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民間による経済統計の革新

一統計民営化の可能性も含めて －

統計改革の現状

一昨年秋に麻生大臣が家計調査など政府統計の

精度の問題を指摘したのを契機に政府統計の在り

方を巡る議論が活発化している。昨年6月に閣議

決定された骨太方針では、 統計の精度lriJ上に向け

た取り組み方針を取りまとめることが盛り込まれ

たc これを受けて内閣府や総務省など関係省！
すで

現在、 検討が行われている。

この間の一 連の議論の底流にあるのは政府統計

の作成にビッグデー タを活用できないかという発

想である。 例えば総務省統計局の作成する家計調

査は1万弱の家庭で家計簿をつけてもらい、 調査

員が同収するという仕組みであるο i万羽という

サンプルサイズが十分でないことは兼ねてから指

摘されていた。 しかし回の調査に時間を使ってく

れる協力者を探すのは難しく、 数を確保できない。

そのための予算確保も難しい。 回答者は時間に余

裕のある人に偏りがちという問題もある。 こうし

た様々な問題の解決に、 ここ数年、 急速に普及し

てきた家計簿アプリのデー タが役にす／つかもしれ

ない。 このデー タを使えば、 数イ ー万あるいは数也

万の家庭から家計簿を集めることができる。 ビッ

グデー タの前用が統計改革のU玉として登場して

きた背景にはこうした事情がある。

現在各省庁で進んでいる検討の結来、 今年中に

もビッグデ「 タifi用の具体例が実現するであろう

し、 そのこと自体は望ましい方向での統計改革と

筆者たちは考えている。 しかしそれは出発点に過
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ぎないのではないか。 ビッグデー タの急速な普及

が経済や金融の仕組みを大きく変えつつあること

を踏まえれば、 政府統計という、 政府が提供する

統計サ ー ビスのあり方も根底から変わる可能性が

ある。 ピッグデータ時代の統計とはいかなるもの

か。 以下ではやや長期的な視点から考えてみたい。

経済センサ ー としての統計

マクロ経済学で経済統計が登場する有名な例は

ル ー カスの「島の寓話Jモデルである。 このモデ

jレで登場するのは物価統計である。 レタスの生産

者はレタスの販売から得られる収識で件：．言｜ーを立て

ている。 レタスの価格が上昇したとしよう。 その

ときにレタスの生産者は増産すべきかどうか考え

る。 自分の斗
ー

産するレタスの価格だけが上昇して

いて、 自分が日常的に消費するモノやサ ー ピスの

仙格が変わらないのであれば、 労働投入を増やし

増産すべきである。 白分が生産する商品であるレ

タスの価格が、 自分が消費する尚品の価絡との対

比で上昇しているからだ。 しかし上昇しているの

はレタスの価格だけではないかもしれない。 中央

銀行がおカネの量を増やし、 その結果、 全てのモ

ノやサ ー ビスの価格が同率でjこがっているのかも

しれない。 そうだとすれば他の商品との対比でレ

タスの価格は変わっていないのだからレタスを増

産すべきでない。

このように、 レタスを増産すべきかどうかの意

思決定には自分の生産するレタスの値段だけでな

T統計j 2017年l月号



特集 新たな統計技術の展開 民間による経済統計の革新

く、 全てのモノとサ ービスの価格を知ることが不
可欠だ。 経消全体で価格がどうなっているのかを
教えてくれるのが物価統計だ。 つまり物価統計は
経済全体の動きをレタスの生産者に教えてくれる
「センサー 」だ。

しかし物価統計はリアルタイムで公表されるわ
けではない。 そのため物価統計が公表されるまで
の閥、 生産者は何が起きているかわからない。 こ

うした中で、 例えば、 経済全体で、物価が上がって
いるにもかかわらず自分の生崖物の価格だけが上
がっていると錯覚し過剰に生産するということが
起き得る。 多くの生産者がこうした錯覚をもっと

経済全体で無用な景気変動が生じてしまう。 また、

物価統計というセンサー からの情報にノイズがた

くさん合まれていると生産者は物価統計を見ても
経済全体の動向を正確に把損できず、 生産が過剰

になったり過小になったりする。 こうしたミスを

最小限に抑え経済の効率性・安定性を高めるには

高い精度で作成された物価統計がタイムリーに公
表される必要があるの 高粕度と迅速性は物価統計
だけでなく、 全ての統計に求められる要件である。

誰が統計を作成すべきか

では、 経済センサ ー としての統計を誰が供給す
るのか。 これが本稿で考えたいテ ー マである。 ル
ーカスのモデルを学生に解説する｜燥に物価統計を
作成するのは政府と説明することが多い。 実際、

社会や経済の状況を観測・記録し、 それを国民に
知らせるのは政府の重要な役割である。 例えば、
モノやサ ー ビスの値段である物価に関する統計の
作成がH本で始まったのは戦前であり、 現在の消
費者物価統計に亙るまで80年の歴史がある。 物価
は各企業が毎年、 賃金を決める｜祭の重要な参考指
標であり、 物価上昇で賃金が目減りするのを防ぐ
などの役割を果たしてきた。 また、 年金や生活保
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護などの支給額を決める際にも物何統計は活用さ
れてきた。

社会が物価指標を必要としたので政府がそれに

応えて提供してきたというのが事実の繋理として

は適叶であろう。 しかし言うまでもなく、 社会が
何かを必要とすることと、 それを政府が提供する
こととは直接つながらない。 むしろ社会が必要と
するが政府は提供していない、 民間企業などが提
供しているという方が普通で、ある。

統計の場合、 なぜ
、

政府による提供が始まったの
かと考えてみると、 その作成費用が非常に大きく、
その一方で統計を利用することにより便益を受け
る人から代金を回収するのが難しいという事情が
あったからだろう。 例えば物価統計について言え
ば、 株々な商品の価格を制べるために調査員を店

舗に派遣し、 値札をみたり店舗から聴き取りをし
たりする必要がある。 しかもこれを全国規模で展

開しなければならない。 調査員が1カ月に集める

値札情報は25万件にも上る。 この膨大な作業を民
間企業がビジネスベ ー スで行うことは不可能だ。

他の統計についても事情は同じだ。

統計作成を取り巻くこうした環境は長らく変わ
らなかった。 しかし最近になって大きく変化しつ
つあり、 それが現在進行している統計改革にも影
響している。 再び物価統計を例にとれば、 筒品の

値段を知るのに調査員を店舗に派遣する必要は最

早ない。 各店舗が作成する売上台帳はかつては紙
ベ ー スであったが今は電子媒体になっており、 そ
れを入手しそこから値段の情報を取得することが

できる。 調査員方式に比べその方がはるかに安上

がりで、 しかもミスも少ない。 例えばTポイント

カ ー ドを発行 ・ 通常するカルチャー ・ コンピニエ

ンス ・ クラブには5000万人のカ ー ド保有者の購買
履歴がほぼリアルタイムで入ってくる。 これは、

利用者自らが店顕でTポイントカー ドを提示する

ことにより購買情報の送信を起動していると見る

ことができる。 その意味で利用者のl人1人が貴

重な情報を発信するそニタ←である。 これがあれ

ば利用者や店舗から情報を聴き取り調査する第三

者（調責貝）は最早不要だ。

技術環境の変化は物価に関する情報に限らない。

例えば、 求人サイトの賃金や求人数などのデータ

を使えば賃金統計ーなどに必要な情報を収集できる。

求人サイトには必要なスキルが記述されているの

で、 どのスキJレに対する需要が高いのか、 そのス

キルに対する価格（賃金）はどう変化しているの

か、 海外の水準と比べてどうなのかといったこと

をほぼリアルタイムで読み取るととができる。厚

生労働省等の作成する現行の労働統計では不可能

だ。 また、 不動産の仲介ビジネスに蓄積されてい

る物件ごとのデー タを使えば不動産の完民·賃貸

価格を高精度で計測することが可能であり、 金融

緩和が不動産価絡に及ぼす影響をリアルタイムで

観察したり、 不動産バブルの芽を早期検知したり

することが可能になる。

データ収集業務のアウトソ ー シング

これらに共通するのは、 民間企業が自らのピジ

ネスを遂行するために収集した情報は、 今までの

政府統計よりもはるかに詳細である場合も多く、

それを政府の統計作成にも前用できるということ

である。 政府の側カ、らみれば、 データ収集業務の

民間企業へのアウトソ ー シングである。 現在進行

している統計改革はその先駆けと見ることができ

る。 今後、 様々な統計についてこうした動きが出

て来るだろう。

現在進行している統計改革に関する議論では、

データ収集業務のアウトソ ー シングに関連して次

の2つが論点、として浮かび
、

上がって米ている。 第

lは、 政府が情報を民間企業からいかにして取得

するかである。 具体的には対価をどうするかであ

る。 無償か有償か、 有償にするならいくらが適切

なのか。 例えば、 物価統計については、 スイスや

スウェ ー デンなど欧州のいくつかの固で民間流通

企業のPOSデー タを使うということが始まって

いるが、 これらの国も試行錯誤という段階であり、

有償か無償かについても各国で医々となっている。

実はこの問題はビッグデー タの成り立ちと深く

関わっている。 ピッグデー タは企業が業務を展開

する巾で自然発生的に生まれたものであり、 企業

がそのデータが欲しくて意肉的に生産したもので

はない場合が多い。 したがって、 ある企業がその

データの生産者であることは、 その企業がそのデ

ータの消費者として最適ということを意味しない。

それどころか、 ビジネスの現場でしばしば目にす

るのは、 デー タの生産公業がその適切な利用方法

を見出すことができず、 宝の持ち腐れになってい

るという状況である。 しかし、 経済現象を見渡せ

ば、 生産者が消費者として適任で、ないというのは

稀なことではなく、 むしろそれが普通である。 そ

の場合、 生産者は生産物の価値を最も高く評価し

てくれる消費者に販売する。 これをビッグデー タ

に当てはめれば、 データの優れた利用方法を考え

ついた企業等に売却すればよい。

そう考えると、 必ずしも政府が民聞から情報を

得る場合だけでなく、 民間と民間の聞でも、 もっ

とデ←タの売買があって良いはずだ。 問題はそう

した売買の仕組みがこれまでほとんど整備されて

こなかったということである。 そのため、 適切な

価格設定ができないο 将来どのような価値をもっ

か判断しづらいこともあり、 どんな値付けをして

良いか分からないケ ー スが多いからだ。 ただし、

この点についても状況は急速に変化しつつある。

適切な価格を見つけ出すlつの方法は、 市場の仕

組みを活用することであり、 上海等でビッグデー
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タの「取引所」設置の動きがあるほか、 園内でも

同様の仕組み作りが模索されている。 デー タ生産

企業と政府の閣のデ ー タのやりとりもそうした動

きと歩調を合わせることが望ましい。 さらに言え

ば、 デ ← タ生産企業と政府の同の取引をプロトタ

イプとして仕上げることにより、 民間企業聞の取

引を促進するといった発想もあってよい。

デ ー タ収集業務のアウトソ ー シングに関する第

2の論点はサンフ
。

ルバイアスである。 政府統計は、

物価や消費などに関する情報を全国民から偏りな

く集めるようデザインされている。 もちろん理念

はともかく実際にはそうなっておらず、 そこが今

回の統計改革の出発点でもあるが、 ここで考えた

いのはその問題ではなく、 民間デ ー タのデザイン

という問題である。 ピッグデ ← タは民間企業が自

らのビジネスを展開した結果として口然発牛，的に

生まれたものであり、 事前にデザインされたもの

ではないという意味で、 オ ー ガニツク・デ ータとも

よばれている。 その結巣、 例えばポイントデータ

には、 そのポイントカー ドを使う人の！購買情報は

入っていても使わない人の情報は含まれず、 全国

民から遍く情報を集めるという設計にはなってい

ない。 もちろん全｜王｜民が保有するポイントカ ー ド

が将来出現すれば購買行動を悉符的に調べること

カ，or能になりサンプルノ〈イアスの問題カすなくなる

という；古Jlもある。 しかしポイントカー ドビジネ

スの目的は全国民から遍く情報を取得することで

はないので、 そうしたカ ー ドの山現は期待できな

いだろう。 民間企業のビジネスの結果として集ま

ったデ← タを「流出」する以ヒ、 サンプルバイア

スは避けて通れない課題であり、 それに正面から

向き合う覚 ’i昔が必要である。 具体的には、 バイア

スの度合いの評価とそれを最小化するための研究

を政府や大学与の研究機関が中心となって進める

必要がある。
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統計作成サ ー ビスの民間開放

現在進行している統計改革で想定されているの

はここまでのシナリオであろう。 しかし民間で蓄

積されたビッグデ ー タを統計作成に使うという話

はここで、終わりではない。 民間デ ー タを統計のソ

ースとして使う以上、 統計作成そのものを民間で

行うという可能性がある。 政府の統計サー ビスの

民営化である。

統計サ ー ビスの民常化といっても、 多様な可能

性があり、 ①政府統計 ーとは別に様々な民間統計サ
ー ビスが（有料、 �料の可能性を含めて）出てく

るケ ← ス、 ②政府統計をなくして、 民間の統計サ

ービスのみが提供されるケ ー ス、 ③特定の民間提

供の統計を政府統計として認定するケ ー ス等、

様々なバリエ ー ションが、 少なくとも理論的には

考えられる。 まず①について考えてみよう。

民間による統計サー ビスの提供というと絵空事

に聞こえるかもしれないが、 実はそうした動きは

既に始まっているとも言える。 例えば、 米国の

Adobe はECのプラットフォ ー ムを提供してお

り、 そのビジネスを遂行する過程で、 誰が何をい

くらで買ったか売ったかという履暦が集まる。

Adobeはこれを凶いて米国の消費指標と物価指

掠を作成し、 それを版完しているの 米国政府の提

供する統計の迅速性や精度に不満をもっ投資家な

どが代替品としてAdobeの指標を購入すると言

われている。 日本でも POSデ ー タやポイントデ

ータを利月jして物価指標を作成するナウキャスト

やカルチャー ・ コンビニエンス ・ クラブなどの例

がある。

メリット － デメリットを整理しておくことは、 例

えば規制の必嬰性の有無を考える｜際に役，rつ。

抽象的に考えれば、 政府’の提供する統計が完艶

なものであれば、 民間が追加で提供することにメ

リットはない。しかし、頻度や種類あるいは精度 －

品質の面で十分で、ないならば、 民間がそれを補う

統計寸ナ ー ピスを提供することには意義がある。 た

とえ民間で符られるデ ー タを政府側が積核的に活

用する場合でも、 政府の人員等には限りがあるこ

とを考えると、 やはりそれに加えて、 その補完と

なるような民間サービスが提供されることには一

定の意義があると考えられるυ

ただし、 多様な情報が民聞から提供されること

については考慮すべき論点もある。

第1の論点は、 民間が統計サー ビスを提供する

と、 複数の指標が乱立し、 利用者が混乱する可能

性があるという点だ。 例えば物価について政府も

含めて複数の烹体が物価指標を公表したとして、

全ての指標が同じ方向を指していれば問題ないが、

ある指楳は物価上昇、 別な指i禁は物価下落となっ

たとき利用者はどの指標を信用すればよいかわか

らなくなり、 出乱が生じるかもしれない。 そんな

混乱が生じるくらいなら民聞が手出ししない：止iが

よいという意見もしばしば聞かれる。

議論を少し整理すると、 計測精度が極端に低い

統計が流通するという問題とそれ以外の問題は分

けて考えた方がよい。計測精度が低くノイズの大

きい指標は、 利用者によって選別され、 やがては

淘汰されるであろう。 問題は、 そうした思質な指

標が淘汰されたとしても、 複数の指標が別な方向

を指し示す可能性がなお残るということである。

計測誤差が全くない指標というのは存在しないか

らだ。 どの指標にも多少なりともノイズが入り込

んでいるので、 利用者は各指標の変動を、 意味の

ある動き（ シグナル）とノイズに分けるという、

多様な経済指標が並存する社会

民間が統計サー ピスを提供することについては、

上記のように既に一部では始まっており、 それを

全面禁止するのも現実的ではない。 ただし、 その

ハuqペυ

容易でない作業を迫られることになる。

この手間をどうとらえるかだが、 ひとつには、

エコノミストなど民間の専門家がシグナJレとノイ

ズの仕分けを行うということが考えられる。 専門

家にとっても手腕を競う場が増えるという意味で

ビジネスチャンスであろう。 しかしそれで、も後数

の指標を前にした利用者の戸惑いや手聞を完全に

消し去ることはできない。 筆者たちは、 複数の指

標があると余計な手聞がかかるように比えるが実

際にはその手間は経済の状況を正維に知る上で十

分コストに見合うものだと考えている。 政府だけ

が統計サー ビスの供給者であれば煩雑な作業は不

要だ。 しかし政府のH：＇，す統計も無謬ではなく、 間

違った方向を指し示す可能性がある。 その場合、

その統計が間違っているか荷かさえ評価できない

という事態に陥る。 そのリスクを絞械できるとい

う意味で複数の主体による複数の指標の公表は望

ましいことである。

バブル崩壊直後の消費者物価統計

実例をひとつ挙げよう。 図では、 東大渡辺研究

宰）日本経消新聞社と共同で公開している「日経 ・

東大日次物価指数」の90年代前半の動きを総務省

統計局の作成する消費者物価統計（CPI)と比較

している（束大指数は太線、 CPIは細線）。 ここ

では、 総務省が公表しているCPIの品H別指数

を用いて、 東大指数で採用されている品j::j （食料

品と日用雑貨）だけから構成されるCPIを作成

している。 同の破線はイネ宅価格の古ij年比であり、

90年夏をピ ー クに前年比が低下していることがわ

かる。 そこからl年ほど遅れてCPIと東大指数

の前年比の低下が始まっている。 ここで注目した

いのはこれらの指数の前年比がマイナスになるタ

イミングであるのCPI前年比がマイナスになるの

は何年初だ。 つまりCPIでは何年からデフレが
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