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（要旨）   

○ 大田経済財政担当相は７月６日の記者会見で、８月公表の４-６月期ＧＤＰから、ＧＤＰの推計方法を

改定する方針を述べた。 

○ これまで、２次ＱＥにおいて、実質ＧＤＰ（前期比）は平均して 0.2％pt 改定されている。年率換算で

0.8％pt の改定は、潜在成長率近傍での成長が続いているような状態の時には、景気判断にも大きな影

響を及ぼす可能性があるため、１次ＱＥと２次ＱＥの乖離を縮小させることが求められていた。 

○ 過去の２次ＱＥでは、「民間在庫品増加」と「民間企業設備」の改定幅が大きく、ＧＤＰの大幅改定に

つながっていた。今回、１次ＱＥ段階での在庫推計方法が変更される。 

○ 現行方式では、１次ＱＥ段階での在庫推計において、仕掛品在庫と原材料在庫は「前期と同じ季節調整

値」として仮置きが行われている。だが、実際には、この仮置き値が実態と乖離することが多かったた

め、今回の改定では、ＡＲＩＭＡによる予測値によって仮置きする方法に変更する。これにより、２次

ＱＥ段階において、民間在庫品増加、ひいてはＧＤＰの改定幅が縮小することが期待される。 

○ その他、１次ＱＥ段階での供給側推計値の推計方法も若干改定される。 

○ 設備投資の推計方法において、１次ＱＥ段階では供給側統計を主に用い、２次ＱＥ段階では需要側統計

も利用して推計が行われていることについての検討も行われたが、設備投資に関しては、現行通りの推

計方法を維持するとのことである。 

○ 速報値（ＱＥ）と確報値の乖離が大きいという問題点に関しては引き続き検討課題とし、今年末に公表

される 2006 年度確報から、可能な範囲で推計方法の改善を行うとされている。後編では、この点につ

いて検討する。 

 

 

○ ＱＥの推計方法が改定 

 大田経済財政担当相は７月６日の記者会見で、８月公表の４-６月期ＧＤＰの推計方法を改定する方針を述

べた。これは、１次ＱＥから２次ＱＥにかけての改定幅が大きいとの批判に応えたものである。また、速報

値（ＱＥ）と確報値の乖離が大きいという問題点に関しては引き続き検討課題とし、今年末に公表される

2006 年度確報から、可能な範囲で推計方法の改善を行うとしている。 

 まだ内閣府から推計方法の改定について正式な発表はないため詳細は不明だが、現時点で利用可能な情報

を元に、できるだけ簡単に説明したい。 

 

○ 二つの改定 

 ８月中旬公表予定の４-６月期ＧＤＰ１次速報において予定されている推計方法の改定は、大きく二つに分

けられる。一つは「民間在庫品増加の１次ＱＥ段階での推計方法の改定」、二つ目は「１次ＱＥ段階での供

給側推計値の推計方法改定」である。どちらも、１次ＱＥと２次ＱＥの改定幅を縮小させ、より実態に近づ

けることを意図したものである。以下で順に解説する。 
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（１）民間在庫品増加の１次ＱＥ段階での推計方法の改定 

図表１は、過去における１次ＱＥから２次ＱＥへの改定状況をまとめたものである。これによると、実質

ＧＤＰ（前期比）は平均して 0.2％pt 改定されている。年率換算で 0.8％pt の改定は、潜在成長率近傍での

成長が続いているような状態の時には、景気判断にも大きな影響を及ぼす可能性がある。例えば仮に、ある

期のＧＤＰ成長率が１次ＱＥ段階で前期比年率＋2.2％だっだとしよう。この場合、多くのエコノミストは

「潜在成長率をやや上回り、景気回復の持続を確認できた」と評価するのではないだろうか。しかしその後、

２次ＱＥで前期比年率＋1.4％に下方修正されたとする。この場合、評価は「潜在成長率を下回り、景気は減

速」に大きく変わる可能性がある。このように、仮にＧＤＰの改定によって景気判断が大きく振れることが

続けば、ＧＤＰそのものへの有用性に疑問符がつけられてしまう可能性がある。場合によっては日本銀行の

金融政策運営にも影響する可能性もあるだろう。そのため、改定幅をできるだけ縮小させることが求められ

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定状況を需要項目別にみると、特に影響が大きいのが「民間在庫品増加」と「民間企業設備」の二つで

ある1。今回の改定では、主に「民間在庫品増加」について推計方法の改善が行われることになった。 

 まず、現行の民間在庫品増加の推計について述べておこう。民間在庫品増加は、製品在庫、仕掛品在庫、

原材料在庫、流通在庫の４形態に分けて推計し、合計することによって求められる。このうち、製品在庫と

流通在庫に関しては、鉱工業指数や商業販売統計などを用いて１次ＱＥの段階でも推計を行うことが可能で

ある。しかし、仕掛品在庫と原材料在庫に関しては、１次ＱＥ段階では関連するデータが全く公表されてい

                             
1 公的固定資本形成も改定幅は大きいが、ＧＤＰへの寄与度はそれほど大きくない。 

図表１　　１次ＱＥから２次ＱＥへの改定状況（実質季節調整済前期比）

ＧＤＰ
民間最終
消費支出

民間住宅
民間企業

設備

民間在庫品
増加

（寄与度）

政府最終
消費支出

公的固定
資本形成

純輸出
（寄与度）

輸出 輸入

02 Q2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 ▲ 0.2 ▲ 1.2 0.1 ▲ 0.1 ▲ 1.2
Q3 0.1 0.2 0.2 0.4 0.0 ▲ 0.2 0.1 ▲ 0.1 0.1 0.8
Q4 0.0 0.0 0.1 1.6 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.7 0.0 ▲ 0.4 ▲ 0.3

03 Q1 0.1 ▲ 0.1 0.0 ▲ 1.2 0.3 ▲ 0.2 0.3 0.1 0.1 ▲ 1.3
Q2 0.4 0.1 0.1 3.4 ▲ 0.3 0.3 ▲ 1.0 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.5
Q3 ▲ 0.3 ▲ 0.1 0.4 2.3 0.3 0.2 ▲ 1.7 0.0 0.2 0.5
Q4 ▲ 0.1 0.1 0.0 1.2 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.5 0.0 0.4 0.5

04 Q1 0.1 0.0 0.0 ▲ 0.7 0.3 0.2 0.5 ▲ 0.1 0.0 0.9
Q2 ▲ 0.1 0.0 0.1 1.2 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 1.9 0.0 0.0 ▲ 0.1
Q3 0.0 ▲ 0.7 0.5 1.3 0.0 ▲ 0.2 2.0 0.1 0.2 ▲ 0.9
Q4 0.2 0.0 0.0 ▲ 0.6 0.2 0.4 ▲ 0.1 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.7

05 Q1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.1 0.4 ▲ 0.1 ▲ 0.2 1.1 0.0 ▲ 0.2 0.0
Q2 0.5 ▲ 0.1 0.0 1.4 0.3 0.4 ▲ 1.3 0.0 0.1 ▲ 0.1
Q3 ▲ 0.2 0.1 0.1 0.9 ▲ 0.4 0.3 ▲ 0.7 0.1 0.0 ▲ 0.6
Q4 ▲ 0.1 0.1 0.2 ▲ 1.3 0.2 0.1 ▲ 1.0 0.0 0.4 0.4

06 Q1 0.3 0.1 0.0 1.7 ▲ 0.1 0.1 2.9 ▲ 0.1 0.0 0.5
Q2 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.1 0.2 0.0 ▲ 1.7 0.0 0.0 0.2
Q3 ▲ 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.4 ▲ 1.4 ▲ 0.1 0.6 1.4 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.4
Q4 0.1 ▲ 0.1 0.2 0.9 0.0 0.1 1.0 ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.2

07 Q1 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2 1.2 0.1 0.0 ▲ 1.1 0.1 0.0 ▲ 0.5

0.2 0.1 0.1 1.2 0.2 0.2 1.1 0.1 0.2 0.5

- 0.06 0.01 0.18 0.19 0.03 0.05 0.05 0.03 0.08

（出所）国民経済計算調査会議　第３回推計手法検討委員会配布資料

絶対偏差の平均

寄与度
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ないため、１次ＱＥでは「前期と同じ季節調整値」として仮置きが行われている2（図表２）。この場合、Ｇ

ＤＰ全体に対する仕掛品在庫と原材料在庫増加の前期比寄与度はゼロになり、影響を与えないことになる。 

 この「前期と同じ季節調整値」という仮定が果たして妥当かどうかという点が問題の所在である。 

在庫品増加について「前期から横置き」ということは、「前期と同じペースで在庫を積み増す」と仮定す

ることと同じ意味なのだが、これはかなり厳しい仮定である。例えば、ある四半期に大幅に在庫を積み増し

たとしよう。そのような大幅な積み増しが続くわけもなく、通常であれば、むしろ反動から次の期の在庫増

加は小さめ（あるいは在庫取り崩し）になることが予想される。寄与度でみればマイナスだ。だが、１次Ｑ

Ｅでの仮置き段階では横ばい（寄与度ゼロ）となるため、２次速報で下方改定されることになる。 

 図表３（次項）は、民間在庫品増加の改定状況についてグラフにしたものである。四半期ごとに上方改定

と下方改定が交互に生じていることが明らかだろう。改定幅も決して小さくない。つまり、大きなプラス寄

与の後はマイナス寄与、大きなマイナス寄与の後はプラス寄与になる可能性が高いにもかかわらず、寄与度

ゼロで仮置きしていることが、１次ＱＥから２次ＱＥにかけての改定幅を大きくしていたものと考えられる。 

 こうした問題意識から、今回、民間在庫品増加（原材料在庫、仕掛品在庫）の１次ＱＥ段階での仮置き方

法を変更することになったようだ。具体的には、原材料在庫と仕掛品在庫についてＡＲＩＭＡモデルを用い

て予測を行い、その値で仮置きするという方法がとられることになった模様である。なお、ＡＲＩＭＡモデ

ルとは、時系列分析の手法の一つであり、ごくおおざっぱに言ってしまえば、データを予測する際に、その

データ自身の過去の値や誤差項の過去の値などを用いて予測する方法である。内閣府が、現行の仮置き方法

（前期と同じ季節調整値）とＡＲＩＭＡを用いた方法を比較検討した結果、ＡＲＩＭＡを用いることで１次

ＱＥのパフォーマンスが向上することが確認された3。 

 この推計方法の改定により、２次ＱＥ段階において、民間在庫品増加、ひいてはＧＤＰの改定幅が縮小す

ることが期待される4。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
2 原系列は、季節調整値を予定季節指数で割り戻すことによって求める。なお、２次ＱＥ段階では、法人企業統計

を元にそれぞれ推計される。 
3 なお、検討資料の結果をみる限りでは、過大な期待は禁物かもしれない。 
4 現在、形態別の在庫品増加額は、直近時点まで公表されていないため、ユーザーは、ＡＲＩＭＡモデルを用いて

正確な予測を行うことができない。このことは、民間機関による事前予測の精度をさらに低め、市場に無用な混

乱をもたらすことにつながる可能性がある。直近までの形態別在庫品増加額の公表が強く望まれる。 

図表２
民間在庫品増加の推計に利用可能な基礎資料（１次と２次の比較）

１次ＱＥ ２次ＱＥ

製品在庫
鉱工業在庫指数
（３ヵ月目は速報）

鉱工業在庫指数
（３ヵ月目は確報化）

流通在庫
商業販売統計
（速報）

商業販売統計
（確報）

原材料在庫

仕掛品在庫

（出所）国民経済計算調査会議　第３回推計手法検討委員会配布資料

季調済み前期比が横
這いとして仮置き
（基礎資料なし）

法人企業統計
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         （出所）国民経済計算調査会議 第３回推計手法検討委員会配布資料 

 

 

（２）１次ＱＥ段階での供給側推計値の推計方法改定（欠落月補外方法の改定） 

 二つ目の改定は、１次ＱＥ段階での供給側推計値の推計方法の改定である。こちらの改定はマイナーチェ

ンジにとどまる。 

 ＱＥ推計に際しては、まず、供給側の統計を元にして 90 品目分類について供給側推計値が作成される5。

その後、個人消費や設備投資については、家計調査や家計消費状況調査、法人企業統計などの需要側統計か

ら作成された需要側推計値と合成6することにより求められている。 

 この供給側推計値を作成する際の出発点となるのが「供給側出荷額」の推計なのだが、この出荷額の推計

が、今回若干変更される模様である。 

 供給側ＱＥ出荷額の推計においては、90 品目分類で推計しているうち、製造業を中心とする 27 品目7にお

いて生産動態統計が用いられている。これは、出荷額全体の約 27％を占める。この生産動態統計は月次で詳

細な品目について金額ベースで公表されているため、非常に有用なのではあるが、毎月の公表日が若干遅め

という問題がある。そのため、１次ＱＥの公表時には、四半期の最終月（３ヵ月目）については生産動態統

計の公表が間に合わず、最終月は補外を行っている（２次ＱＥ段階で改定）。 

 現在は、①生産動態統計の最初の２ヵ月分の前年比を用いて補外、②数量（鉱工業指数）×価格（企業物

価指数）の伸びを用いて補外、という２種類の方法で補外されているのだが、過去のパフォーマンスを比較

検討した結果、②の方法で補外する品目を増やすとの結論が得られた模様だ8。 

 なお、この改定は、四半期の３ヵ月目補外方法が、ウェイトもそれほど大きくない数品目において変わる

のみであるため、ＱＥに大きな影響を与えることはないだろう。 

 

                             
5 確報では約 2000 品目。 
6 供給側推計値と需要側推計値に加え、共通推計項目も別途推計される。 
7 うち、「電子・通信機器」と「自動車」を細分類でカウントすると計 40 品目。 
8 新たに②方式を採用するのは「陶磁器」「特殊産業機械」「その他の一般機械機器」「重電機器」の４品目。主

に設備投資に影響する品目である。 

民間在庫品増加の

１次ＱＥから２次ＱＥにかけての改定状況

（寄与度、実質、前期比）
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図表３
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○ その他の論点 

 今回の改定で、もう一点検討対象となったのが、設備投資の推計方法の問題である。設備投資は、１次Ｑ

Ｅ段階では、公表日が遅い法人企業統計等の需要側統計を用いることができない。そのため、１次ＱＥ段階

では供給側の統計を用いて供給側推計値を作成し、需要側推計値については、供給側推計値と同じ伸びと仮

定して仮置きを行っている。そして２次ＱＥ段階では、法人企業統計等を用いて改めて需要側推計値が作成

され、改定されるのである。 

 もっとも、内閣府が今回検討を行った結果、１次ＱＥ段階での需要側推計値の仮置き値と、２次ＱＥで得

られる実績値には大きな乖離は見られないという結論が得られた9。そのため、設備投資に関しては、現行通

りの推計方法を維持するとのことである。 

 

○ 速報と確報の乖離について 

 本稿では、８月公表の４-６月期ＧＤＰから採用される予定のＧＤＰの推計方法改定について解説してきた。

今回の改定は、１次ＱＥから２次ＱＥにかけての改定幅を縮小させ、より実態に近づけることを目的とした

ものである。 

 もっとも、より本質的な問題としては、ＱＥと確報値の乖離をどうするかという問題がある。2006 年 12

月１日に公表された 2005 年度の実質ＧＤＰが、速報値段階の前年度比＋3.3％から、確報値では＋2.4％へと、

▲0.9％ポイントもの大幅下方修正となったことは記憶に新しい。こうした点については現在も検討中であり、

今回の改定には間に合わなかったようだ。 

 後編では、内閣府で行われている議論を元にして、ＱＥと確報値の乖離を縮小させるための方向性につい

て解説を行いたい。 

 

（後編に続く） 

（参考文献は後編にまとめて記載） 

 

 

                             
9 検討資料の結果を眺めると、乖離がかなり大きいように私には見えるのだが。 
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