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(議事次第)
１．開会
２．議事
（１）経済社会構造の変化の把握について①
「世帯構造の変化について」
（２）類似統計間の比較について
（３）新たなデータの活用について①
「景気動向把握におけるビッグデータの活用について」
３．閉会

(配布資料)
○資料１

経済社会構造の変化の把握について①～世帯構造の変化～

○資料２

類似統計間の比較について

○資料３

家計調査の見直しと新たな消費関連指標の開発に向けて

○資料４

新たなデータの活用について①
～景気動向把握におけるビッグデータの活用～

○参考資料１

消費税率引き上げ後の消費動向等について

○参考資料２

統計リソースの確保・有効活用について
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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２回会合を開催する。
本日は３つのテーマを議論する予定である。
議題（１）の経 済社会構造の 変化について は、特に単身 世帯の増加 等を踏まえた 消費動
向の把握を中心に議論をする。
議題（２ ）の類似統計 間の動向の比 較について は、消費関 連の諸統計 について議論 する。
議題（３）の新 たなデータ源 については、 特に景気動向 把握におけ るビッグデー タの活
用について議論をする。
議題（１）と（２）は関連が深いので、まとめて議論したい。
○事務局

資料１ 「経済社会構 造の変化の把 握について」 に基づき、 特に世帯構造 の変化

に焦点を当てて説明する。
１ページ、世帯 構造がかなり 変化している ことを示して いる。我が 国の世帯主の 年齢階
級別の世帯構成を 国勢調査で見 ると、高齢化 が進んでおり 、2010年の 国勢調査によ れば、
60歳以上の世帯主 が４割強であ る。右側のグ ラフは労働力 調査、家計 調査等の年齢 構成を
示している。いず れも2015年で あり、2010年 の国勢調査以 降、さらに 高齢化が進展 してい
る。
２ページ目。上 のグラフは国 勢調査と家計 調査について 2010年で比 較をしている が、お
おむね同じような 分布になって いる。その下 、単身世帯に ついて国勢 調査と家計調 査を比
較しているが、若 干家計調査の ほうが高齢者 の世帯が多い 。その下の 図は総務省の 家計調
査の改善に関する タスクフォー スで示された ものであり、 2010年の年 齢別の世帯分 布を見
たものである。こちらでは今申し上げたものと同じ傾向になっている。
３ページ目。共 働きや単身世 帯といった世 帯別に構造の 変化を見た ものである。 左側の
グラフ、我が国の 世帯構造別の 構成比の推移 を国勢調査で 見ると、単 身世帯が大き くシェ
アを拡大しており 、2015年には ３分の１を占 めている。共 働き世帯は 、高齢化に伴 う無職
世帯の増加もあり 、シェアが低 下しているが ４分の１ぐら いを占めて いる。右側の グラフ
の一番下に家計調 査があるが、2 015年の平均 で、単身と共 働き世帯の シェアはそれ ぞれ約
31％、約16％であ る。一番上が2 015年の国勢 調査であり、 単身につい てはほぼ同じ ぐらい
である。
共働き世帯につ いては、定義 が国勢調査と 家計調査では 異なってお り、家計調査 では勤
労者世帯である。 国勢調査では 勤労者世帯に 加えて自営業 等も含んで いるが、その うちの
国勢調査の濃い緑 のところが自 営業の部分で 、薄い緑の部 分が勤労者 の部分になる 。勤労
者を家計調査と比べると、共働き世帯が家計調査でやや少なくなってい る。
４ページ目。こ ちらも家計調 査の改善に関 するタスクフ ォースの資 料である。家 計調査
と就業構造基本調 査を比較して おり、家計調 査は世帯当た りの有業人員 が平均で0.1 人少な
い。
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なお、家計調査 は集計世帯の うち、２人以 上世帯が8,00 0、単身世帯 は745である ので、
ここでお示ししたものは集計世帯そのものではないことに御留意願いた い。
５ページ目。構 成比を調整し てマクロの消 費支出を試算 している。 左側の図、こ れは世
帯構造別、年齢別 に１世帯当た りの消費額を 示したもので 、共働き世 帯は１世帯当 たりの
消費額が多く、単 身世帯はやや 少ない。年齢 で見れば、40 ～59歳の１ 世帯当たりの 消費額
が多い。
家計調査の消費 額を使い、国 勢調査の世帯 構造別の構成 比によって 平均消費額を 試算し
たものが６ページ 目である。青 い棒グラフが 家計調査、赤 い棒グラフ は国勢調査の 世帯構
造の構成比によっ て計算してい る。緑は年齢 階級別の構成 比で試算し ており、差を 下のグ
ラフに示している。必ずしも一方向のバイアスがあるわけではない。
６ページの右側 、我々が示し たものは世帯 構造と年齢を 別々に調整 しているが、 本来で
あれば世帯と年齢のクロスで調整をする必要がある。
７ページ目。景 気動向の正確 な把握のため には、マクロ の消費支出 だけでなく、 消費の
各コンポーネント の動向を正確 に把握するこ とが必要。QE の推計にお いても品目別 に積み
上げて推計をして いるので、や はり世帯構造 が大きく変化 すると、消 費の内訳にも 影響が
出てくるため、非 常に重要だと 考えている。 その意味で、 まず単身世 帯と二人以上 世帯の
消費の中身の差を 分析している 。左側のグラ フは各世帯の １月当たり の平均消費額 を世帯
人数の平方根で割った等価消費を計算している。
８ページ、二人 以上世帯と単 身世帯別に世 帯主の年齢階 層別の等価 消費を見ると4 0代ま
では単身世帯の等 価消費のほう が大きいが、 60歳以降では 逆に二人以 上世帯の消費 額が大
きくなる。
問題はその中身 であり、８ペ ージの右側の グラフで単身 世帯と二人 以上世帯の等 価消費
の中身の差を見て いる。棒グラ フが上に出て いる場合は、 単身世帯の 支出が多い。 下に出
ている場合は、二人以上世帯の支出が多い。
特徴としては、 単身世帯は教 養娯楽や食料 への支出が多 い。単身の 場合は、どう しても
１人当たりに直す と、住居の支 出が多い。た だ、持ち家の 帰属家賃は 捉えられてい ない点
は留意をいただき たい。これに 対して二人以 上世帯は、教 育への支出 が多いという 特徴が
ある。
９ページ目。こ ちらは共働き 世帯と片働き 世帯の消費構 造の違いを 分析している 。左側
のグラフだが、二 人以上の世帯 のうちの勤労 者世帯につい て、共働き 世帯と片働き 世帯の
等価消費を比較すると、共働き世帯の等価消費が上回っている。
右側が支出の内 訳であり、右 の棒グラフを ご覧いただく と、共働き 世帯が多く支 出して
いる項目として、具体的には教育、交通・通信が多いという傾向が見ら れる。
10ページ目。左 側のグラフだ が、時系列で 片働き、共働 き世帯の消 費の伸びを見 たもの
である。若干、共働き世帯の支出の伸びが片働き世帯よりも低いという 傾向が見ら れる。
右側のグラフは 世帯主の平均 年齢を見てい るが、片働き 世帯の平均 年齢が上がっ てきて
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いる中で、共働き 世帯の平均年 齢の上昇とい うのはそれほ どでもない 。共働き世帯 に若い
世代が増えてきて いることが背 景にあるのか もしれない。 この辺はも う少し詳細な 分析が
必要である。
このように世帯 構造によって 消費行動や消 費支出の中身 が変わって くるため、そ れぞれ
についてしっかり分析することが重要である。
次の11ページ、 二人以上世帯 と単身世帯の 年収分布を見 たものであ る。単身世帯 のほう
が低所得の割合が大きい。
12ページ目。以上を踏まえ、今後の対応の方向性をまとめている。ま ず２点ある 。
１点目、経済社 会構造の変化 によって、単 身や共働き世 帯など、世 帯構造が多様 化して
おり、このような動向を適切に把握するということが重要である。
その対応策とし て、年齢だけで なく働き方 についてもし っかりと構成 比を検証して いく。
単身、共働き世帯 の回答率を向 上させる観点 から、報告者 の負担軽減 を図る必要が ある。
また、他の調査を用いて補正をしていくことも考えられる。
２点目、総務省 や統計作成府 省において、 より正確かつ 効率的な統 計の作成に資 するた
めに、オンライン 調査の推進等 、調査の質の 確保に努める とともに、 より適切な調 査項目
の設定を図って、 報告者の記入 負担の軽減に 努めるという ことが重要 ではないか。 前回、
美添委員からも御 指摘があった が、あまり調 査の中身を簡 潔にしてし まうと正確性 が損な
われるという点は 留意しつつ、 記入者の負担 を軽減すると いう観点か ら調査項目を さらに
精査していくということも重要ではないか。
13ページには前 回での委員か らの御指摘を まとめている。14 ページは「単身世 帯」
「共働
き世帯」等の各統計における定義についてまとめている。
続いて、資料２ に基づき、類 似統計間の動 向の比較につ いて説明す る。１ページ 目。消
費の動向について 、需要側統計 と供給側統計 それぞれの動 きを分析し ている。内閣 府では
消費総合指数を毎 月試算して公 表している。 消費総合指数 はQEの消費 の推計方法を 少し簡
便化して毎月の消費の動向を試算しているものである。
簡単に言うと、 需要側の統計 は、家計調査 や消費状況調 査等から消 費支出を33品 目に分
類をし直して推計 を行う。供給 側については 、生産動態統 計調査等の 出荷を基本に 、サー
ビス関連統計等も 用いて61品目 について推計 をする。これを耐久財 、半耐久 財、非耐 久財、
サービスの４形態 に集計し、そ の上で需要側 推計値と供給 側推計値を ほぼ半々の割 合で合
算する。
１ページの左側 の図に、消費総 合指数の供 給側及び需要 側の推計値を 別々に示して いる。
長い目で見れば、 供給側と需要 側はおおむね 同じような動 きをしてい る。ただ、201 5年以
降、需要側推計値が供給側推計値に比べて若干弱めの動きになっている 。
家計消費状況調 査の動きを見 ると、幾つか の品目で弱い 。例えば、 右側のグラフ だが、
移動電話通信料が 少し減少して いる。消費状 況調査の集計 世帯数を見 ると、昨年減 少して
いる時期があり、こういったことが影響しているかどうか、少し精査を する必要が ある。
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３ページ目。今 のは一つの例 であり、消費 というカテゴ リーの中で 、いろいろな 統計が
あるが、それぞ れ見ている ところが違う ため、動 きが違うとい うのは当然で ある。た だし、
大きなトレンドと して、ある程 度の期間にわ たって齟齬が 見られると いう場合は、 やはり
少しチェックをす る必要がある のではないか 、そして、統 計を作成し ている各府省 におい
ては、全体のマク ロの動きと、 それぞれの指 標の動きの整 合性といっ たところを検 証、分
析をしていただくことが重要ではないか。
この点について は、統計委員 会で現在、統 計制度改善の PDCAサイク ルの整備に向 けた検
討を行っており、 近々これにつ いての対応策 といったもの が取りまと められること になっ
ているので、次回会合で、統計委員会から御報告を受けたい。
４ページ目は、この関連で前回、委員から御指摘いただいた事項をま とめている 。
資料２については以上である。
この議題とは直 接関係はない が、前回、複 数の委員から 、政府の統 計部局のリソ ースが
最近大きく減って いるのではな いかという御 指摘があった ため、参考 資料２を用意 してい
る。こちらは昨年 の統計委員会 基本計画部会 で説明資料と して使われ たものだが、 この中
で統計リソースについてまとめられている。
○総務省

資料３ を御覧いただ きたい。１ペ ージ目は家計 調査の概要で ある。標本規 模は、

二人以上の世帯約8 ,000、単身世 帯700強であ り、毎月６分 の１の標本 を交代させる 、ロー
テーションサンプ リングを行っ ている。調査の翌 月末に、
「二人以 上の世帯」を速報 値とし
て毎月公表し、単身世帯は四半期ごとに公表している。
２ページ。標本 抽出と推計方 法の概略を示 している。抽 出は、市町 村、調査区、 世帯の
層化３段抽出を行 っている。収 集した調査票 から結果の推 計について は、乗率に欠 測の調
整と労働力調査の 結果を用いた 地方、世帯人 員別の世帯分 布をベンチ マークとして 、比例
補正を行っている。サンプルサイ ズ8,000の中 で、できるだ け日本全国の 縮図となるよ うに、
推計の工夫も行っ ているが、家 計調査は多く の方々に御利 用いただい ていることか ら、御
要望の裏返しとして御批判も頂戴している。
３ページ目。い ただく批判の 中でも代表的 なものが高齢 者や専業主 婦の世帯、公 務員に
偏っているのでは ないかという 御指摘である 。著しく偏っ ているとい う言い方をさ れる場
合もあるが、他の 関連統計と比 較すると数ポ イント程度家 計調査のほ うが高いとこ ろもあ
るが、言い方から受ける印象までの違いはない。
４ページ目、関 連統計との差 を埋める推計 方法をとった ものを現行 の結果と比較 すると
それほど大きな違いはない。
なお、昨年の経 済財政諮問会 議で御指摘を 受け、今年の ４月から世 帯主の年齢分 布を補
正した推計値もあわせて参考値として公表している。
いずれにせよ、 より精度の高 い統計作成を 目指し、標本 選定、推計 の改善につい て不断
に取り組んでいく。
５ページ。そう した取組でも なかなか越え られない、家 計調査に内 在する課題も ある。
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代表的なものとし て、ま ず１つは約8,0 00というサン プルサイズ がもたらす統 計上の壁 、標
本誤差が存在する 。時系列の変 動の中に、誤 差の変動も不 可避的に含 まれており、 家計調
査に対する御批判の一つの根源になっている。
６ページ。先ほ ど御紹介した ように、毎月 発表している 数値は、二 人以上の世帯 だが、
この二人以上の世 帯が数、規模 ともに縮小し てきており、 世帯構造の 変化に伴って 代表性
が少しずつ弱まってきている。
こうしたことか ら、家計調査 そのもの、そ れからその周 辺を含めた 見直しや改善 につい
て、全方位的に課 題整理と取組 の方向性を取 りまとめてい ただいたの が、次の７ペ ージの
「家計調査の改善 に関するタス クフォース」 である。本日 御出席の美 添委員に座長 をお務
めいただき、宅森 委員にも構成 員に加わって いただき、６ 月から７月 の２か月間、 ４回に
わたって開催し、取りまとめていただいた。
改善の方向とし ては、大きく ３つの柱を頂 戴した。１つ 目は、家計 調査そのもの の見直
し、２つ目は、家 計調査を超え 、新しい消費 関連指標の開 発、３つ目 は、エコノミ ストの
方々等との定期的 な対話の場を 設けるなど、 統計に対する 無用な誤解 を少なくする 努力、
さらにはユーザー 目線で課題や 要望をきちん と我々が肌感 覚で理解を 深めていくと いうこ
と。年内か遅くとも年度内には早速こういった場を設けて、対話を始め ていきたい 。
８ページ。タス クフォースで もご指摘いた だいた家計調 査の見直し について、昨 年実施
した国勢調査の結 果を用いて、 平成30年１月 に標本改正を 実施する予 定である。今 月統計
委員会に諮問し、 平成30年１月 に向けた見直 しについて御 審議をいた だく予定であ る。今
回は調査票の見直しに加え、オンライン家計簿の導入も予定している。
２点目の指標開 発については 、９ページに あるように、 家計調査、 家計消費状況 調査の
改善・改良のほか 、単身モニタ ー調査の実施 、民間の消費 者パネルデ ータや、いわ ゆるビ
ッグデータ等も使い、新しいデータ体系、公表体系の確立を目指してい きたい。
このため、10ペ ージにある、 高市総務大臣 主宰の新しい 研究会を９ 月から立ち上 げ、９
月15日に第１回会合を開催したところであり、本年度内に６回程度開催 する予定で ある。
この研究会では 、消費全般の 動向をマクロ 、ミクロの両 面で捉える 速報性を備え た包括
的な消費関連指標 の開発を目指 し、
「新指標の作 成方法、体系化の 在り方」やデータ ソース
として利用する各 種のデータの 変動分析、バ イアスの補正、合算の方法 等を検討して いく。
11ページ目、美添委員、渡辺努委員にも構成員として御参画を頂戴し ている。
12ページ、新し い指標のデー タソースとし て、大きく３ つ、ビッグ データ、伝統 的なデ
ータ源でもある供 給側統計、需 要側統計を候 補として考え ている。中 でも、１番目 のビッ
グデータ、３番目 の需要側統計 については、 研究会で力点 を置きたい 。供給側の統 計の補
完・代替と、うまく使いながら、統計作成や改善を検討していきたい。
13ページ。本研究会 の検討対象で ある消費に係 るビッグデー タとしては、POS データ、ｅ
コマース、ポイントサービス、電子マネーといったものが考えられる。
これまで政府統 計においては 、このような 情報を取り扱 ってきてな いので、現在 、流通
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しているのはPOSデ ータだけであ り、他のデー タの利用可能 性はまだ見 えないところ である
が、このような点 も含めて活用 の可能性を探 って、新しい 統計作成の 可能性を見出 してい
きたいと考えている。
14ページは、も う一つの力点 でもある需要 側統計の改善 である。ベ ースとなる家 計調査
のサンプリングエ ラーをどう制 御するかが課 題であり、単 身モニター 調査や家計消 費状況
調査等を合算して 、家計調査の サンプルサイ ズを疑似的に 拡大してい くような試み を行っ
ていきたい。
15ページ、御紹介した 研究会の運営 スケジュール である 。年明けから はPOSデータ や民間
のパネルデータを 実際に使い、 その変動の特 性分析やバイ アスの制御 、除去につい て実証
的な分析を行っていきたい。
こうした取組を 通じ、年度末 には将来の青 写真と言える ようなロー ドマップをで きるだ
け具体性を持って 取りまとめて いきたい。皆 様方の御理解 と御協力、 御指南をいた だきた
い。以上である。
○伊藤座長

これ までの内容に ついて、自由 に委員から御 意見や御質 問をいただき たい。

門間委員。
○門間委員

ただ いまの御説明 の中で、特に 家計調査につ いて詳しい御 説明をいただ いた。

さまざまなビッグ データや供給 側統計を使っ たり、単身世 帯のモニタリ ングをしたり して、
いろいろな角度か ら様々なリソ ースを使って データの改善 を図ってい こうという試 みは大
変心強い。
その上で、２点お尋 ねしたい。標準誤 差率が約1.3％ ということ であるが、これを 減らす
ために、今の8,000 世帯という標 本サイズを桁 違いぐらいに 大幅に増や すことは可能 なのか。
また、２点目として、標準誤 差率1.3％は、レベ ルか、前年比か。前年 比ということ であれ
ば前年比1.3％とな ってもゼロか もしれない ということな のか、あるいは 、レベルと いうこ
とであれば、前年 と今年の両方 ともに1.3％ 誤差があるの で、前年比で 2.6％であっ ても、
ゼロであるかもしれないのか。標準誤差率の考え方を説明していただき たい。
これは統計全て について言え るが、特に家 計調査につい てはユーザ ー側がどう使 ってい
くべきかという点 について解説 も必要ではな いか。もちろ ん統計を改 善するのが一 番よい
が、さまざまな改 善をしても限 界があるとす るならば、統 計の精度を ユーザーに理 解して
もらう必要がある 。単に標準誤 差率は何％と 言うだけでな く、もう少 し分かりやす い示し
方はできないか。 例えば前年比 で何％以内の 数字であれば 、ほとんど ゼロかもしれ ないと
いうことや、家計 調査がもつ月 々の振れはあ る程度ならせ ばキャンセ ルアウトする ので、
例えば６カ月ぐら い移動平均を とると解釈し やすい数字に なるなど、 誤差をどう評 価して
実際の判断に役立 てていけばい いのかもう少 しメルクマー ル的な説明 が可能なのか どうか。
以上である。
○伊藤座長
○総務省

今の質問について、総務省はどうか。
家計調 査の調査系統 は都道府県を 通じ、調査員 を活用して 実施している 。現場
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では、8,000 のサンプルサ イズをキープ していくこと が現在非常 に難しい状況 であって 、例
えば予算をつければ大きく拡大するということができるかというと、な かなか難し い。
それゆえ、紹介 したように、 いろいろなデ ータを持ち寄 って、バイ アスの補正を しなが
ら、サンプルサイズを疑似的に大きくする試みをやっていきたいと考え ている。
標本誤差率の分 かりやすい説 明について、 実際に真の値 がどの範囲 の中に存在し て、そ
れが何％ぐらいあ るかを示す指 標になると考 えられる。こ ういった普 及啓発は、我 々統計
局も、オンラインの講座などを通じて行っている。
他方で、トレン ドがどの辺り に存在してい るのか見やす いように季 節調整値や３ カ月の
移動平均を公表し 、これらを公 表資料の１ペ ージ目の中に 入れるとい った工夫は行 ってい
る。
○門間委員

確認 だが、標準誤 差率1.3％と いうのは、前 年比にしたら 2.6％という 意味で

あって、２シ グマで考え ると5.2％ぐら いは誤差とい う意味か 。つまり 前年比プラス マイナ
ス5.2％までの数字は統計的に有意ではないという判断でいいか。
○美添委員

資料 ３の５ページ 目にある標準 誤差率は、消 費支出の推 定量で、標準 誤差、

つまり推定量の標 準偏差を推定 値で割ったも のである。し ばらく前は １％だったは ずなの
で、少し大きくな っている。世 帯が多様化し たことが背景 にあると思 われる。仮に 前年と
の差をとると、誤 差が独立であ れば差の分散 は２倍、比の 分散も近似 的に２倍にな るとい
うのが教科書的な理解だが、統計局、どうか。
○総務省

極端な 数字が、今年 と前年それぞ れであれば、 そういう大 きさになって くるか

と思う。
○門間委員

資料 ３、５ページ にある2005年 からの約10年 間では、消 費支出はほと んどプ

ラスマイナス５％ 以内に入って いるので、２ シグマで見る とこの間消 費は一貫して ほぼ横
ばいだったという 以上のことは この統計から 言えないとい うことにな るが、そうい う理解
でいいか。
○総務省

そうい う要素がゼロ ではないとい うのが事実で あり、家計 調査に限らず 、サン

プル調査をすると 、サンプリン グエラーとい うのは不可避 であり、一 定の標準誤差 率を持
ってしまう。ただ 、最近経済が 成熟する中で 、消費がゼロ 近傍を動く ときに誤差の 取り扱
いをどうするのか は、エコノミス トにとって はストレスを 感じるところ ではないかと 思う。
このため、この点 についてどう コントロール をしていくの かについて 、新しい研究 会を立
ち上げて検討している。
ただし、変動の 中には合理的 なものも入っ ており、例え ば通信料と か電気代、上 下水道
料金の支払いがカ レンダー要因 で次の月にず れたりする。 今年の直近 の８月などは １日土
日が少ないことで 、消費が大き く減少する。 台風が来ると 、それが大 きく影響する 。変動
の中にはそういう大きな要素が入っている。
○美添委員

資料 ３の５ページ のグラフ、前 年同月比で確 かに誤差が あるが、マイ ナスが

続いたりプラスが 続いたりして 独立とは言え ないので、明 らかに公表 された誤差よ り精度
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の高い情報が含ま れていると考 えるべきであ る。誤差は一 体幾らなの かという評価 は難し
いが、単純に差を とって分散が ２倍、標準誤 差でルート２ 倍というこ とではない。 この時
系列データについ てはいろいろ な工夫によっ て情報を抽出 することが 課題として考 えられ
る。
今の門間委員に関連してコメントする。
まず資料１につ いて。基本的な 内容として はここで指摘 されていると おりで、例え ば１、
２ページ目で国勢 調査と家計消 費状況調査を 比較している が、調査の 内容から言う と、国
勢調査は全数調査 で、調査に失 敗がなければ ほぼ正しいと いうことに なっている。 それに
対して家計調査で 挙げられてい る数字は推定 値である。標 本の中の構 成比ではなく て、推
定値の構成比なので、実は微妙に違う。ここの誤解がないように。
11ページ。いろ いろなグルー プで度数分布 を並べて書く というのは さすがに見に くいの
で、箱ひげ図をお使いいただきたい。
12ページ。２番目の要約は前回の議論をきちんと反映している。
１番目にある、 世帯構造が多 様化しており 、適切に把握 することが 重要というの は、そ
の通りである。対 応策として、 内閣府資料の ように、年齢 だけでなく 、世帯構造の 構成比
についての検証や、他の統計を用 いた補正を 図ることがあ ろう。補正や 検証にあたっ ては、
単純に層別で無作 為標本の推定 をやっている わけではなく て、母集団 情報を使った 補正と
いう推定が入って いることに留 意すべき。家 計調査では、 地域で10、 世帯構造で４ の合計
40の層に分けてそ れぞれの母集 団情報を使っ て修正してい る。層の数 から言うと膨 大な数
になって、実はこ こまで細かく すると、各層 のサンプルサ イズが小さ くなって誤差 が大き
くなってしまうの で、層別には 限界がある。 内閣府資料の ように事後 的に大まかに 周辺分
布で補正するのはいいけれども、クロスで補正することはそもそも難し い。
もし本気でやる のなら統計局 とも相談しつ つ、層の数の 設定とか推 定法について 、ほか
の参考情報として つくれないか を検討してい ただきたい。 ただし、限 界があるとい うこと
ははっきりしなけ ればいけない 。それは別に 消費に限らな い。私の知 っている中で 、層の
数が一番多いのは 土地基本調査 。もともと国 土庁でやって 、今は国土 交通省でやっ ている
が、これは約10 0万の法人を 対象としてお り、層の数 は5,000に上 る。5,000 になると 、さす
がにそのまま層別 の推定をやっ ても難しいの で、いろいろ な工夫をし ている。それ なりに
すぐれた成果は出せるけれども、層化は外野席で見ているほど簡単では ない。
資料２について 。家計調査と 家計消費状況 調査の差につ いては、前 回、宅森委員 が指摘
していたが、調査を民間 委託している 調査会社の能 力による 。また 、予算によ る。一 方で、
商業動態統計がい かに難しいか はほとんど理 解されていな い。商業動 態統計につい ては標
本設計上の目標誤 差が、業種ご とに５％程度 ということし か公表され ていない。私 も昔お
手伝いして評価し たことがある が、誤差は言 われているほ どは大きく ない。昔は商 業セン
サスを３年に一度 調査しており 、商業動態統 計は毎月調査 している。 それを延長し ていく
と３年後に全数調 査であるはず の商業センサ スと一致せず 、５％以上 違っていた。 どちら
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が正しいのかとい う議論をする なら、実は両 方とも誤差を 含んでいる 。商業センサ スは全
数調査だから正し いというのは、全くの勘違 いだというこ とも経済産業 省は分かって いる。
しかし、このよう な問題につい ても統計関連 の予算や人員 を削られた らきちんとし た検証
を継続していくことができない。
統計関連の人的 ・財政的資源 が削減される 状況が続いて きて、先ほ どの参考資料 ２のよ
うに、地方の統計 職員が大幅に 減っている。 我が国の人材 が削減され た結果、統計 の質の
低下が誰から見ても分かるようになった。
前回申し上げた が、イギリス で20年前に同 じ経験をして おり、日本 はそれに対応 する統
計法をつくったに もかかわらず 、適切な運用 が今のところ なされてい ない。ぜひこ の点へ
の対応をお願いしたい。
予算を増やすの は難しいが、 人と財政的支 援がなければ いい統計は 作れないとい うこと
は、この委員会の共通理解としていただきたい。
資料３。インタ ーネットモニ ター調査は、 正確ではない ところはあ るが、調査員 調査で
集めたしっかりし たデータとの 違い、癖、傾 向を分析して いくと、あ る程度安定し た比率
や変化の方向は分 かる。これは ほかの統計で やったことが あるが、比 較的短期間で ある程
度の案は作成でき る。正式な統 計としては難 しいにしても 、参考資料 としてさまざ まな資
料を提供すればよ い。ただし、 いろいろな資 料があると混 乱を招きか ねないので、 きちん
と解説をするなど の措置を講ず る必要はある が、具体的な 成果をあげ るのはそれほ ど難し
くない。
○事務局

御指摘 が何点かあっ たが、１点だ け内容の確認 をしたい。 資料１の美添 委員か

ら御指摘のあった1 2ページの「今後の対応 の方向性 」である。ここで、
「他の調査や 統計を
用いた補正等を図 ること」とい うことだが、 ここで念頭に あるのは、 総務省から御 説明し
た家計調査で行っているものを念頭に置いて書いてある。
○伊藤座長

小峰委員。

○小峰委員

最初 に全体的な話 だが、この研 究会は正確な 景気判断に 資するために 統計を

どう改善していっ たらいいかと いう議論をす る場だと思う 。家計 調査なり 、GDPはそ れぞれ
の専門家がまた検 討しているの で、ここでま た同じような 議論をやっ てもあまり意 味がな
い。例えば消費に ついて家計調 査が今日議論 になっている が、そもそ も何が景気判 断の障
害になったり、ま たバイアスを 生んだりして いるのかとい う点をもう 少し説明して いただ
きたい。そもそも 家計調査を景 気判断なり、 消費判断をす る上でどの 程度現実に使 ってい
るのかという点も 若干疑問があ り、民間のエ コノミストの 間では、そ のままの形で はあま
り使えないという評価が結構ある。
このため、今の 議論は、統計 を使っている がいろいろ限 界があるの でもっといい ものに
しようということ なのか、いろ いろ問題があ ってなかなか 使いづらい ので、本当に 景気判
断に直接使えるようなものにしていこうとしているのか、その辺りを知 りたい。
また、前回 、予算と人 員を充実すべ きだという 話があり、データを出 していただい たが、
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できたら予算ベー スの金額も見 たい。これは 探してもなか なか見つか らない。委託 がある
など処理が難しい ということと 、余りお金の 話をし始める と予算要求 みたいになっ てしま
うことかもしれな いが、人員と 予算というの は非常に重要 な点なので もし可能なの であれ
ば、金額ベースで 統計整備にど れくらい使っ ていて、それ がどう変化 していて、諸 外国と
比べてどうかという点もぜひ知りたい。
○事務局

まず、 第一点目だが 、我々政府で 景気判断する 立場でも、 もちろん家計 調査だ

けをもって消費を 見ているわけ ではなく、さ まざまな統計 を見ている 。ただ、消費 を判断
する際に一番重視 するのはQEの 個人消費の動 きである。こ れはどうして も注目を集め るし、
我々も一番包括的 なものだとい う認識はある 。QEをつくる 際に、家計 調査が一つの 重要な
基礎統計になって いるので、そ こにバイアス 等の課題があ るとすれば 、どうしても 逃れら
れない問題となってしまう可能性があるということ。
もちろん家計調 査自身のいろ いろな癖や、 集計世帯数、 構成比とい った問題点を 頭に置
きながら見ればい いわけだが、 そのほかの統 計も見る必要 があるとい うことは小峰 委員の
御指摘のとおりだと思う。
２点目の、予算 の金額につい ては政府内で 探してみたい 。また見つ かれば御報告 させて
いただきたい。
○伊藤座長

宅森委員。どうぞ。

○宅森委員

資料 ２の１ページ 目。家計消費 状況調査は集 計世帯数が約 １万9,000世 帯だっ

たのが約１万7,000 世帯になり、 2,000世帯ぐ らい落ちてし まっている 。連続性につ いて懸
念がある。
ただ、需要側統 計がおかしい という話が多 いが、供給側 のほうも、 データの取り 方など
を検証してみる必要がある。
例えば商業動態 統計だと、全 部、郵送でや っていて、オ ンライン上 のデータ収集 という
のはできないと聞 いたことがあ る。企業が回 答しやすいよ うにオンラ イン回答等を どんど
ん取り入れていか ないといけな いと思う。需 要側と供給側 、両方で見 比べることで 、必ず
しも供給側統計のあり方が100％大丈夫かという問題はチェックしてみ る必要がある 。
資料２はGDPベー スの個人消費 に焦点が当 たっているが 、景気判断と いうことであ れば、
例えば景気動向指数についても、類似統計間の動向の比較の検討をする 必要がある 。
景気動向指数は 今、ずっと「 足踏み」とい う判断が続い ている。か なり長く、異 例の事
態だと思う。一致C Iをもとに景 気を判断する わけだが、そ こで採用さ れている中小 企業出
荷指数が鉱工業出 荷指数、その 中の製造工業 出荷指数と比 べると、内 数なのに全く 真逆に
動くということがよくある。
例えば直近の８ 月分、明日出 てくる景気動 向指数に反映 されるはず だが、製造工 業の出
荷指数は前月比マ イナス1.3％、 ところが中 小企業出荷指 数はプラスの 1.5％。３％ ぐらい
違う。こういうデ ータを使って 景気判断して いることにな ると、どこ まで正確なの か。今
回のテーマと違う かもしれない が、景気動向 を見るという 意味ではせっ かくの機会な ので、
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チェックしてみる必要があるのではないか。
○伊藤座長
○事務局

宅森委員の発言について事務局から。
景気を 見る際の統計 は包括的に検 討すべきだと 思う。個別 に、各統計の 問題点

を研究会の場で御 指摘いただけ れば、今後の 研究会の検討 過程で担当 省庁につない で、必
要に応じて回答を頂いたり、さらに検討を深めていくことができると思 う。
さらに、研究会 が終わった後 でも、今後起 こり得る話を うまくピッ クアップして 、それ
をきちんと一つの プロセスの中 で解決できる ようなシステ ムをつくっ ていく必要が あると
考えているので 、次回、統計委員会の 御報告を受 けた上で、そういった 仕組みについ ても、
御検討いただければと考えている。
○日本銀行

景気統計のユーザーという立場から発言したい。

１点目。先ほど の小峰委員か らのコメント とも関係する が、日本銀 行において、 これま
での景気判断では 、個人消費に ついて、基本 的には商業動 態統計や各 種の業界統計 といっ
た販売側、供給側 の統計を重視 して、月々の 景気動向や各 金融政策決 定会合の判断 を行っ
てきた。需要側統 計の代表であ る家計調査に ついては、毎 月、あるい は四半期ごと の振れ
が大きくて、消費 の基調を判断 する上では趨 勢把握が難し いと認識し ており、10年 以上こ
のような状況だった。
２点目。そうであ るがゆえに、 本年５月に私 どもは速報性 があって包括 的で統計的 な振
れが少なくて、ま た精度の高い 消費の指標と して消費活動 指数をつく り、５月から 毎月公
表している。これ は供給側のデ ータを基礎統 計として、こ れまで行っ てきた個別の 販売・
供給統計に基づく 判断を、一歩 進めたものと 考えている。 この消費活 動指数に基づ くと、
2015年の個人消費 は需要側統計 に比べて高め となることが 分かってい る。これは論 文で既
に公表している。 資料２の類似 統計間の動向 比較という表 だが、内閣 府が作成して いる消
費総合指数につい て、供給側と 需要側を分け て示している 。これは初 めてのことだ と思う
が、これを見ると 、我々の消費 活動指数と供 給側統計のこ の消費総合 指数が極めて 似てい
る。つくり方が非 常に似ている ので、似てい るのは当たり 前だが、や はり供給側統 計を見
ると、2015年の消 費活動につい ては需要側統 計よりも高め であったの ではないかと 判断で
きる。なお、我々 の消費活動指 数は外部のユ ーザーの御意 見を随時取 り入れて改善 してい
くという姿勢を明 確にしており 、明日、改善 された指数を 公表するこ とになってい る。あ
わせて論文も公表するので、御関心があれば見ていただきたい。
３点目、家計調 査は、家計の 消費構造とい うものを把握 するには極 めて重要な統 計であ
り、単身世帯を中 心に家計調査 を改善してい くということ は重要だと 思う。物価と いう観
点からも、消費者 物価のウエイ トにも使って いる。我々は 消費活動指 数のウエイト として
使っているので、より精度の高い統計をつくられていくことを願ってい る。
以上である。
○伊藤座長
○経済産業省

経済産業省、何かあれば。
今 いただいた御 意見を踏まえ 、御説明でき る場がいた だけるのであ れば、
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御説明も可能と思う。
○伊藤座長

では、次回以降に。

申し上げたいの は、統計リソ ースの確保が 当然論点にな っており、 もし可能であ れば、
各省は統計専門家 の減少にどう 対応してきた のか、あるい は外部委託 したのかにつ いて、
あるいは統計の質 を確保するた めに、いかに 工夫してきた のかという 点について、 もう少
し情報があると議論がしやすいと思う。
もう一つは、資 料の中で、資 料１の12ペー ジ、資料２の ３ページ、 それから資料 ４の６
ページに「今後 の対応の方向 性」が記 載されている 。これらに 共通するが、
「今後の 対応の
方向性」にあげら れている論点 について、ど こが改善案を 具体化して 、どのように 改善を
実行して、実行と 検証をどこが 行うか、改善 方策のPDCAを 具体的にど う回すかとい うこと
を議論しないと動 かないのでは ないか。特に 各省横断的に 鳥瞰して回 数等を定めて 実行し
て、それをどのよ うに実効ある 仕組みにする のか、あるい はどのよう な形で全体の ガバナ
ンスを確保していくかといった点について、いずれ少し議論させていた だきたい。
門間委員、どうぞ。
○門間委員

最後 の点に関して だが、もとも と統計委員会 が司令塔に なることが想 定され

ており、統計委員 会がPDCAも含 めて全体を省 庁横断的に統 括していく 、そしてそこ で必要
なことは全部意思 決定していく ということだ ったと思う。 その後、そ のようになっ ていな
い。諮問会議の分 科会のような 会議があるこ と自体が本来 想定されて いないはずで ある。
なぜこうなったの かという、根 本的な組織論 的なところも これまでの 経緯を踏まえ てよく
考えられたほうがいいのではないか。
○伊藤座長

議題 ３に移る。ま ず、新たなデ ータの活用に ついて、事 務局から説明 をお願

いしたい。
○事務局

資料４ に基づき、景 気動向の把握 におけるビッ グデータの 活用について 説明を

させていただく。
１ページ。ビッ グデータとは 、非常に多様 なデータであ り、多量性 、多様性、リ アルタ
イム性といった特 徴を持ったデ ータである。 ビッグデータ の種類につ いては、先ほ ど総務
省から説明があったが、POSデータ等がある。
ビッグデータを 用いた分析と しては、大き く３つぐらい ある。１つ 目が検索デー タを用
いた分析であり 、検索サ イトが提供す る検索頻度の データを用い たもの 。２つ目がPO Sデー
タ等のスキャンデ ータを用いた 分析。渡辺努 委員がやって おられるよ うな分析であ る。３
つ目がSNSやオンラ インで配信さ れる文書 、企業のIR 資料、各種記事等 々のテキスト データ
を用いた分析である。
２ページ目。今 、政府内でも いろいろビッ グデータを使 っており、 ここでは経済 動向の
把握に絞って取組を紹介している。
我々内閣府では 、平成26年４ 月に行われた 消費税の引き 上げの前後 の家電販売や 、スー
パーにおける売上 を週次で、ビ ッグデータを 用いて分析し て、毎週ホ ームページで 公表し
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た。これは参考資料でお配りをしている。
総務省は、先ほ ど御説明にあ ったように、 今、こういっ たビッグデ ータを用いた 消費の
包括的な関連指標の開発を研究されている。
経済産業省でも 、毎年やって おられるそう だが、ビッグ データを活 用した新指標 の開発
をやっておられると承知している。
日本銀行でも 、ビッグ データを用い た月次のGDPの ナウキャス ティング 、あるいは 研究論
文としてテキストデータなども用いた分析をされていると承知している 。
３ページ目。本 研究会におい ては、より正 確な景気判断 のためビッ グデータの活 用を目
的としており、マ クロ経済の動 向を把握する ためにビッグ データを用 いた例をさら に詳し
く見たものである。
POSデータを活用 した景気分析 事例につい ては、渡辺努委 員の御著作 の中でも紹介 されて
いるが、いろいろ 物価動向の分 析に加えて景 気動向との相 関について も最近研究が 行われ
ている。３ペ ージのボッ クスではその 分析の一部を 紹介している 。ここ ではPOSデー タを用
いて、例えば定価 の価格改定頻 度が失業率や 求人倍率、あ るいは生産 、あるいは景 気動向
指数と一定の相関 を持っている とか、あるい は特売の頻度 は景気関連 指標と逆相関 を持っ
ているといった分 析がされてお り、価格動向 だけでなく、 こういった 景気動向の分 析にも
POSデータの活用の余地がかなりあるのではないか。
４ページ。そのほかに もいろいろな 例があり 、例えばYah oo!Japanで は景気指数を 検索キ
ーワードから試算 していた。あ るいは物流デ ータを用いた 景気分析事 例ということ で、九
州で地域内あるい は地域間の物 流データを分 析することで 地域の経済 動向の把握を 目指す
ような構想がある。
以上を踏まえ、 ４ページ目の 下に、今後の 対応の方向性 を書いてい る。骨太方針 の中で
はビッグデータを 用いて景気の 分析をやって いくべきとい うことが盛 り込まれてい るため、
そのような観点か ら、POSデータ については物 価動向だけで なく景気動 向の分析にも 使える
のではないか。ま た、物流デー タについて、 まだ構想段階 ではあるが 、特に地域経 済の分
析には有効ではないかと考えられる。
５ページ目。ビ ッグデータの 経済分析をす る上での課題 を挙げてい る。ビッグデ ータを
経済分析に使う上 でのメリット 、デメリット ということで 表にまとめ ている。メリ ットと
しては、まず、速 報性があると いうこと、そ して調査負担 という観点 から言えば、 データ
をもらえばそれで 作業はできる ので、そうい う意味では調 査負担は少 し軽減される 面があ
る。他方で、デー タを提供する 側の企業とい うのは保秘の 観点からい ろいろデータ 処理を
しなければいけないので、その分の負担は出てくる。
３点目はデータ の質について 、データが膨 大であるとい うことで詳 細の把握が可 能にな
ってくる。
他方で、デメリ ットとしては 、データ固有 の変動要因、 ノイズとい ったものが当 然入っ
てくるので、ビッ グデータをも ってマクロの 動向を把握す るというの は難しい面も あると
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いうことと、デー タが把握でき る範囲が限ら れるので、マ クロの動向 の把握に使っ ていく
上ではいろいろ注意が必要であろうということである。
以上を踏まえ、 御検討いただ きたい課題と して５ページ 目の下に３ 点ほど課題を 挙げて
いる。まず、第１ 点目。データ 固有の変動要 因、ノイズ、 これらをど のように除い て基調
を把握したらいい かということ 。ビッグデー タには特売や 天候、ある いは店舗固有 の動向
といったものも反映されるので、それらをどう除いて見るのかというこ と。
２点目。データ が把握できる 範囲は限られ ているので、 ビッグデー タから得られ る情報
をマクロの動向とどうリンクして考えたらいいかということ。
最後の点は、既 存の経済指標 がいろいろあ る中で、ビッ グデータを 活用すること によっ
て追加的な効果が 期待される分 野は何か。つ まり、ビッグ データを活 用することで 、今ま
で捉えられなかっ た経済動向等 が捉えられる ということが あれば、そ れは非常に有 意義で
はないかと考えており、そういった分野について、御意見をいただきた い。
６ページ。ビッ グデータ活用 に関する横断 的な課題につ いて。第１ 点として、デ ータ提
供を行う企業側の 負担がある程 度存在するの で、どう軽減 していくか 。それと同時 に、企
業側がビッグデー タを提供する ためのインセ ンティブをど うつけてい くか。３点目 。これ
は前回、渡辺美智 子委員から御 指摘があった が、ビッグデ ータを活用 する際の環境 整備で
ある。匿名化や、 信頼性の確保 、品質の確保 、データ使用 手続の標準 化等の環境整 備をど
のように行ってい くか。さらに 、このビッグ データを扱え るデータサ イエンティス トの育
成をどのように行 っていくか。 最後の論点と しては、ビッ グデータを 活用すること によっ
て統計調査の記入者負担の軽減といった観点も考えていく必要があるの ではないか 。
以上を踏まえ、 今後の対応の 方向性である 。まず、第１ 点目だが、 各府省におけ るビッ
グデータを活用し た経済指標等 の開発に当た っては、景気 動向把握の 向上といった ことも
考えていただきた いということ 。それと同時 に、既存統計 で把握でき ていない経済 活動の
把握にビッグデータを活用していただきたいというのが１点目である。
２点目だが、我 々内閣府とし ても、景気動 向の把握のた めに何らか 、ビッグデー タの活
用をしてまいりたいと考えている。
３点目だが、こ れは横断的な 課題というこ とで、ビッグ データの各 省での活用状 況、企
業からのデータ提 供のあり方 、あるいは データの品質 確保、専 門人材の育成 といった 、諸々
の横断的課題につ いては、定期 的に各省間で 情報交換を行 って効率的 な活用に努め る場を
つくっていくということが重要ではないかということである。
７ページ目は、これに関する第１回目の各委員からの御指摘をまとめ ている。
事務局からは以上である。
○伊藤座長

委員から意見があれば。美添委員。

○美添委員

ビッ グデータの活 用については 、確かに有効 なものがあ りそうである 。資料

４の３ページ目に 渡辺委員の分 析の例もある 。景気の指標 として使え そうなものが 幾つか
ここにも出ている ので、各省が 統計作成で苦 労している部 分に対する 補完的な情報 は今後
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も入手可能であろ う。一方で、 景気、つまり 経済活動の水 準とは何か については厳 密な定
義はない。これを把握 する統計とし ては、あえて言え ば、SNAのような 精緻な推計方 法によ
って得られる結果 を厳密な定義 とすることも 考えられるが 、SNAの概念 自体には幸福 度の視
点などからの批判 も多い。ビッ グデータは、 各省の統計の 代替ではな く、統計を補 完する
指標として、厳密 ではないけれ ども役に立つ ものを目指そ うというこ とまではいい 。これ
を形式的に使って、例えばSNAを 修正するとい う段階までに はかなり距 離があるので はない
か。
もう一つビッグ データにもい ろいろなもの があるので、 厳密に一つ の指標だけで 景気を
判断するよりも、 参考になる情 報はたくさん あり、それら を総合して 判断する、そ のため
の多様な統計情報 の提供と整理 しておく必要 がある。直後 役に立たな いものをやめ るとい
う姿勢は短絡的に 思える。例え ば家計消費状 況調査の支出 総額はこれ まで調査して おり、
それほど負担も費 用も大きくな いのであれば 今後も継続す ればいいし 、新しい項目 を追加
してもよい。世間 には、短期的 な景気動向の 判断にそのま ま使えない ものは評価し ないと
いう認識があるらしいが、統計の利用方法としては偏っている。
○伊藤座長
○渡辺努委員

渡辺努委員。
ビ ッグデータを 景気の判断に 使うときの考 え方につい て２つほどコ メント

をさせていただきたい。
先ほど前半のと ころの議論で 、ボラティリ ティーの少な い指標を得 るという観点 から、
オブザベーション の多いビッグ データを使う という議論が あったが、 それだけでは ないと
いうことを今からお話ししたい。
２ページにある 、総務省や経 済産業省の現 在の取組は、 どちらかと いうと今私が 申し上
げたような大数の 法則をビッグ データの利点 として活用し ようという ように私には 受け取
れたが、それ以外の部分のほうが大事なのではないか。
第１点は、前回 の発言と重な るが、オブザ ベーションの 数が多いと いうことは、 すごく
細かいセルの中で の動きが見え るということ 。例えば家計 についても 今はいろいろ な立場
の家計がいるので 、みんな同じ 顔をした家計 というわけで はない。そ うしたときに 、全体
の消費を足して、 平均値や和が どうなってい るかというの を見るだけ で景気判断を すると
いうのは、どう考 えてもおかし い。仮にみん な同じであれ ばそれで構 わないが、そ うでは
ない。また、そう ではない傾向 がさらに強ま ってきている ので、全体 の平均値で景 気判断
をするというのは、少し寂しい部分がある。
もちろん平均値 を知るだけで も結構大変だ が、しかし、 平均値だけ では景気判断 はでき
ないだろう。例え ば特定のグル ープの人たち が非常に厳し い状況にあ って、その人 たちを
何とかしてあげな いと経済全体 が困るという ようなことが あると思う が、その場合 にはそ
の人たちだけを見 た景気判断が あっていいし 、あるいはそ の人たちの ウエイトを非 常に高
くした形での景気指標というものがあっていいだろう。
そういう意味で 、細かいセル の中の状況を よく分かるよ うにすると いう観点から ビッグ
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データを使うべき だ。つまり、 全部足してし まって細かい 情報を消し てしまうので はなく
て、むしろその細 かい情報のと ころに景気判 断のベースが あると考え ていただき、 そこを
見るという観点からビッグデータを活用していただけるとよいと思う。
２点目は、３ペ ージにある特 売についてで ある。先ほど ５ページ目 の課題の検討 事項の
ところで、ノイズ を除いてどう やって基調を 把握するかと いうときに 、例の中に特 売、天
候と書いてあり、特売 というのはノ イズだと思わ れている。また、CPI で特売は除い て見る
という哲学の背景 にあるのは、 特売は一時的 なものであっ て、そうい うものはノイ ズなの
だから、あらかじ め除いたほう がいいという 発想なのだと 思う。ある いは、５ペー ジの意
図としては、やは り特売という のは一時的で 、それは景気 の判断とは 違うものであ る、あ
るいは、そういう ものが含まれ たものを見て しまうと、そ の特売の多 い少ないで趨 勢が見
えなくなり、景気判断を間違うのだという発想なのだと想像した。
ところが３ペー ジで私どもが 分析している のは、特売の 頻度と景気 循環の関係で ある。
簡単に言うと、景 気が悪くなれ ば特売頻度が 増える一方、 景気がよく なれば減るの で、特
売頻度は価格の面 からではある が、非常に有 用な景気に関 する情報を 含んでいる。 それら
をノイズだとして切り捨ててしまうとすごくもったいないのではないか 。
データを足し上 げてしまう集 計作業をする 前に、もう少 し１個１個 のビッグデー タの細
かいところの動きを見ることによって得られる情報があるということを 申し上げた い。
どうやって特売 を計算するか というと特定 の店舗の特定 の商品の時 系列を１本だ け持っ
てきて、その中に 出てくる特売 の数を数える 。特売という フラグが立 っているわけ ではな
いので、特売をど うやって検出 するかという のは結構面倒 だが、ある 種のフィルタ ーを使
って、ある店のあ る商品が何月 何日に特売を やったらしい という情報 を推計してい き、そ
の頻度を計算すると３ページのような図になる。
私がここで主張 したいことは 、こういった ものは集計し てしまった らもう見えな い。全
ての店舗や商品で 集計してしま ったら、特売 頻度を数える という芸当 はあり得ない わけで
あり、あくまでも １つの店舗、 １つの商品を 見ているから こそ分かる 。全ての店で どのく
らいの特売の頻度 になっている のかとか、全 ての商品でど うかという ことは集計し たほう
がいいが、それを する前にいろ いろな作業段 階では、あく までもミク ロのデータを そのま
ま扱うことが大変重要である。
このため、総務 省、経済産業 省のような、 集計した後で そこから情 報を抽出しよ うとす
るというアプロー チではなく、 細かいレベル で有用そうな ものを見繕 って、最後に 集計す
るという発想を持 つことが、と りわけ景気判 断という観点 からは大事 なのではない か。あ
るいは、それによ り既存の統計 ではなかなか 見えなかった 景気判断の 材料をつかむ ことが
できる。それはま さにビッグデ ータだからで きる部分だろ う。そうい う２つの点で 、現状
行われているよう なビッグデー タの使い方は 少しもったい ない気がす るので、少な くとも
この研究会ではそういう方向で検討いただきたい。
○伊藤座長

門間委員。
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○門間委員

私も 、今、美添委 員や渡辺努委 員が言われた ことに、基 本的に賛成で ある。

景気判断は、どの ような統計を 見ても、これ で全て分かる というもの はもともとな くて、
やはり総合判断で ある。それぞ れのデータの 裏に隠れたこ とを推測す るためにいろ いろな
材料があるという ことが大事で ある。そうい う意味におい てビッグデ ータを有効に 活用す
ることができる環境を整備していくことが重要。
今の渡辺努委員 の御意見や、 実際の分析に もあったよう に、やはり データがそろ ってい
れば、それを活用 して、新しい 情報の使い方 を考えてみよ う、研究し てみようとい う意欲
のある学者が結構 いらっしゃる と思う。５ペ ージの検討事 項に書いて あるように、 いきな
りどういうフィル ターをかける べきかや、ど ういう相関を 念頭に置く べきかという ことか
ら入るのではなく 、まずデータ を整備して、 それをいろい ろな人たち がアクセスし やすい
ような形にしてい く。そういう 環境を整備す ることによっ て、いろい ろな使い方が 出てき
て、ある種、Learning-by-d oingでいろい ろなものが出 てくるとい う、そういうプロ セスを
つくることが大事なのではないか。
２つ目に、そうしたデ ータ整備や 、Learnin g-by-doingで 試行錯誤す るということ になる
と、はた目には無 駄なことをや っていると見 られがちであ るが、無駄 だと言われる ことを
覚悟するぐらいの 予算や人がい たほうがいい のではないか 。無駄だと 思わせないよ うな広
報や、それでも残 る困難を乗り 越えて予算獲 得していかな いといけな い。必ず費用 対効果
で結果を出せとい うことだけだ と、なかなか こういう新し いものはう まく発掘でき ないの
ではないか。
最後に、国内で いろいろやら れるのもいい が、海外での 先進事例を 研究されるこ とも大
事ではないか。特 にキャッシュ レス化が進ん でいる北欧諸 国などでは 様々な研究を やって
いる可能性もある ので、海外の 事例なども集 めてみるとい うことも参 考になるので はない
か。
以上である。
○伊藤座長

宅森委員。

○宅森委員

資料 の１ページ目 で、ビッグデ ータを用いた 分析の潮流 は３つに分か れると

いう分析があったので、そこからお話ししたい。
まず、POS データ等のス キャンデータ についてだが 、ある 程度サンプ ルサイズもし っかり
していて、非常に 有用である。 例えば日経ナ ウキャスト物 価指数や、 Ｔポイント物 価指数
は、非常に速報性 がある。日経 ナウキャスト 物価指数だと 、Ｓ指数と いうことで、 総務省
統計局の出す消費 者物価と同じ 品目、ウエイ トでやってい ただいてい るので、物価 を事前
に予測できる。そ うすると実際 に統計が出る よりも、マー ケットは、 指標を予測し て行動
するということに なるので、今 度、物価の伸 び率は鈍化す るといった 情報をどんど ん織り
込めていく。
スキャンデータ は、偏りはあ るかもしれな いが、方向性 を事前にキ ャッチできる 。今の
状態が分かってく るということ で一歩先を見 ることができ る、そうい う景気判断の 使い方
19
平 成 28 年第２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

もできる。要する に、景気の補 助信号として 、実際の信号 機は曲がり くねった道の 先にあ
り赤であることが 見えないけれ ども、実際の 信号機に来る 前に補助信 号が赤く点灯 するよ
うなもので、数日でも数週間でも早く景気の現状が分かれば対策等も立 てやすい。
テキストデータ を用いた分析 は内閣府が一 歩先んじてや っておられ る。景気ウォ ッチャ
ー調査は、例えば 「中国」と入 れて検索する と、どのくら いの景気ウ ォッチャーが 中国に
ついてコメントし たかが分かる 。景気ウォッ チャー調査で はそれをも とにDIを算出 してお
り、中国のコメン トをした人だ けでDIをつく ることができ る。このた め、中国のシ ョック
が起こったとき等 などに該当数 が増えること で、どの程度 影響がある のかというこ とが分
かる。
景気ウォッチャ ー調査が便利 なのは、実際 に経済指標と してのDIが あるので、ど の程度
影響を与えたかや 、ニーズがど のくらいだと いった寄与度 計算もでき るところだ。 そうい
った物差しを持っ ていて、それ を例えば新聞 記事のような 大きなデー タベースとあ わせて
判断することによって、いろいろな分析を通じて、景気の動きがつかめ るのではな いか。
ただ、バイアス 等の問題があ るので、とに かく集めてや ってみて、 実際にテキス トデー
タを用いた分析の 蓄積をつくっ ていくという のが必要では ないか。最 初からこうい うやり
方でバイアスを外 しますという よりも、いろ いろやる中で 良い方法を 見つけていく ことが
重要だと思う。
４ページ目。九 州経済調査協 会の物流デー タの例があっ たが、これ はRDEI（地域 別支出
総合指数）の充実にも 役立つだろう。RDE Iは、月次のGDPの コンポーネ ント毎のデー タとな
っており、これは 県別も参考デ ータとしてエ クセルが公開 されている が、今あるも のが個
人消費と住宅投資 と設備投資と 公共投資だけ である。移出 入の月次デ ータがないの で、そ
この部分に物流のビックデータを用いることができればよいと思ってい る。
それから、一番 問題なのは、 政府最終消費 支出の月次パ ターン、四 半期パターン のデー
タがなく、各県ご とにどう動い ているかとい うことが分か らないので 、こういった ところ
も行政記録情報等 を用いてつか めるようにな ると、地域ごと 、県ごとの GDPの全支出 項目の
コンポーネントの月次化の可能性が開けてくるだろう。
とにかくビッグデータの活用というのはトライアル・アンド・エラー だろう。
企業にお願いし たいのは 、例えば 、Ｔポイ ント物価指数 についてはCC Cマーケティ ングが
公表しているが 、この会 社は、
「 Ｔカードが日 本人の４割を 超えるお客 様にお持ちい ただく
まで拡大した今、 日々御利用さ れるＴカード のデータを社 会へ還元し ていくことが 企業と
しての社会的責務 と考え、TPI、Ｔポイン ト物価指数の 作成と公表 に至りました」と してお
り、やはりこうい った気持ちを 企業に持って もらい、社会 の公共財を つくるのだ、 それを
活用すれば自分た ちのビジネス を考えるとき にも貴重なデ ータベース になるのだと いうご
認識を持っていた だくことが重 要ではないか 。忙しいから データを出 すのは嫌だと おっし
ゃる経営者の方に 対して、そう ではないとい うことをどん どん訴えて いく必要もあ るので
はないか。
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以上である。
○伊藤座長

渡辺美智子委員。

○渡辺美智子委員

資料４の６ ページ、デー タ提供を行う 企業側の負 担を軽減する 方策や

インセンティブに ついて、企業 側としてもビ ッグデータを 保有するこ とがある種の 負担に
もなっている可能 性もあり、二 次利用できる 形式で返すと か、既に統 計センターな どにあ
る二次利用の方法 を企業側に広 めていく等し て、ビッグデ ータの負担 を軽減してい くこと
が必要ではないか。
データ提供に対 するインセン ティブに関し ては、企業に とってもビ ッグデータ分 析が自
社のビジネスにと って有用な情 報であること の理解が重要 となる。そ のためには、 提供さ
れたデータからの 統計作成に関 し、できるだ け状況に応じ たセグメン テーションと ターゲ
ティングを明確に して、その業 界にとっての ビジネス課題 解決に有用 な統計情報と して返
せるということをしっかりアピールすることが必要ではないか。
もう一つは、デ ータサイエン ティストにつ いてである。 資料３の14 ページだが、 家計調
査からの統計作成 に対し、単身モ ニター調査 やビッグデー タ等をフュー ジョンするこ とで、
疑似的にサンプル サイズを拡大 していくとい う話が出た。 こういうこ とをするため には統
計モデリングに関 する専門的な 知識が大変重 要になってく る。現在は 、世界的にこ のため
の統計モデルの研 究が進められ ている最中で 、まだベスト な解法があ るわけではな い。こ
の状況を踏まえて 、ビッグデー タを扱えるデ ータサイエン ティストの 育成では、専 門性を
有したプロフェッ ショナルとい う観点が民間 や公的機関の 行政従事者 でも非常に重 要にな
ってきている。専 門家や学者に 任せるだけで はなくて、実 際に現場で 統計作成に係 わって
いるプロフェッシ ョナルとして 協働してやっ ていくという 視点に立た ないと、現実 の社会
に実装できる新し いモデルの開 発はできない のではないか 。このため 、行政側と学 識者が
一緒に統計モデリングの研究を進めることが重要になってくるのではな いか。
偏ったデータの 蓄積であるビ ッグデータを 有効活用する ためには、 標本規模は小 さくと
も信頼性のおける しっかりした 網羅性のある 公的統計調査 があってこ そで、それを ビッグ
データのバイアス 補正に活用す ることが不可 欠となる。規 模は大きく できなくても 、今ま
での公的統計調査 の精度を上げ ていく、ある いは、非標本 誤差をどう 回避していく という
ことも、ビッグデ ータを活用し た統計作成に は重要である 。単にビッ グデータが公 的統計
調査の代替となる わけでは無い 。公的統計の 調査回答負担 を軽減する 方策として、 例えば
調査項目を単に減 らすのではな くて、調査項 目のデザイン に工夫があ ると、意図し た欠測
値をリカバリーで きるようなこ とも可能であ ろう。そのた めにも統計モ デルが必要に なる。
網羅性のある今ま での統計調査 もしっかり大 事にしていき ながら、ビ ッグデータの 活用を
考えていく。そのための研究機能をぜひ現場でも強化していただきたい 。
○伊藤座長

宅森委員。

○宅森委員

家計 調査の改善に 関するタスク フォースで最 近の電子家 計簿について 話があ

った。パスワード を提出しても らう必要はあ るものの、ク レジットカ ードやPOSデー タ等、
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その個人について の情報を自動 的に全部集め ているので、 現金での購 入記録を足せ ば、自
分の家計簿が分かるということになるという。
そうすると、例 えばもし調査 サンプルにな った個人が電 子家計簿を 活用して、家 計調査
の調査項目に簡単 に答えられる ことになれば 、データがと れにくい単 身世帯の人た ちにつ
いても、ビッグデ ータを活用す ることによっ て、情報が取 得できるの ではないか。 そこも
検討課題だと思う。
○伊藤座長
○事務局

事務局からなにか。
いろいろ御意見を頂戴し、感謝する。

今日の２つ目の 議題のビッグ データに関し ては、景気を 判断する側 、ユーザー側 の工夫
というのも非常に 重要だと考え ている。内閣 府としても、 これからど ういうものを 利用し
て、渡辺努委員が おっしゃった ように細かい ところに着目 をして分析 するという研 究を、
やっていかなければいけないと考える。
一方で、研究に 当たっていろ いろアイデア や御意見を幅 広くいただ きたいので、 今日に
限らず今後とも、 例えばこのよ うなビッグデ ータを使って こういうと ころに着目し て、こ
んなことをやって みたら非常に おもしろいの ではないかと いうような ことがあれば 、メー
ルでも何でも結構なので、事務局にお寄せいただきたい。
○伊藤座長

それでは、まとめに入る。

本日、各委員か らいただいた 意見について は、今後の取 組の方向性 を検討する際 に活用
する。研究会の議論を取りまとめる段階において、改めて議論を行わせ ていただき たい。
以上をもって、第２回研究会を終了する。
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