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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）ＧＤＰ統計を軸とした経済統計改善の取組方針について
（２）取りまとめに向けて
３．閉会

(配布資料)
（資料１）ＧＤＰ統計を軸とした経済統計改善の取組方針（案）
（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（骨子案）
（資料３）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）
（資料４）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（概要）
※資料１、３、４は非公表
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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４回会合を開催する。
開会に先立ち、越智副大臣から一言御挨拶をいただきたい。
○越智副大臣

第４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」

の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げたい。
本研究会は、第１回目か ら、２か月 余が経過し たが、これ まで経済統 計の改善に向 けて、
経済社会構造の変 化の中での統 計のあり方や ビッグデータ など新しい データの活用 、統計
作成を取り巻く厳 しい環境など 、多岐にわた る課題につい て活発な御 議論をいただ いた。
伊藤座長を始め、 委員の皆様に は、大変御多 忙の中、研究 会への積極 的な御参加に 感謝を
申し上げる。
また、関係省の皆様にも御協力いただいており、御礼を申し上げる。
経済統計の注目 が集まる中、本 研究会での 議論には、各方 面からの期 待が高まって いる。
委員の皆様におかれては、本日も活発な御議論をいただきたい。
○伊藤座長

それでは、議事に入る。

本日はGDP統計を 軸とした経済 統計改善の 取組方針と、研究 会報告（案）について 議論を
行う。
まず議題１「GDP統計 を軸とした経 済統計改善 の取組方針」につ いて、事務局から まず説
明をいただき、その後、御議論いただきたい。
○事務局

資料１に基づき説明する。

10月21日の諮問 会議で総理か らあった、内 閣府が日本銀 行と連携を して、関係省 庁とも
協力をして、各種 統計の改善方 策とその工程 をとりまとめ よとの御指 示を受け、関 係者の
協力をいただきつつ、まとめたものである。
「Ⅰ．GDP統計に 用いられる基 礎統計の改 善」は、１次 統計の改善、 「Ⅱ．GDP統 計の加
工・推計手法等の改善」は、GDP統計自体の改善案についてである。
簡単に概要について説明する。
１ページ。家計 調査について は、当研究会 でも総務省か ら御報告を いただき、御 議論い
ただいた。
①としてオンラ イン家計簿の 導入などICT を積極的に活 用することで 、報告者負担 を軽減
しつつ、調査の質のさらなる向上を図る。
②として、総務 省の研究会を 踏まえて消費 全般の動向を 、マクロ、 ミクロの両面 で捉え
る新たな指標を作成する。
③として、調査 対象世帯の年 齢や世帯構造 について検証 を行い、調 査結果の補正 につい
て検討する。実施日程は右側に記載しているとおりである。
続いて、家計消 費状況調査。 第２回研究会 で少し議論に なったが、 調査の質の更 なる向
3
平 成 28 年第４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

上の観点から、調 査票の回収、 督促、内容審 査の強化に必 要な措置を 講ずるという ことで
ある。
２ページ目、法人企業統計である。
①は、前回財務 省から御報告 があった内容 と同じだが、 調査のオン ラインシステ ムと会
計ソフトとの連携 等により調査 負担を軽減し 、回収率の向 上と集計事 務の迅速化を 図る。
特に中小企業などの回収率の向上が期待される。
②は、督促、欠測値の補完方法の改善。
③は、四半期別 調査について 、調査対象や 項目を限定し た調査を導 入することに より、
現状では、法人 企業統計は 、GDP２次速 報で反映して いるが、それを早期化 して、１ 次速報
にも間に合うよう に検討を進め ていくという ことである。 経済界の協 力が大きな前 提にな
ることも踏まえつつ進めていく。
④は、四半期別調 査の早期化を 前提に、研究 開発投資を調 査項目に追 加するという こと。
これについても、経済界の協力を得つつ、検討していく。
最後は設備投資のサンプル断層調整値を公表するということ。
続いて、建設 総合統計。２つ取組があ る。①は国 土交通省が公 共工事出来 高と国・地方・
公的企業等の決算 書との整合性 を確認する。 その前提とし て、公的固 定資本形成のQ Eの数
字と年次推計との乖離がみられるので、原因について、内閣府が検証を していく。
３ページ目、建 築着工統計。 統計委員会で 今後審議され るであろう 項目を幾つか 書いて
ある。工事費予定 額の定義の明 確化や、異常 値、外れ値へ の対応、「 補正調査」の 精度向
上である。
続いて、建築 物リフォー ム・リニューアル統計 。前回国土 交通省から 御報告があっ たが、
その内容を踏まえ たものである 。これまで半 年に１回であ った調査を 四半期に変更 する。
また、SNAで資本形 成に含まれる 「改装・改 修工事」と中 間消費に含ま れる「維持・ 修理」
に分けて公表をす る。さらに、 遡及系列の作 成や、SNAに 反映していく ための検討を 行う。
続いて、国際収 支統計。①は 国際収支マニ ュアルのBPM6 が導入され 、今、簡易遡 及系列
を公表しているが 、次回の国際 収支マニュア ルの改訂時に は、予め遡 及系列の作成 も念頭
に置いて準備を進めていくということである。
②は再投資収益について内閣府と協力して、計上方法を検討する。
最後は情報公開 である。「居 住者間取引を 挟む転売の対 象となった 財貨等」等の 情報を
公表することを検討する。
次に、訪日外国 人消費動向調 査。都道府県 別の訪日外国 人旅行消費 額を正確に把 握する
ことを目的として、標本規模を拡大する。
４ページ。サー ビス統計全般 について。総 務省が行って いる「サー ビス産業動向 調査」
や、経済産業省が 行っている「 特定サービス 産業実態調査 」等につい て、発展的な 統合に
向けて、検討を行 う。調査内容 についても付 加価値等の構 造を把握す るために営業 費用や
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内訳等を把握する ことで、SN Aへの、よ り正確な反映 が可能にな る。結果公 表の早期化・安
定化も念頭に置いて検討を進めていく。
次は、生産 物分類 。新サービス 捕捉の観点 から、生 産物分類の 構築について 、サー ビス、
商品の特性を踏まえて検討していく。
その次、企業統 計全般につい て、売上高の 集計において 、消費税込 みの数字なの か、抜
きの数字なのかを選択して明記していくということを徹底していく。
続いて、消費者 物価指数。① が、家賃の経 年劣化を踏ま えた品質調 整について検 討を行
って結論を得る。
②だが、2020年 基準改定にお けるサービス の価格、特に 冠婚葬祭等 、現在入って いない
ものも含めて、さ らなる把握の 拡充について 検討を行う。 同様に、イ ンターネット 販売価
格についても、さらに捕捉していく。
続いて、企業向 けサービス価 格指数。既存 の統計では価 格が捕捉で きていない卸 売サー
ビスや特許貸出サービスについて新たに調査対象としていく。
続いて、同様に 既存の統計で なかなか捕捉 できていない 医療・介護 、教育の質の 変化を
反映した価格の把 握、市場取引 価格ベースの 建設の価格の 把握、小売 サービスの価 格の把
握について研究を行っていく。
５ページ。毎月 勤労統計であ る。標本の入 れ替えについ て、2020年 からのローテ ーショ
ン・サンプリング の導入に向け 、準備をして いく。また、 継続標本に よる参考指標 を作成
し、公表する。さらに、標本抽出に事業所母集団データベースを用いる 。
続いて、産業連関表 関係。１つ目は、今回 の基準改定で2 008SNAへの 対応として研 究開発
投資をGDPに算入し ているが 、関連で 、自社開 発ソフトウエ アや研究開 発を固定資本 として
計上するといったことで、産業連関表と国民経済計算の整合性の強化を 図る。
次の項目、基本 価格表示、消 費税等を抜い た価格だが、 基本価格の 産業連関表作 成につ
いて、平成27年表での実現を目指していく。
続いて、６ページ。ここからはGDP統計の加工・推計手法等の改善で ある。
まず１つ目。QE の精度向上。 具体的には家 計調査、法人 企業統計と いった需要側 の統計
と、出荷等の供給側の統計の統合比率の見直しを行う。
その次が、四半 期系列の作成 に当たって、 これまで公表 していなか った家計の可 処分所
得、貯蓄の速報値を参 考系列として 公表する。②は生 産面、分配面の四 半期別GDP速 報を参
考系列として公表するということ。
３つ目。娯楽作 品の原本、例 えば映画のオ リジナルとい ったものを 総固定資本形 成に計
上することで、今回 2008SNAにな ってR&Dを総 固定資本形成 に計上したこ とと同じ考え 方で、
こういった知的財産も計上していくことを検討する。
続いて、情報開 示の拡充とい うことで、① は拡充した推 計手法の解 説書、特にデ フレー
ターの推計手法の詳細も含めて公表をしていきたいということ。
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また、民間エコ ノミストとの 意見交換の拡 充、経済団体 、統計研究 者、各政策当 局との
コミュニケーションを強化してまいりたい。
最後だが、これは中長 期の課題も入 ってくるが 、ポスト2 008SNAに向 けた関与の強 化とい
うこと。
最初の①、国際 議論への積極 的な参画を図 り、理論的・ 実務的な研 究を実施する という
ことで、2008SNAのその次のマニュアルの作成等に積極的に関与する。
研究を踏まえて、OECD等の国際会議において積極的な意見表明を実施 する。
最後、新分野の 取り込み。娯 楽作品の取り 込みなどを含 む。また、 生産・支出・ 分配の
三面の整合性に関する研究開発プロジェクトを推進してまいりたい。
このように、GDP の１次統計と 推計手法の 両面からGDP統 計を改善し ていく取組方 針をま
とめている。
今、お配りした ものは、あら あら関係者の 合意に近いも のになって いる。私から は以上
である。
○伊藤座長

それでは、委員から御質問等があれば。美添委員。

○美添委員

課題 と対応方針は ここに書いて あるとおりで 、ほとんど の委員の方も 納得さ

れると思う。
ただ、気になる ことが、大き く２つある。 １つ目は、実 際に実施す る日程につい てであ
る。例えば、家計 調査関係のも のは、私も家 計調査の改善 に関するタ スクフォース のとき
からいろいろお話 を聞いている ので、可能な 限り早期に実 施できるか と思うが、法 人企業
統計関係の取組で、2019年度から 実施すると いうのは、一見 余裕がある ようにも思え るが、
かつて公 表の 早期化 をした ことに よって 過去 ほとん ど100％ 回収が でき ていた 大規模 法人
の回収率が明らか に落ちたこと があり、さら に早期化する とその点が とても心配で ある。
一度締め切った後 に回収した法 人の回答を有 効に使えるの か。回収率 が低下するこ とを避
けられないとした ら、ここに問 題意識が明確 に書いてある とおり、１ 次QE、２次QE の改定
幅はかえって批判 を浴びるよう なことになら ないか。ほか の統計につ いても期限を 決めて
いることで、準備 は十分されて いると思うが 、念のために 各省で心配 なところがあ るのか
どうか、お聞かせいただきたい。
もう一つは、実施 日程を明確に 書いた後、フ ォローアップ の場はどこ なのかという こと。
これは経済財政諮 問会議からの 提言だとする と、引き続き 、内閣府が 責任を持って 行うも
のと思うが、一方 で統計に関す る基本計画を 統計委員会で 既に作成し ており、今回 も共同
して実施に当たる ものが幾つか あるので、統 計委員会との 何らかの協 調、あるいは 統計委
員会への支援が必要なのではないか。
あわせて、過去 何回か議論に なってきたが 、統計の資源 が縮小して きたことが今 回の経
済統計改善を求め る声が明らか になってきた ことの原因で あり、人材 や予算面の支 援を前
提にして、このような実施日程が提案されているのかについて確認した い。
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○伊藤座長
○事務局

事務局。
財務省 からも説明が あると思うが 、美添先生が 御懸念され ている点は、 まさに

我々も財務省と協 議する中で最 大の懸念点で あった。しか し、１次QE に間に合わせ るよう
な調査は大企業に 絞り、かつ調 査内容も設備 投資や在庫な どに絞るも のであり、従 来の調
査は確報という形 で残る。これ までどおり２ 次QEにフルサ ンプルのも のを用いるこ とは変
わりない。
ただし、早期化 した調査でど こまで回収で きるのかとい う懸念があ るので、少し 試行を
やって、状況を見 ながら判断を していく。試 験的な調査を 実施すると いうことは、 そうい
った観点から記載した。
２点目の全体の フォローアッ プの場につい ては、経済財 政諮問会議 でも進捗状況 をチェ
ックしていくこと になるのでは ないか。また 、各統計に係 る取組につ いては、統計 委員会
において基本計画 をつくって、 同委員会の審 議を経るので 、当然協調 してやってい く。全
体の運びについて は今後さらに 詰めていきた い。現時点で は、大きな 方向性をお示 しして
おり、詳細についてはまた、さらに統計委員会とも検討してまいりたい 。
最後の人材や予算の面はまた後で報告書の説明の際に説明させていた だきたい。
○伊藤座長

中村委員。

○中村委員

QEに関して、非常に画期的な提案が２つほどある。

まず一つは、今 の法人企業統 計の四半期報 について、１ 次QEに間に 合うように早 期化を
図るということ。 確かに美添先 生もおっしゃ るような心配 はあるけれ ども、こうい う方向
が出されたということは、非常に重要なことである。
さらに、サービ ス統計につい ても、付加価 値等の構造を 把握するた めの調査を加 えると
いうことと、サー ビス産業動向 調査と特定サ ービス産業動 態統計調査 を将来的に統 合する
という方向が求められていたと思うので、これには大賛成である。
こういった改善 を行った結果 として、需要 側と供給側の 結合の比率 についても特 に消費
について供給側の ウエイトが高 まるような方 向で変更があ るのかなと いう期待をし ている。
○伊藤座長

宅森委員。

○宅森委員

非常 にいろいろ改 善の取組があ り、基本的に は賛成であ る。幾つか、 実現が

難しいかもしれないが、さらにこうなればいいなという理想として申し 上げたい。
まず、家計調 査で、オ ンライン家計 簿の導入等 、ICTを積極 的に活用する ことだが 、単身
世帯の家計調査の 精度向上につ なげたい。単 身世帯の調査 は大丈夫かと いう問題があ って、
QEの推計でも直接 家計調査の単 身世帯の情報 を使っていな いが、それ が直接使える ように
なれば、より正確 に推計できる のではないか 。単身世帯の 情報を２人 以上世帯の調 査で代
替するのもおかしいので、単身世帯の家計調査が使えるようにできれば いい。
それから、法人企 業統計につい ても、経済同 友会などが提 言されてい ることを踏ま えて、
企業も協力してく れるかなと思 うが、気にな るのは、金商 法の四半期 開示の45日ル ールで
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ある。2007年に東 証が45日と決 めて、そのあ と法律でもそ う決まった 。そうすると 、45日
より前に出す必要 はないと、企 業がそれを逆 手にとって、 統計を早期 に提出するこ とを拒
む理由になってい る面があるの ではないか。 2007年からも う10年近く たっており、 いろい
ろな技術が進んで いるので、45 日経たないと 集計できない ものなのか どうか。その 辺も踏
まえて、いろいろ企業サイドとも検討されて、もっと早く出せるように なるといい 。
また１次QEと２ 次QEの間の乖 離幅が絶対値 で年率0.66ぐ らい違うが 、そのような 結構大
きな乖離があると いうことは、 法人企業統計 の問題なので 、何とか信 頼できるデー タを多
くの企業から出し てもらえるよ うな形でつく ってもらえる とありがた い。かなり無 理なお
願いかもしれないが。
もう一つ、最近 気になってい るのが、消費 者物価の前年 比。今まで どちらかとい うと、
上方バイアスがあ ると言われて きたが、家賃 の部分につい ては、むし ろ下方バイア スがあ
る。
さらに、もう一つ 、気になる点 は、消費者物 価の調査対象 である。消費 者物価は調 査地
域の中で、一番販 売量が多い店 で調べるルー ルだが、そう すると、恐 らく普通の場 合はス
ーパーが調査対象 となる。今、 スーパーの物 価は、日経ナ ウキャスト 日次物価指数 などを
見ると、相当下がっている。
一方で、Ｔポイ ント物価指数 等ではコンビ ニの物価も集 計されてい るが、コンビ ニの物
価は下がっておら ず、むしろち ょっと上がり 気味になって いるという 面もある。余 り価格
が下がっていない ものがあるに もかかわらず 、価格が下が っているも ので調査して いるこ
とになるので、物価がなかなか上がりにくくなっている面が統計上ある のではない か。
恐らく消費者物 価を最初に設 計したとき、 戦後すぐの状 態から考え れば、調査地 点を１
か所に決めること も妥当だった かもしれない が、調査員が 大変かもし れないが、こ れもビ
ッグデータの活用 等々でうまく 対応できるこ とを考えれば 、いろいろ な形態の店舗 で調査
することもより正しい物価の把握として改善になるのではないか。
○伊藤座長

門間委員。

○門間委員

２点 お伺いしたい 。まず、１点 は、家計調査 のオンライ ン活用は非常 にいい

と思う。オンライ ン家計簿によ って報告者負 担が減ること は、情報を とりやすくな る要因
にはなると思う。 同時に、昨今 の文化的な背 景により、個 人情報を出 したくない、 とにか
く人に教えたくな い、自分のデ ータを出した くないという 、メンタリ ティーの変化 のよう
なものがどのぐら い強いのかに ついて、何か 感触をお持ち であれば、 お聞かせいた だきた
い。場合によって は、年齢層に よって、比較 的高齢者は負 担さえ軽く なれば出せる けれど
も、若い人は負担 が軽くなって も出したくな い傾向が強い かもしれな いので、そう いう年
齢によるバイアス なども生じる 可能性がある のかどうかに ついて、も し何らかの感 触があ
れば教えていただきたい。
２点目は、全体 の構成に関す ることである 。まず、この 資料１は、 後ほどの報告 書の資
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料３の「１．より正確な景 気判断のため のGDP統計を軸 とした統計 の改善」に対応し ている
と理解しているが 、それでいい かどうかとい うこと。そう であるとす ると、報告書 の構成
だが、後ろに「２ ．新たなデー タ源の活用」 があり、そこ にビッグデ ータの活用や 行政記
録情報等の活用な ど、非 常に中長期的 には重要なテ ーマが目白押 しで入ってい る。GD P統計
を中心とする統計 の改善の中に 、多少中長期 の、報告書の ２番で書か れているよう なこと
も当然入ってくる ので、GDP統計 の改善とい う項目と新た なデータ源の 活用以下のと ころ、
最後のリソースの 拡充、リソース の拡充はあ る意味では最 もGDP統計の 改善にとって 重要な
ポイントなので、 ここを縦割り で切り分けて しまうことに よって全体 がむしろ読み にくく
なっている。
例えば今の資料 １の「GDP統計 の加工・推 計手法等の改 善」の中に、 ポスト2008SN Aに対
する関与の強化が 入っているの で、そういう 少し遠景の話 まで含めれ ば、むしろこ こと同
じレベルのところ にビッグデー タの活用とか 行政記録等の 活用も検討 課題として入 ってく
るべきではないか 。パーツパー ツに特に大き な違和感があ るわけでは ないが、全体 像とし
てこれでいいのかという疑問を持ったので、そのあたりを御説明いただ きたい。
○伊藤座長
○事務局

事務局。
御指摘 のとおり、資料 １は、資料３ の別表という 形でつくこ とを予定して おり、

資料３がこの研究 会の報告書本 体になる。「１．より正確 な景気判断の ためのGDP統 計を軸
とした統計の改善」の中に資料１が別表として含まれているという理解 である。
御指摘のビッグ データあるい は行政記録情 報は重要な課 題だと思っ ており、ある 意味、
自動的にこちらに も反映されて いくと思うし 、ここには明 確には書い ていないが、 例えば
総務省「速報性の ある包括的な 消費関連指標 の在り方に関 する研究会 」でもビッグ データ
の活用を考えてい らっしゃるし 、経産省でも ビッグデータ の活用を、 考えているの で、１
次統計でそういっ たものが入っ てくれば、自 動的にSNAにも 反映されて くるというこ とであ
る。
したがって、２ ．以降も１． に反映されて くるという位 置づけにな っている。プ レゼン
方法などは今の御指摘を踏まえ、少し検討させていただきたい。
○総務省

オンラ イン家計簿に ついては、一 つのメリット として負担 軽減がある。 定量的

な把握は難しいが 、自分の記入 した回答が途 中で人の目に 触れないで 回収されるの は、そ
れはそれで抵抗感 が下がるとい う話もあり、 そうした面で もよくなる ところもあり 得るの
ではないか。
また、宅森委員 のお話にあっ た、単身世帯 の調査につい ても、今、 総務大臣の下 の研究
会においても、御議論をいただいており、それを踏まえてやっていきた い。
○伊藤座長

渡辺美智子委員。

○渡辺美智子委員

督促、欠測 値の補完と、 異常値、外れ 値への対応 の徹底という 記述が

あるが、これは個 別の調査の話 だけではない 。現在、こう いう不完全 データの補完 は、非
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常に研究が進んで いて、ただ単 純な補定をや ればいいとい うところか ら、諸外国で は不完
全データへの対応 としてかなり 高度な統計モ デルの活用も 進んでいる 。そういうこ とから
考えると、調査、統計の作成にかかる研究機能を強化することが非常に 重要ではな いか。
今、統計局、統 計研修所、統 計センターで は、外れ値な どに関する 欠測値の補完 の研究
について、３者で 機能強化を始 めているが、 ここでの記述 は具体的に どういうレベ ルを捉
えているのか。
○事務局

個別の 統計について は、それぞれ 所管している 省庁に回答 いただきたい が、全

体の研究は、統計委員会でも検討されているので、もし御意見等があれ ば。
○統計委員会

統 計委員会にお いて、今、統 計改善のため のPDCAサイ クルの確立と いうと

ころで、統計精度 の向上という テーマで、今 、おっしゃっ たような異 常値や外れ値 などの
補完も含めて研究して、省庁横断的に考えていきたい。
○渡辺美智子委員

そういう意 味でも、研修 所及びセンタ ー等の研究 機能を強化し ていた

だきたい。
もう一点は、美 添委員からも あったが、フ ォローアップ についでで ある。PDCAサ イクル
で改善を回すとい うときには、 究極的にはプ ロジェクトを 実行しうる 人材の育成が 非常に
重要になってくる 。例えば品質 管理において 改善を語る際 に、「人に 始まり人に終 わる」
とか、「教育に始 まり教育に終 わる」といっ ている。資料 ３のリソー スの強化とい うとこ
ろに、このための 教育体系の確 立や研修の重 要性というと ころをもう 少し盛り込ん でいた
だく必要があると思う。
○伊藤座長

美添委員。

○美添委員

一つだけ補足したい。

公表の早期化に 向けて企業の 協力が重要だ という話があ って、宅森 委員からも経 済同友
会の動向などを紹 介していただ いたが、先ほ どの法人企業 統計で心配 なのは、企業 の協力
意識が一部、不十分なところがあることだ。
先日来、イギリス の事例を調べ ているが、前 にイギリスの 統計局長か ら聞いた限り では、
年に20から30の企 業を見せしめ のために告発 すると言って いた。最近 調べたら、最 近でも
毎年20から30の企 業を告発して いる。それは 罰則を課した いからでは なくて、調査 が大事
であるという姿勢を明確に示すためということである。
罰則適用は私も 余りいいこと ではないと思 うが、我が国 でも統計法 があるのだか ら、統
計調査に協力する 必要があると いうメッセー ジは明確に伝 えるべきで はないか。少 なくと
も統計調査が大事 だという一方 、拒否する者 に何にもでき ないという 状況は、我が 国の統
計を改善する上での解決すべき重要な課題の一つである。
それがあれば先 ほどの法人企 業統計ももう 少し早期化し ても大丈夫 かと思うが、 財務省
側はその辺の情報はお持ちだろうか。
○伊藤座長

どうぞ。
10
平 成 28 年第４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

○財務省

まさ しく美添委員 、宅森委員の 御指摘のとお り、金融証 券取引法上の 四半期

開示よりも手前に 期限を持って いくことが大 企業の回収率 の低下につ ながるのでは ないか
という懸念を持っ ている。よっ て、経済界の 協力が非常に 大事であり 、どのような 形で呼
びかけていくかが非常に大事だと考えている。
○中村委員

産業 連関表とSNAに ついて一言 申し上げたい。産業連関表 の基本価格表 示の作

成について基本価 格表示は消費 税に加えて酒 税やたばこ税 のような生 産額に応じて かかる
税金を外すという 金額評価だが 、産業連関表 での目標は、 平成27年表 について基本 価格表
をつくり、SN Aの場合はそ れを受けて遡 及をする 。しかも次 の基準改定 の場合は税率 が５％
から８％に変わる 期間について 遡及すること になるので、 実は非常に 大変な作業に なって
しまう。このため 、産業連関表 の接続表で対 応してくれる と理想的だ が、果たして そうい
うことがあるのか どうか。そこ まで期待する のは無理なの かなという 気もするが、 基本価
格表示でないとい うだけで国際 的には相手に されないとい う面もある ので、次回基 準改定
では是が非でも実 現しなければ ならない。そ のためには、 方法論の検 討あるいは税 務デー
タの利用など、なるべく早目に煮詰めておく必要があるだろう。
そういう大きな 課題から言う と、６ページの2- 3の、娯楽作品の 原本について は、EUでは
こ れ を 投 資 と扱 う こ とに し て GDP の 0.1 ～ 0.2 ％ 程度 、 ハ リウ ッ ド があ る ア メリ カ で さ え
0.3％程度なので、優先順位としては余り高くないのではないか。
○門間委員

45日 ルールについ て、意外とや やこしそうだ なと感じる 。罰則を含め て企業

に協力を求めると いう精神論で いいのかとい うことだが、 そもそも財 務諸表として 公にし
ていないものにつ いて、統計の 目的といえど も出していい のか。コン プライアンス 上の問
題が大きいかもし れないので、 単純に協力を 求めればいい ということ ではなく、証 券業界
や証券取引所等と の調整が必要 かもしれない 。その辺につ いて美添委 員、イギリス の事例
などを御存じであれば教えていただきたい。
○美添委 員

英国ONS のホー ムペー ジに 掲載さ れてい る報告 書に相 当詳 しい状 況が書 いて

ある。ほかの法律 との絡みがど うなっている かは知らない が、そもそ も申告義務を 課すた
めには、今、門間 委員が心配さ れたようなこ とは当然クリ アされてい るはずであり 、その
上で、非協力な企業には厳正に対応するということである。
ついでに、国勢 調査において 個人には罰則 をかけないと イギリスの 統計局から聞 いた記
憶があるが、実際 は、毎回二百 数十人を告発 していること も報告書に 記載されてい る。そ
れほど統計調査が大事だという姿勢を徹底している。
○伊藤座長
○財務省

財務省。
45日ル ールの件だが 、財務省も今 、やろうとし ているとこ ろだが、要は 出た結

果がきちんと使え るかどうかと いう検証が大 変大事である 。内閣府と 協力しながら 、財務
省でも検証し、内閣府でも検証していただきたい。
○伊藤座長

企業 等の協力だけ でなく、証券 業界も含めて もう少し制 度的な対応が 必要に
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ということであろう。日本銀行。
○日本銀行

一点 質問したい 。６ペー ジに記載され ている新分野 の取り込み 、生産・支出 ・

分配の三面の整合 性等に関する 研究開発プロ ジェクトを推 進について 、内閣府に加 えて他
省庁、日本銀行、 あるいは外部 研究者が参加 することが想 定されてい るのか。もし もそう
であれば、日本銀行としてもできる限り協力したい。
○事務局

今御指 摘のあった点 だが、研究開 発プロジェク トは、国際 基準にかかる 議論へ

の積極的な関与に 資することを 目的としてい るものであり 、こうした 国際的議論に も耐え
得る水準の研究と するためにも、高度な知見 をお持ちの日 本銀行にも御 協力いただき たい。
そのほか必要に応じて有識者の方、関係府省の方にも御参加をいただい きたい。
○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３に基づいてポイントを説明する。

御議論いただい たことを踏ま え、議論の内 容を反映する 形で報告書 案の取りまと めをし
ている。
最初の１ページ 。最初は前書 きで、これま での議論のあ り方、問題 意識について 書いて
ある。「１．より 正確な景気判 断のためのGD P統計を軸と した統計の改 善」というこ とで、
資料１で具体的な 取組を書いて いる。これは 別表として具 体的なアク ションを取り 出した
ものである。１では 、そういった GDP統計改善 のためにどう いったこと が必要かとい うこと
を、御議論いただいた内容も踏まえ、概念を整理している。
例えば２ページ では、経済社 会構造の変化 、特に高齢化 の進展や世 帯構造、働き 方の多
様化ということで 、単身世帯や 共働き世帯が 増えていると いったこと についてきち んと把
握することが大事 だということ 。あるいは、 ３ページのコ ラムで住宅 リフォームの 取り扱
いをまとめている が、SNA で固定資本形 成に計上すべ きリフォー ムと、中間消費とな る部分
の考え方等について解説している。
４ページは多様 なサービスの 生産・消費と いうことで、 インターネ ット上のサー ビスの
出現やシェアリン グについて今 後増えていく のではないか といったこ と等が書いて ある。
また、サービスの価格についても捉えていくことが大事だといったこと が書いてあ る。
コラムではシェ アリング・エ コノミー、デ ジタル・エコ ノミーとい った新しく出 てきた
サービスが、どのよう にGDPの中で反 映されるの か、また、統計として どう把握して いくべ
きか。こうした問題意識を整理している。
６ページの（２）は、資料１のリストを要約したものである。
７ページ。一 部まだ調整 中だが、今 後、統計 委員会とも協 力して実行 すべきという こと。
書きぶりについては相談中であり、今後、もう少し詰めていきたい。
２．新たなデー タ源の活用で ある。最初は （１）景気動 向把握にお けるビッグデ ータの
活用だが、７ペー ジの一番下か ら具体的な取 組方針を書い ている。一 つはこのビッ グデー
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タを活用した経済 指標等の開発 に当たって、 景気動向把握 の向上に資 するように考 慮する
ということ。既存 統計で把握で きていない経 済活動の把握 に努めるた め、各府省は 今、ビ
ッグデータを使っ た調査を検討 しているが、 その際にこう いった視点 を踏まえてや ってい
ただきたいということ。
８ページ目の２ つ目の黒丸で あるが、こち らは内閣府の 取組であり 、ビッグデー タを用
いた新たな景気動 向把握のため の指標として 、POSデ ータなどを 細かく分析に 利用して 、景
気動向の把握に努 めていきたい ということ。 研究会で渡辺 努委員の研 究内容を御紹 介させ
ていただいたが、 単に集計した データで上が った下がった ということ ではなく、特 売等の
ミクロな情報も利用し景気動向の分析を内閣府で研究を今後やっていき たい。
また、物流データについても、地域の経済動向の把握に有効である。
２つ目は、ビッ グデータの活 用に関する環 境・体制整備 等の課題で あり、その取 組の具
体的な内容につい ては８ページ の一番下にあ る。１つ目は 、ビッグデ ータの各府省 での活
用状況、あるいは 企業等からの データ提供の あり方、デー タの品質の 確保、専門人 材の育
成等について、統 計委員会にお いて定期的に 情報交換を行 って、各府 省において効 率的な
活用に努めるということ。
２つ目は、匿 名化などの 適切なデータ の補正、データ保管・利用に関 する信頼性の 確保、
データの品質確保 などについて 、関係府省に 対して技術的 な支援を行 っていくこと を検討
してはどうかということ。
９ページは、行 政記録情報の 活用である。 こちらについ ては、10ペ ージに具体的 な取組
の方針がある。１ つ目は、行政 記録情報の景 気動向把握等 への活用。 行政記録情報 につい
て既存の経済統計 を補完すると いう観点から 積極的に使っ てはどうか ということ。 それに
よって景気動向把 握に努めると いうことで、 具体的には、 例えば所得 に関する税情 報は賃
金動向の把握のための補完的な情報として活用できるのではないかとい うこと。
２つ目は、行政 記録情報ある いは法人番号 を活用した政 府統計の精 度向上である 。この
行政記録情報を統 計の改善や補 完に積極的に 用いるために 、各企業統 計における企 業情報
を法人番号によっ てひもづけす ることが大事 ではないか。 このため、 各府省は協力 してい
ただきたいということである。
また、法人番号 や税務情報を 含む行政記録 の活用によっ て、事業所 母集団データ ベース
の企業情報をさら に整備するこ とや、この標 本情報の照合 を容易化し ていくといっ たこと
にも使えるのではないか。
③は、行政手続 について、行 政記録情報の 電子化を徹底 していくと いうことで、 電子化
した行政記録をもっと増やしていこうという趣旨を書いている。
「３．統計利用 者の利便性の 向上」という ことで、（１ ）は公表の 早期化である 。次の
11ページだが、デ ータの電子化 やオンライン 調査の普及な どにより、 回答者の負担 を軽減
していく。場合によっては作業に関しての効率化を引き続き図っていく といったこ と。
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２つ目は、地域 区分のあり方 であり、具体 的な取組方針 として、次 期政府統計共 同利用
システムの改修に おいて、e-Sta tの統計情報 データベース に登録され ている都道府 県別の
データを主要な地 方ブロック別 にデータを取 得するという 機能を追加 する。あるい はオー
ダーメード集計の簡易化や対象統計の拡大に向けて検討を進めていきた いというこ と。
その次は、統計 委員会の取組 として、この オーダーメー ド集計の簡 易化や対象統 計の拡
大、地域区分を含 む統計比較可 能性の向上等 について、統 計作成府省 の取組の進捗 の確認
をしていくということ。
次に「４．経済 統計改善のた めの体制の強 化」というこ とで、委員 の皆様からも いろい
ろな御要望、御指 摘をいただい ており、なる べくそういっ たことを踏 まえたものだ が、ま
だ各省からもいろ いろ御意見を 伺っており、 今後さらに相 談して詰め ていく必要が あると
考えている。全体としてペンディングである。
現状の案として、具体的な取組方針として３つ書いている。
１つ目は、統計 改善のためのP DCAサイクル の確立。統計 委員会でス テークホルダ ーのニ
ーズを反映して、統計精度の向上を図るためのPDCAサイクルを構築する 。
２つ目が、いろ いろ御議論の あった統計の リソースの強 化。この点 についてもし っかり
とやっていきたい。
最後は統計調査 の電子化の徹 底。今後、各 省とも相談し つつ、記述 の内容につい てはま
た検討して、次回 、この報告書 の最終取りま とめを行うの で、それま でに委員の皆 様に御
報告をさせていただく。
○伊藤座長

それでは、委員から御意見や御質問があれば。宅森委員。

○宅森委員

今の まとめの部分 は、こういっ た形でよろし いかと思う が、もう一つ 加えた

らいいと考えるの は、国民が、 家計でも企業 でも、積極的 に統計作成 に関与してい くこと
が正しい景気判断 をしていく上 でも大事だと いうこと。今 、注目して いるのが、消 費動向
調査の中で、９月の中旬から行っている消費者のマインドアンケート。
私も毎月参加し ているが、ス マートフォン で簡単に答え られる。属 性を簡単に答 えて、
景況感と物価の先 行き見通しに ついて答える 。ただ、残念 なことに、 ９月、10月の ２か月
とも500人前後しか 回答がない 。国民に 知られていな いというこ とや、恐らくマスコ ミでは
全然流していない ことが影響し ているだろう 。どんどん意 見を言うよ うな風潮をつ くって
いって、少なくと も５万人ぐら いは毎月回答 が集まるぐら いにしない と、やってい ても余
り意味がないので はないか。統 計作成に積極 的に参加して いこうとい うPRがあれば 、家計
調査等が来たとき にも、負担が 大変だという ことがあって も、答えて もらいやすく なるの
ではないか。
個人でそういう 動きが出てく れば、企業も 、情報だけは 欲しいけれ ども情報提供 するの
は嫌だという態度 も少し変わっ てくるのでは ないか。積極 的に統計に答 えることにつ いて、
１項目設けられないか。
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○伊藤座長

門間委員。

○門間委員

先ほ ど申し上げた ことと関係す るが、１の表 題がちょっ とオーバーオ ール過

ぎるのではないか。より正確な景 気判断のた めのGDP統計を 軸とした統 計の改善とい うのは、
まさに報告書全体 の非常に大き な概念である 。あらゆるこ とは全てこ の統計の改善 のため
にやっているわけ で、２以下も 全部ここに入 る話。２以下 の項目の立 て方と、この １の項
目が、レベルが違 うので、もう ちょっと、こ この内容に絞 った、２以 下とほぼ同列 的な標
題にできないか。
２つ目は、先ほ ど美添先生か ら統計に協力 的でない企業 や個人への ペナルティー をとい
う話があった。逆 に、統計に答 えてくれる人 に御褒美をあ げるという 戦略もあるの ではな
いか。もちろん、 これはコスト がかかる。た だ、ソフトバ ンクのスマ ートフォンを 使って
いる方は御存じと 思うが、今、 金曜日にクー ポンが送られ てくる。11 月はサーティ ーワン
アイスクリームだ ったが、11月 の最終週の、 雪が降ってい るような寒 い金曜日に、 ずらっ
と人が並んで待っ ている。アイス クリーム１ 個でも、それだ けみんな欲 しがっている ので、
その程度のコスト で、今おっし ゃった統計に 答えるぐらい のことは簡 単にしてもら える可
能性がある。むし ろインセンテ ィブを考える ということも 、消費者マ インド調査系 のもの
については有効ではないか。そのためのコストはそう高くはないのでは ないか。
○伊藤座長

渡辺委員。

○渡辺美智子委員

今のインセ ンティブの話 だが、韓国の 統計局は、 国勢調査にオ ンライ

ンで回答した人にランダムに何か当たるようなことを既にやっている。
○門間委員

ランダムもいい。

○伊藤座長

どのようなものが当たるのか。

○渡辺美智子委員

そこまでは 聞いていない が、インセン ティブをあ げるためには もらっ

てうれしいものが当たるのではないか。なぜ日本はしないのかと思う。
○伊藤座長

美添委員。

○美添委員

基本 的にこの内容 で私は賛成で ある。書きぶ りもまだ検討 中ということ だが、

それはおいおい、わかりやすくしていただければと思う。
統計への回答にペ ナルティーが あるというの は、本当は言 いたくないけ れども、や はり
回答は義務であっ て、皆さんが きちんとやっ てくれないと 正しい政策 判断の基礎に なるよ
うな統計はできないということだ。このメッセージはもっと強めなけれ ばいけない 。
各国とも人口セ ンサス、日本 でいう国勢調 査に関しては 、統計担当 の大臣格の方 がテレ
ビで広報するため の予算をちゃ んとつけてい る。日本は各 省とも、統 計予算の中か ら広報
費を出せとなって いるので限界 がある。政府 全体として、 ペナルティ ーという意味 ではな
くて、統計に協力 することがい かに大事で、 結局は国民に とって利益 だという教育 をもう
少し進めていただ きたい。これ は各省ばらば らでやっても 仕方がない ので、経済財 政諮問
会議で統計は大事だと言っていただけると、もっと効果があると思う。
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あと一つ、10ペ ージの行政記 録の②だが、 法人番号の活 用により、 各種政府統計 間の標
本情報の照合を容 易にすること で、ユーザー の利便の向上 を図るとあ る。確認だが 、この
ユーザーというの は一般のユー ザーではなく て、各省の統 計作成機関 のことである と理解
してよいか。これ を一般に出す と、ユーザー が標本情報の 照合をする のかと勘違い される
かもしれない。私 の解釈は間違 っていないだ ろうと思うが 、誤解のな いような表現 に、改
めて御確認いただきたい。ほかの点は全面的に賛成である。
○事務局

美添委員の御指摘の点は、表現を適切に直していきたい。

○伊藤座長

中村委員。

○中村委員

全体として非常によくまとまっていると思う。

１点目、９ペー ジの（２）の 景気動向把握 における行政 記録情報等 の活用だが、 行政記
録情報は、景気動 向を把握する ために利用す ることはもち ろんあるが 、事業所母集 団デー
タベースの構築や 経済センサス の補完など、 そういう構造 統計への活 用ということ も十分
に期待できるので、そういうことも含めて書いていただけないか。
２点目は、７ペ ージ下線部分 の、統計委員 会の国民経済 計算部会を 常時活用し、 という
ところ。昔の国民 経済計算調査 会議のような 機能を持つ会 議体がある ということは 非常に
いいが、ただ、統計委員会 のSNA部会を常 時活用すると いうのは、統計 委員会のほか の部会
との関係はどうな のか。統計法上の問 題はどうなの か。SNA 部会だけが 課題が生じた ときに
諮問がなくてもいつでも招集できるということについて、問題はないの か。
○統計委員会

こ こはペンディ ングというこ とで、結論は 出ていない が、事実関係 から言

うと、今の国民経 済計算部会は 、国民経済計 算の作成基準 と産業連関 表だけを対象 にして
いるので、そうい う意味では、 今のままだと ちょっと違う 部会になる 。それは内規 で決め
てあることなので、変更も含めて今後調整したい。
○伊藤座長

門間委員。

○門間委員

今、 中村先生がお っしゃったこ とと関係する が、行政記 録情報、特に 税収の

データについて。 税情報は、９ ページにも書 かれているよ うに、確か に納税のタイ ミング
や仕方などに相当 影響され、景 気動向と完全 にマッチしな いことは十 分あり得るが 、一方
で、非常に適用範 囲が広く、脱 税していない 限り一応全部 把握できて いるはずだと いうの
が一番大きなメリ ットである 。その意味 では、今 、中村委員 が構造統計 とおっしゃっ たが、
例えばGD Pでも より長 期の時 系列の 補正 に役立 つとい う面が むしろ メリ ットと して大 きい
のではないか。
日銀が出したペ ーパーでも 、長期のG DP成長率につ いて、税務データ などを使って 分配面
でアクセスすると 、平均的な実 質GDP成長率 が1.2％ぐらい であって、 その間の公式 データ
の0.6％と大分違う 。むしろ長期 のGDPトレン ドに大きな情 報を持って いる可能性が ある。
それはその時々の 景気動向の把 握とは違うが 、例えば潜在 成長率や現在 のいわゆるGD Pギャ
ップなど、今の景 気の評価に役 立つような背 景資料として は、非常に 大きな意味を 持って
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いる数字に関係し てくるので、 余り景気動向 にというよう に限定し過 ぎないほうが 、結果
的に今の景気動向 の判断にも役 立つのではな いか。プレゼ ンテーショ ンを考えたほ うがい
い。
それから、この 研究会の議論 を超えるとは 思うので質問 としてだが 、今、アメリ カでも
ヨーロッパでも、 日本でもこれ から改革を進 めていく過程 で、いろい ろな意味での 格差と
いうものが必ず議 論になってく ると思う。景 気はこうだけ れども、し かし、実際に 所得分
配面から見て、ど ういうところ にどういう恩 恵が行き渡っ ているのか という議論は 必ず出
てくるはずなので、それを抜きにして、これから景気経済問題を語るこ とはできな い。
その意味で、例 えばアメリカ では、格差に 関するデータ として相当 細かいものが あると
聞く。格差とはち ょっと違うが 、最近よく、 労働市場の変 化でギグ・ エコノミーと いう言
葉が言われていて 、短期間かつ 時間単位で働 くような、フ レキシブル な労働がアメ リカな
どでは増えている 。そういうこ とに関する、 日本で言うと 非正規雇用 のさらにそれ を細か
く分類したような 細かいデータ がアメリカの 場合などはあ って、連邦 準備の幹部な どが、
今のギグ・エコノミーが労働市場の機能に与える影響についてスピーチ をしている 。
日本もこれから 働き方改革な ど、労働市場 が変わってい く中でいろ いろな形態の 所得の
稼得のチャネルが できて、場合 によってはそ れが格差の解 消あるいは 逆に格差を広 げる方
向につながるかも しれないが、 そういう、所 得分配とか労 働市場の変 化のようなも のを、
今、より統計を拡充 していこうと いう中で真 剣に議論して いる場がある のかというこ とを、
ちょっとお伺いしたい。
○伊藤座長
○事務局

後半の質問について。事務局。
現状に ついて御報告 すると、幾つ か調査があっ て、一つは 全国消費実態 調査。

これは５年に１回 公表されてい るが、そのデ ータを使って 格差を解析 するというも のがあ
る。あとは、厚生 労働省で実施 している国民 生活基礎調査 であり、こ れは、３年に １回公
表される。日本の 場合は格差を 出す調査は少 し間隔があい て出てきて いるという状 況であ
り、また、数字の レベルも両調 査で違ってお り、昨年、厚 生労働省、 総務省と、研 究会を
やり、その内容を調査した。
我々としても、 格差をきちん とつかまえる ということは 関連省庁と も連携しなが らやっ
ている。
○伊藤座長

門間委員。

○門間委員

そう だとすると、 本当に数年単 位に１度のも のしかない 。前に渡辺努 先生が

この席でもおっし ゃっていたよ うに、ビッグ データなどは 非常にグラ ニュラーな情 報を持
っているところに 大きな利点が あるので、こ の報告書とし ては範囲を 超えてしまう が、あ
る種、この行政記 録の活用とか ビッグデータ の活用という のは、格差 に関連した情 報も持
っているのだとい うようなこと も入れておく と、その次の いろいろな 展開につなが ってい
くような問題提起ができるのではないか。
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○伊藤座長

悩ま しいのは、今 、タイトルに 「景気動向把 握における 」という形容 がある

こと。ビッグデー タの活用や行 政記録情報の 活用に関して は補完的に ということの ようだ
が、ただ 、一方でそ ういうことが 重要だとい うことなので 、タイ トルを変えな いで、少し、
今言ったようなことを本文の中に書き込むのかだ。
○門間委員

位置づけとしては副次効果として期待できるということ。

○伊藤座長

いずれにしても、大事な点なので、検討していただきたい。総務省。

○総務省

一つだ け補足をした い。今、内閣 府から話があ ったが、平 成26年の全国 消費実

態調査に基づき、 ジニ係数と貧 困率を10月末 に公表してお り、最新デ ータとしては 平成26
年ということで、前回、５年前に比べて、下がった数字になっている。
○伊藤座長

渡辺委員。

○渡辺美智子委員

現在、大き な状況の変化 にみまわれて いると思う が、これまで もPDCA

サイクルがきちん と回り、常に 変化に応じて 改善がきちん となされて いたら、今回 、これ
だけの指摘が急に 起きることは なかったので はないか。急 ぎ何かにあ ちらこちら手 を当て
るだけではなく、P DCAサイクル をこれからど う回していく のかの枠組 みをきちんと 示すこ
とが重要ではない か。これに関 してはとりま とめの最後の ほうに少し 出てきている だけだ
が、やはりこれか ら先ずっと恒 常的に改善を 続けていくの だというメ ッセージを示 すため
には、今まではこ うだったけれ ども、今回か らはPDCAサイ クルはこの ように回して いくと
いう、概念図のよ うなものが見 えないと、こ の最後のたっ た１段落で は、どう変わ るのか
が見えにくい。
PDCAサイクルは 一般的にどこ が重要かとい うと、評価の Ｃのところ だと思うが、 今後こ
こをどう担っていくのか、統計委員会の役割がどう強化されるのかも見 える必要が ある。
もう一点は、PDC Aサイクルを 中長期的に回 すときに必要 なこととし て、ビッグデ ータを
扱うことや、先ほ どでた欠測値 、補定や匿名 化などの新技 術に対して の研究機能と それを
実践する人材育成 についてであ る。世界的に は、統計の行 政は、高度 専門職能と捉 えられ
ており、例えば、 中国では統計 師という国家 資格をつくっ ている。統 計師の上に更 に高度
な高級統計師とい う国家資格も あるが、10年 ぐらい前に四 川省だけでも 高級統計師が 4,000
人いると聞いてお り、そういう 専門職能の見 える化の基盤 を構築した 上で、人材育 成を回
している。研究機 能と、統計の 行政がそうい う高度な専門 職能なのだ ということを 踏まえ
た研修の強化を、 リソースの強 化のところで もっと具体的 なことも含 めて強調する べきで
はないか。
○伊藤座長
○事務局
○伊藤座長

事務局。
御指摘を踏まえて書きぶりを検討する。
ペンディングのところは、これからまだ検討しなければいけない。

それでは、今日の議論のまとめに入りたい。
次回の経済財政 諮問会議にお いて、本研究 会の報告案の 概要につい て、私から説 明した
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い。資料４の概要 を、今日の議 論を受けて私 のほうで少し 修正した上 で、次の経済 財政諮
問会議に出すこととしたい。
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

長 時間にわたり 、熱心に御議 論いただき感 謝する。そ れぞれのお立 場で真

剣に考えていただき、本日も貴重な御意見をいただいた。
報告書案につい て御議論をい ただいた中で 、委員から、 統計回答者 とどう向き合 うか、
また、正確な情報、正確な統計をどうつくっていくのかという視点を御 提供いただ いた。
一般的に、統計 は、放ってお いても正確な ものが出てく るのではな いかと思って いる国
民も多いが、実際は相当の努力が必要だというところを改めて認識させ ていただい た。
また、行政記録 情報等の有効 活用によって 、今回のスコ ープを超え るかもしれな いがと
いう前提の中でいろいろな御議論をいただいたことも、大変貴重な御意 見だったと 思う。
最後に、渡辺美 智子先生から お話があった 体制やリソー スについて も本質的な部 分で、
私も大変重要だと感じた。
いずれにしても 、報告書の取 りまとめに向 けて、伊藤座 長を始めと して先生方に ここま
で御助力いただい たことに心か ら感謝を申し 上げる。また 、これから もいろいろと 御熱心
に御議論をいただけることを心からお願い申し上げて、御挨拶とさせて いただきた い。
○伊藤座長

これで第４回研究会を終了する。
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