうことなの で、渡辺努 委員が創業さ れたナ
ウキャスト社の日 経ナウキャス ト物価指数な どが出てきて いるので、 速報性も高ま り、一
次データもどんど ん出てくるの ではないか。 それによって 正確に景気 動向を判断で きるよ
うになる。
海外からの観光 客が増えてい るということ もあって、イ ンバウンド 消費も重要視 される
ようになっている 。例えば商業 動態統計には 、最近、ドラ ッグストア も入ってきた が、百
貨店やドラッグス トアなどは、 免税品の情報 を持っている ので、そう いったデータ も新た
に入手できれば、 供給側と需要 側との統計の 差の部分も含 めて、チェ ックできるよ うにな
る。
少し気になって いるのが回答 率である。こ れは統計によ ってすごく 問題と感じる 。特に
GDPの基礎統計の一 つである、法 人企業統計 の中小企業に 当たる資本金 1,000万円以 上１億
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円未満は直近の４ －６月期で回 答率63.8％で ある。これは 例えば接続 の問題とか何 かの工
夫を考えても、６ 割ぐらいしか 答えていない 統計で精度の 高いものが できるのかと いう疑
問があり、そ れを使わざ るを得ないの が問題である 。しか も2008SNAでG DPにR&Dが入 ってき
て、その四半期分 割は法人企業 統計を使うと いうお話もあ った。その もとになる統 計の回
答率が６割だと少し心配である。
恐らく中小企業 の社員は忙し くてそんなも のに答えてい られない状 況もあると思 うので、
督促するのも一つ だが、回答しや すくするよ うな仕組みも つくっていく ことが大事で ある。
市販の会計ソフト を使っている 企業も多いの で、汎用性の ある会計ソフ トと連動しな がら、
必要なデータだけ とれる仕組み を考えること で負担が少な くなれば回 答率も上がる 可能性
がある。
ビッグデータを 持っている企 業がたくさん ある。物流に おけるネッ ト通販のシェ アが伸
びており、データは たくさんある 。データは社 会の公共財だ という認識 を持ってもら って、
提出してもらう。
また、回答者に も、負担ばか りで大変だと 思わせるので はなくて、 社会の公共財 をつく
ることになるので 、それができ 上がるとこん なに役に立つ のというこ とを、改めて 認識し
てもらうことが大事である。
それから、最近 一部統計で下 振れがみられ るが、委託先 の調査会社 の質の問題も 考えら
れる。入札で決め ているだけと いうこともあ ろう。GDP統 計に反映され ることもある ので、
質をきちんとチェ ックすべき。 安かろう悪か ろうではしよ うがないの で、きちんと 社会の
公共財をつくるのだということで検討していただきたい。
３番目は、去年 の10月に経済 財政諮問会議 で、家計調査 等に問題が あるという指 摘があ
り、これをきっか けに話題にな っている。家 計調査は2015 年７月ベー スで60歳以上 の世帯
数が52.4％、国勢調査の 世帯構成が44. 5％なので 、7.9％も 違うのでお かしいという ことだ
った。
2010年７月の家 計調査を見る と60歳以上世 帯が46.1％な ので、2010 年の国勢調査 の世帯
構成比の44.5％と の差は1.6％ポ イント。そ れでも1.6％ポ イントある ということは 問題な
のかもしれないが 、家計調査の サンプリング がめちゃくち ゃだという わけでもなく て、結
構それなりにはや っている。団 塊の世代が抜 けた影響がも のすごく大 きい。この５ 年間高
齢化が急速に進んだということも留意すべき。
特に、生産年齢人口 の割合が2011 年が63.6％、こと しは60.2％と、５ 年間で3.4％ ポイン
ト減っている。これ から先は５年 後の2021年 で59.0％なの で、1.2％ポイ ントしか減ら ない。
さらに、2021 年から2026 年だと0.3％ポ イントしか減 らない 。これまで の５年間とに かく変
化が大きかった。 これを見ると 、統計がすご くおかしかっ たのではな いかと感じて しまう
が、人口構造の変化がすごかった。
GDP統計の精度の 問題で 、前期比年率 で毎回季節調 整をかけ直 すので 、数字が変わ るとよ
く言われる。2013年の10- 12月期のGDP は第一次速報 値はプラス1. 0％で 、法人企業統 計等を
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入れた第二次速報 値が前期比年 率プラス0.7 ％になった 。そこか ら、恐 らくもとにな ってい
る統計はほとんど 変わっていな い。季節調整 を公表時に毎 回かけ直す ことで、８月 に前期
比年率マイナス0.2 ％と符号が変 わり、最後の11 月、確報に変わる 前の段階だが、マ イナス
1.6％になっている。
つまり、プラス0. 7％だったも のがマイナス 1.6％になる ので2.3％ポ イントも下が ってい
るということで、 基礎統計は何 も変わってい ないのに、季 節調整をか け直すだけで これだ
け動くのはやはり変である。
これはリーマン ショックの影 響がはげてき たせいではな いかという 仮説を持って いる。
2008年９月にリー マンショック が起こったの で、10-12月期 の数字をか さ上げするよ うに季
節調整をかけてい ると思うのだ が、その効果 が毎回季節調 整をかけ直 すたびに下が ってい
って、符号がひっ くり返ったと いうこと。恐 らく過去の数 字は余り見 ないので話題 になら
ないが、その辺も統計の難しさになる。
これは日本だけ ではない。ア メリカの雇用 統計で非農業 部門の雇用 者数は、８月 分が予
想よりも下回って 前月差15万1,0 00人増だっ た。予想では20 万といった 数字が出るは ずなの
に何でだというこ とだったが、リ ーマンショ ックがあった のは９月で、その直前の８ 月は、
2008年以降、８月 分だけ前月差 で20万人を超 えたものはな い。最大で も17.3万人増 。９月
にリーマンショッ クが発生した ので、その直 前の月という のは抑える 形に季節調整 がかか
りやすい。季節調 整のくせのよ うなものは、 世界的にある のかなとい うことが気に なって
いる。そういった 一時的な特殊 要因のような ものもあるの で、あわせ て研究してい ったら
いいのではないか。
○伊藤座長

門間委員。

○門間委員

私からは５点申し上げたい。

最初に、GDPの確 報について、分 配サイドか らのアプロー チを強化して はどうか。こ れは、
今年７月に日銀のエコノミスト２名がワーキングペーパーを公表して問 題提起をし た。
現在のGDP統計は 、主と して支出サイ ドの積み上げ でつくられ ているが 、せっかく 三面等
価という概念があ るので、分配 面からも別途 推計をして、 両者を突き 合わせるとい うアプ
ローチをとれば、 ある種の整合 性チェックが 可能になるし 、誤差の取 り扱いについ ても合
理的な判断が可能になる余地がある。
その際、先ほど のペーパーが 主張している ように、カバ レッジの広 い税務情報を 活用す
ることをぜひ検討 してはどうか 。もち ろん、税と名目GDPは １対１で特 にタイミング が対応
するわけではない ので、おのず から限界はあ るが、税務情 報というカ バレッジが広 いデー
タを使うことによ って、G DP確報の年次 推計を改善で きる可能性 があるのであ れば、その可
能性を追求すべきではないか。
２点目は、今の点に 若干関連する が、少しピンポイ ントになるが、20 14年度のGDP 確報に
ついていま一度振 り返って精査 をしてはどう か。201 4年度のGDP は、先 ほどのペーパ ーの推
計値との乖離が最 も大きい年で ある。そもそもこの 年は史上最高 益だったが 、GDPで は営業
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余剰がマイナス。 世の中にある 統計との整合 性もよくない ということ で、この点は メディ
アでもしばしば取り上げられている。
しかも、2014年 度に関して言 うと、何か複 雑な要因でそ ういう問題 が起きている わけで
はどうもなくて、 工業統計など の基礎統計に ついて、消費 税引上げの 影響が正しく 反映さ
れていない可能性 があるという 仮説を、先ほ どのペーパー も提示して いる。この点 はもう
少しさかのぼって、例えば実際に とった統計 の個票をチェ ックすればそ れで済む話な ので、
実際に精度を高める余地はないのかどうか、精査すべきではないか。
３点目は、GDPの四半 期速報だが、これ は一次統計の 改善が第一 義的だが、例えば 今回統
計委員会でも出て きている家計 調査のクオリ ティーは、サ ンプルは多 少バイアスを 除去す
るにしても、目に見 えて改善させ るというこ とは、直感的に はほぼ不可 能なのではな いか。
サンプルサイズ自 体が小さいし 、そもそも相 当個人情報に 敏感になっ ている世の中 で、ど
こまでそういうアプローチでデータをとれるのかという根本的な問題が ある。
むしろ、供給サイド の情報や、POSデー タといった客 観的なデー タをなるべく 使って、そ
れをうまく組み合 わせて、家計調 査を使わな いでGDPを推計 するという 方法を考える 方が建
設的なのではないか。
本日、経済同友 会から新しい 経済指標に関 して提言を出 している。 財界も協力で きると
ころは是非したい という雰囲気 は強まってい るので、なる べく客観的 なデータを用 いるこ
とによって、経済活動を把握するという試みを強めたほうがよいのでは ないか。
４点目、そ もそもGDP統 計だけでみん な景気を判断 しているわ けではなく 、いろい ろなデ
ータを見ているわ けだが、特に ネット経由の 活動や、シェ アリングエ コノミーとい った新
しいタイプの経済 活動がどんど ん出てくる。 あるいは、こ れから増え てくる。そう いう部
分に対しては、機動的で新しいデータをとり得る体制をつくるべき。
最後に、どうい う改革をする にしても、人 的、金銭的な リソースの 絶対的な不足 という
のは否めない 。内閣府の 国民経済計算 部も、現在のGDPを間 違いなく出 すというだけ で精一
杯だと聞いている ので、そうい う状況の中で 新しい推計方 法を見直す といったこと がそも
そもできるのか。 直感的にも非 常に難しいと 感じるので、 ここは本当 に思い切って リソー
スを拡充するというメッセージを強く出していかないと、何事も進まな いのではな いか。
○伊藤座長

美添委員。

○美添委員

資料２に沿って私の判断を御紹介したい。

１ページだが、 至極もっとも な指摘がなさ れている。門 間委員から も発言があっ たが、
家計調査は類似統 計との乖離が あるとか、サ ンプルの偏り があるなど の批判がある 。中に
はもっともな指摘 もあるが、一 部マスコミで 報道されてい るようなエ コノミストの 発言に
は誤解もあって、 この点につい て統計委員会 などでもきち んと検討す べきだという 指摘は
当然である。
１ページの最後 の３の下だが 、幾つか提言 がある中で一 番大事なの は、行政記録 情報や
ビッグデータ等の 活用を一層促 進することで ある。サンプ リング方法 やバイアス補 正等の
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標準化に向けた動き、これも統計の世界から見れば歓迎したい。
３ページ、世帯 構造の多様化 と消費動向の 把握について は、ここに 書いてあると おりだ
が、共働き世帯や 単身世帯の把 握が必要であ る。補完する 調査の活用 については提 案のと
おりで、これは 家計調査に 限らず消費動 向全般に関し て検討すべき 課題だが 、その前の「調
査負担の軽減」については、
「軽減 」という表現 はやや不適当 で、調査 の内容は軽減 しては
いけない。調査の 内容を充実す る一方で、回 答者の負担を 軽減できる ような調査方 法にす
る。そこにIT技 術等を使うと いう整理だろ うと思うが、
「負担の 軽減」とい う表現は 、従来
からよく主張され て、そのたび に統計が悪く なっている。 これは根本 的な問題なの で、こ
こだけは神経質になりたい。
４ページ目で標 準化の話がも う一度書いて ある。統計間 でサンプリ ングやバイア ス補正
の方法にばらつき があることが 問題だという のは間違いで ある。理論 的な手法の標 準化は
必要だが、統計ご とに特性があ り、その特性 に応じて異な るサンプリ ングの手法を 使い、
異なるバイアス補 正の方法をす る。当然、ば らつきが発生 するべきで ある。だから 、ここ
の表現を余りスト レートに読ん でしまうと、 おかしなこと になる。そ こは注意して いただ
きたい。
それで、②の続 きだが、最後 のところに「 統計作成部局 の自主点検 の仕組みや、 統計の
利用者サイドから のフィードバ ックをどのよ うにすべきか 」、こ こも大歓迎だ が、で はどう
するのだというと 、先ほどから の小峰委員、 門間委員が鋭 く指摘され たように、政 府の統
計機構が壊滅的という表現でいいと思う。
1985年から95年 にかけてイギ リスで何が起 こったか、皆 さんはよく 御存じだと思 うが、
サッチャー政権に よる行政改革 のおかげで統 計機構が壊滅 的な打撃を 受けて、この 間の統
計の精度が落ちた 。GDP統 計に対する国 民の信頼が全 く失われた ということで 、財務 省側か
ら統計を充実しろ という指摘が 出た。我が国 もそっくりで ある。昨年 、麻生財務大 臣が指
摘したのと同じこ とがイギリス で行われた。それを承知の 上で、日本は その動きを受 けて、
国連の公的統計の 基本原則に反 映されたイギ リスの反省を 受けて統計 法を改正した わけだ
が、統計法がで きたにもか かわらず、統計作成機 関はほとんど 補強されてい ない。む しろ、
統計の人材も、財政的な資源も減っている。
旧統計審議会か ら統計委員会 に移ったとき に、とても残 念だったこ とがあった。 旧統計
審議会では調査技 術開発部会と いう常設の部 会があって、 ここでは、 各省の担当者 が集ま
って学識委員とと もに、審議に 係る全ての統 計、その他の 統計につい て、お互いに 知識、
経験を共有してい た。これがな くなってしま った。さらに 各省ばらば らにやるよう になっ
て、知識の共有が 進んでいない 。基本計画に は人材の育成 が重要であ ると書いたが 、そこ
が後回しになっている。この点を大変危惧している。
次の③にある新 たなデータ源 の活用は歓迎 したい。行政 記録情報等 の中で、既に 指摘が
あったが、税務デ ータ、特に法 人に関する税 務データは必 要である。 これは統計法 の第29
条にはっきり書い てある。他の 行政機関が保 有する行政記 録情報につ いて、それが 正確な
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統計の作成や効率 化に寄与する 、あるいは被 調査者の負担 の軽減に寄 与する場合に は、提
供を求めることが できると明記 してある。こ れが明記して あるにもか かわらず、あ る省が
他の省に行政資料 の提供を拒ま れると、統計 作成に利用で きない。一 例として、法 人企業
の名簿情報が出れ ば法人企業統 計はさらに改 善できる。行 政資料の活 用は、統計調 査のた
めの費用を増やさ ない、報告者 の負担も軽減 して、かつ統 計の精度が 画期的に向上 するの
は間違いないので、ぜひこの委員会では、ここを最大の目的として進め ていただき たい。
次の５ページ、 統一的な地域 区分、これは 指摘のとおり で大歓迎で ある。ただ、 これに
ついては既存の統 計は組みかえ で対応できる ように、それ ぞれの標本 設計等を考え るとい
う視点で、これはほぼ回答は用意できると考えている。
次は、そもそもG DP統計がきっ かけになっ て、今のよう な全体の統計 改善に進んだ ので、
門間委員はGDP中心 に発言された が、私の希望と しては、それ以外 のことも含め て、まとめ
て改善していただ きたい。税務 統計もそうだ が、供給側と 需要側の統 計の齟齬は一 体何が
原因かを解明する ためには、統 計作成機関が お互いに情報 を共有する 作業が必要で 、その
ためにこの委員会が貢献できればすばらしい。
関連して、⑤のGDP統計 の改善の１行 目にある 、一次統計 をどのよう に改善すべき かとい
う点について、先 ほども指摘さ れているよう に、各省の人 材が削られ ている。内閣 府です
ら、現在のSN Aの作成作業 で手いっぱい で新しいこと をやる人材 がいない 。優秀な人 はいる
けれども、時間が 足りない。こ れは各省とも 同じ。農林水 産省はあれ だけすぐれた 統計を
つくっていたが今 は壊滅状態で ある。優秀な 人がやめると 、新人は能 力はあっても ほとん
ど経験がない。通商 産業省の時代 は専門的な 知識経験を持 った統計担当 者が大勢いた のが、
その後、退職する など世代交代 が起こると、 後任の担当は 優秀だけれ ども、統計の 経験が
少ないうえ、勉強をする機会が少ない。将来、本当に大変なことになる と思う。
一次統計がこれ だけ劣化した のは、行財政 改革の中で統 計関係の担 当者を減らし たから
である。統計職員 の国際比較を すれば分かる ように、日本 の統計作成 機関はびっく りされ
るぐらいの惨状で ある。人材の問題 を何とかしな い限り、GDP以前 の問題として、日 本の統
計に対する信頼性が低下していくことは避けられない。
最後だが、具体 的な問題で、 資料４の２ペ ージに個別の 統計として 家計統計、毎 月勤労
統計、法人企業統計と３つ大きなものが挙げられている。
家計統計は、総 務省で検討を 始めており、 渡辺努委員と 私が議論に 参加して、回 答の作
成に協力している 。法人企業統 計は、仮決算 の問題もあっ て、改善に 向けてできる 範囲は
限られているが、 先ほど宅森委 員から指摘が 出たように、 中小企業に ついては税務 情報の
効果的な利用が当然できるはずである。
毎月勤労統計は 、厚労省の委 員会は、統計 学会の中でこ の分野を代 表する人たち が参加
しており、すばら しいメンバー だが、回答は あれが限度で ある。つま り、不十分だ という
お叱りをまた受け る答えを書い ている。本当 の解決は行政 記録情報が なければでき ない。
標本のローテーシ ョンサンプリ ングとして、 半年に１回、 あるいは、 毎月入れかえ ても不
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十分だというのは 、基本的には 事業者のリス トが古くなる ため。入れ かえでは対応 できな
いからである。こ の状況が改善 されるために は行政記録を 活用する必 要がある。具 体的に
は毎月、雇用保険 適用事業所の 名簿情報の提 供を受ける。 これがない 限り、どんな 作業を
しても小手先と叱 られるような 答えしか書け ない。ぜひこ の機会に、 各省とも行政 記録を
出すべしというこ とを内閣とし て決めればい い。統計法に は既に書い ており、あと は運用
の問題なので、ぜひこれをターゲットとして進めていただきたい。
○伊藤座長
○渡辺努委員

渡辺努委員。
大 分厳しいお話 ばかり続いて いるので、少 し明る目の 感想めいたこ とをお

話しする。今、御 説明いただい た資料２の３ ページ、４ペ ージあたり を御覧いただ きなが
ら、２点ほど申し上げたい。
最初、③と書い てある新たな データ源の活 用というとこ ろで、ビッ グデータのお 話があ
る。私は 、POSデー タやポイント カードのデー タを使って研 究活動やデ ータの配信を してい
るが、そういう中で感じたことを１つに絞って申し上げる。
こういうビッグ データのよさ というのはど こにあるのか ということ をつくづく振 り返っ
て考えてみると、 一番いいとこ ろは粒度だと 思う。粒々の 度合いとい うものがポイ ントで
ある。つまり、細 かい粒度のと ころまでおり ていけるとい うのがビッ グデータのい いとこ
ろ。ビッグデータ は量はたくさ んある。少し の量で足りる ような粒々 の定義のとこ ろを見
ることができる。
具体的に申し上 げると、私たちは 今Ｔポイント カードを発行 するCCC（カルチ ャー・コン
ビニエンス・クラ ブ）と、消費 の指標をつく るプロジェク トを行って いる。その中 で郵便
番号の区分ごとに 消費をはかる ということを 考えている。 日本全国は1 0万の郵便番 号に分
かれるが、その一 個一個の区画 の中でＴポイ ントカードが どのぐらい 使われたかを 金額と
して見ていって、 その郵便番号 の地域におけ る消費が盛り 上がってい るかどうかを 見てい
くことを考えている。要するに、地域的な意味の粒度の細かいところが 見える。
あるいは同じよ うなデータを 使うと、性別、年齢別に消費 を見ること も当然できる ので、
例えばこの地域の2 0代女性の消 費が最近どう なっているの かというこ とがわかる。 これも
粒度が細かいとこ ろまでおりて いける。さら には、少し頑 張ると所得 別にもとるこ とがで
きるので、ある地 域における高 所得者の女性 の消費がどう なるかとい うのがわかる 。とに
かく細かいところ までおりてい けるというの は、ビッグデ ータの非常に いいところで ある。
この会議のテー マは景気動向 なので、細か いものまで見 えて何がう れしいのか。 最近の
マクロ経済学では 、何かのショ ックが経済の どこかの一角 に起きたと きに、それが 波及し
ていくのだ、それが 経済全体のGD Pの変化とい うのを生んで いくのだと いう考え方を 持つよ
うになっている。
例えば、日本だ とちょっとわ かりにくいが 、韓国でサム スンが何か の事情があっ て、売
り上げが少し落ち たりすると 、それは 韓国のGDPに影 響を与える 。そう いうふうに経 済を構
成している小さな 粒が動くこと によって、そ れが波及して 全体を動か していく、そ ういう
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考え方をマクロ経済学者は持つようになってきている。
ビッグデータを 使って、集計値 だけでも見 るということ ももちろん大 事なポイント だが、
もう少し欲張って 、粒々の細か いところまで 見ていく。そ れによって 景気判断をよ り精緻
化していくことができると、少し夢がある。
私はいつも思う が、景気と天 気の話はよく 似ている。最 近の天気予 報は、文京区 本郷の
１時間後に雨が降 る確率、要す るに粒々の非 常に細かいと ころで予報 が出るように なって
いる。同じように 、粒々の細か いところで景 気の予報や現 状どうなっ ているかとい うこと
がわかれば、最近 だと地方創生 とかそういう ことともかか わるが、全 体を知る上で そうい
う情報は非常に有用だろうと思う。
ただし、ビッグ データには当 然いろいろな 問題があるわ けで、家計 調査はサンプ ルの偏
りのない形でデザ インされてい るのに対して 、ビッグデー タは必ずし もそういうこ とを意
図しているわけで はない。私た ちはオーガニ ックなデータ と呼ぶが、 多くの場合に サンプ
ルバイアスを持っ ている。それ をどう除いて いくのか、あ るいは除か なくてもいい から何
かの見方で処理す るときにサン プルバイアス があるという ことを注意 しながら見る のか、
その辺のところがすごく難しい問題として存在しており、なかなか解決 が難しい。
もう一点は、① の経済の構造 の変化に関連 するところで 、とりわけ ネットやスマ ートフ
ォンなどの活用で 新しいタイプ のサービスが 出てきている 。それらの 動向や価格が きちん
と把握できているのかということ。
最近は、プライ スレスのもの が特に先端分 野で出てきて いる。一番 典型的にはネ ットの
検索やフェイスブ ックは、ほと んど料金を払 わずに使える ようになっ ている。当然 のこと
ながらサービス価 格の測り方と して上手にで きないことに なる。これ は別に日本に 限らず
海外でもそうなっていると多く言われている。
これは、古い例 で言うと、ち ょうどテレビ と同じであっ て、テレビ は原則ただで 見られ
るが、テレビのサ ービスがただ でできている かというと、 そんなこと はない。また 、テレ
ビ局はちゃんと広 告料等で収益 は上がってい る。そうする と、テレビ の番組という のは幾
らでつくられてい るのかをちゃ んと計って価 格を測定しな ければいけ ない。同じこ とが最
新テクノロジーについても言える。
これが少し夢が あるなと思え るのは 、仮に名目GDP はそこそこ うまく測れる とする 。一方
で、GDPデフレータ ーが今申し上 げたような理 由で上方にバ イアスがか かっている可 能性が
ある。プライスレ スの部分を無 視して統計が つくられてい るがゆえに 、実際の趨勢 として
は価格はどんどん 下がっている とする。そう すると、デフ レーターで 割った実質Ｇ ＤＰは
もっと伸びている ということに なる。それが まさにグーグ ルの検索が使 えることによ って、
フェイスブックが 使えることに よって、みん なが利便性を 感じている という部分を 上手に
表現したということになる。
これは 日本 だけで はなく 、ほか の国で もそ ういう 課題が あって 、どこ の国 でも実 質GDP
が過小に評価され ている可能性 がある。これ について政府 レベルでし っかりした対 応を行
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う方向での取組が 始まっている という例は、 私が知ってい る限りでは ない。せいぜ いのと
ころ、研究者がそ ういうことに 気がついて、 テレビ等のア ナロジーで 何かしようと いうこ
とはあるが、それ 以上のもので はないので、 日本政府が世 界に先駆け てそういうと ころに
手をつけていって 、プライスレ スの経済にお けるプライス とは何か、 サービスのク オリテ
ィーは何かという ことについて しっかりとし た議論ができ るようにな れば、こうい うプロ
ジェクトとしては非常に意味がある。
○伊藤座長

渡辺美智子委員。

○渡辺美智子委員

今回の大き な目玉はやは りビッグデー タの利活用 である。ビッ グデー

タの利活用は、特 に公的統計の 作成に限った ことではなく 多岐にわた るので、研究 センタ
ーができないとい けないと思う が、公的統計 の作成に関し ても重要な 位置づけであ る。公
的統計にビッグデ ータを利活用 する場面とし ては、景気動 向の指標やPO Sデータとか ポイン
トカードデータなどの消費関連指標ではないかということが御指摘にあ った。
そこで、課題と いうことで少 し触れられた が、ビッグデ ータは非常 に大きな価値 も持っ
ているが、現実に 起こったデー タだけがそれ ぞれの場所や 状況でとら れていて、そ こで起
こっていないもの 、つまり、他 の場所や状況 で起こってい るかもしれ ないデータが 欠けて
いるので、バイア スがあるとい うことを認識 しておかなけ ればならな い。また、誤 った情
報、ノイズもある 。これをでき るだけ一般化 できるように どう補正し ていくのか。 これが
研究課題である。 他にも、デー タクレンジン グの技術やそ の標準化手 法なども新た な研究
課題となる。また いろいろなデ ータがあるの で、それらを どう統合し ていくのかと いう研
究も非常に重要になってくる。
そういう中で、 次々と開発さ れる新しい方 法の特性と限 界を理解し てビッグデー タを取
り扱うデータサイ エンティスト の育成が叫ば れている。私 は健康分野 が専門なので 、ヘル
スデータサイエン ティストをど う育成するか が課題になっ ている。公 的統計のフィ ールド
に関しても、オフ ィシャルデー タサイエンテ ィストといっ た方々が、 各種の公的統 計にか
かる統計課の中に一定数は必ずいるということが必要ではないか。
次の課題として 、ビッグデー タは個人がつ くり出すデー タなので、 それを活用す る環境
整備が重要。国民 の方々に、個 人情報がどん どん使われて いっている のではないか という
不安を与えないような信頼基盤づくりというのが公的機関に望まれてい る。
私が今所属して いる統計セン ターはいろい ろな匿名化の 技術を持って いる。Suica にして
も、POSを有している企 業にしても、それ を活用したい。も っと言えば 匿名化がきち んとで
きたら、それをビ ジネスにもつ なげられると 期待されてい るかもしれ ないが、国民 への説
明責任をどう果た すのかという ときに、統計 センターが持 つような匿 名化の技法を 信頼性
の高い機関が技術 普及し、それ らが使われて いるのだとい う社会全体 の機運をつく り上げ
ていく必要があるのではないか。
もう一つは、公 的統計の作成 に活用する場 合に、企業が 果たしてデ ータを出して くれる
のかという点があ る。ウィン・ ウィンの関係 で、各企業が 出してくれ たデータをま とめて
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融合させることで 、新しい企業 にとっても有 用な情報が作 成でき、そ れを企業に返 してあ
げられるというよ うな利点が明 確になると、 データが出や すい環境が できるのでは ないだ
ろうか。
最後に、公的機関 としてはビッ グデータの 品質を認証す るという役割 が考えられる 。個々
のビッグデータは 偏りがある。 しかしまとめ て補正融合し 、標準化で きる。そこに は、統
計モデルが使われ るわけだが、そ の研究を推 進することが 重要である。研究成果を踏 まえ、
一つ一つのビッグ データの品質 の認証とか、 それを使うた めの手続き の標準化とか 、そう
いうものが積極的に行われる必要がある。
○伊藤座長

一通 りお話を伺っ て、随分いろ いろ論点が出 た。お話を 聞いて追加的 な発言

がもしあれば、是非言っていただきたい。オブザーバーの方も含めて何 か。
○内閣府

先ほど 、門間 委員からGDPに ついていろい ろ御指摘を いただいた 。日銀の 個人論

文ということで公 表された分配 側GDP試算に 関連して御意 見をいただい たが、幾つか 難しい
ところがある。分 配サイドのア プローチで税 務情報を使う ということ だが、試算で も、企
業の所得（SNAでは営業 余剰）の部分は法 人企業統計を 使って推計 しており、全体的 に税務
情報でつくっていくということは困難がある。
それから、2014 年度について 、消費税の引 上げの影響が 計上漏れに なっているの ではな
いかという指摘が 論文の中にあ るが、それは 調査方法の違 う経済セン サスとの比較 になっ
ており根拠としては明確ではないのではないか。
個票をチェック すればという ことだが、何 と比較してチ ェックする かというとこ ろは難
しい。
現在、基準改定 作業に全力で 取り組んでい る。税務統計 の活用のあ り方などにつ いては
推計結果も踏まえて、また考えていきたい。
○伊藤座長

最後に越智副大臣から一言御挨拶をいただきたい。

○越智内閣府副大臣

内閣府の経済財政政策を担当している副大臣の越智隆雄です。

伊藤座長を中心 に、こうして 各委員、オブ ザーバー、関 係者に集ま っていただい たこと
に心から感謝を申し上げたい。
私はちょうど美 添委員のお話 の途中で参加 したが、その 前に門間委 員から税務情 報の関
係のお話があった ということで、制度を充実 すべきという ことではない かと思う。そ の後、
両渡辺委員のお話 を伺ったが、 ビッグデータ 等の新しい情 報の活用と いうことで、 粒度と
いう一つの前向き の捉え方があ るのではない か、プライス レスの社会 におけるプラ イスの
考え方をどうするのかなど、いろいろな御指摘をいただいた。
いずれにしても 、政府部内で もいろいろな 統計について の議論があ るが、本研究 会は景
気判断をより正確 に行うという 観点から、各 種統計の改善 に向けた取 組の方向性に ついて
御議論いただくということになっている。
よい統計をつく ることは、さ まざまな政策 判断を行う上 での基礎と なる重要な取 組であ
るので、ぜひとも 各委員から、 専門的な見地 から建設的な 御意見を賜 り、充実した 御議論
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をいただきたい。
また、冒頭にお 話があったと 思うが、経済 財政諮問会議 の枠組みの 中で、年末ま での短
い期間にある一定 の結論を得る ということで あるので、ぜ ひとも委員 各位の積極的 な議論
への参加をお願い申し上げて挨拶とさせていただきたい。どうぞよろし くお願いし ます。
○伊藤座長

以上 をもって、第 １回経済統計 の改善に関す る研究会を 終了する。本 日はど

うもありがとうございました。

19
平 成 28 年第１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

