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（要旨）   

○ 2006 年 12 月１日に公表された 2005 年度の実質ＧＤＰは、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。これまでも、ＱＥ段階の値と確報値の乖

離が大きいという批判は多かったため、ＱＥの推計方法について見直しが検討されている。 

○ 確報推計の基礎統計は、工業統計や特定サービス産業実態調査、その他の各種年次統計等、詳細な年次

データが中心となっている。一方、ＱＥの供給側推計では生産動態統計や鉱工業出荷指数、特定サービ

ス産業動態統計などの月次統計が中心である。この基礎統計の違いが乖離をもたらした可能性が高い。 

○ そのため、供給側推計において基礎統計を精査し、ＱＥ段階でもできるだけ確報段階での基礎統計の動

きに近づける形で、ＱＥの推計方法が改定される見込みである。業界統計の利用や品目の細分化、出荷

概念の調整といった点について今後検討が行われる。 

○ 確報は基本的に供給側からのアプローチである一方、ＱＥは供給側と需要側の両面からのアプローチが

取られているという点についての検討も行われたが、需要側統計も用いてＱＥを推計するという手法は

今後も維持される模様だ。 

○ もっとも、需要側統計の取り扱いを現行のまま据え置くという点については疑問も残る。現在、需要側

推計値と供給側推計値の統合に際しては、１対１に近いウェイトが与えられているが、このウェイトに

ついて改めて検討を行っても良いのではないか。 

○ ＧＤＰの精度を高めるためには、推計方法の改善だけでなく、一次統計の精度向上も必要不可欠であ

る。内閣府に設置される統計委員会の中で、一次統計のあり方も含めた広範な議論が行われ、様々な統

計の改善に向けた動きが今後進んでいくことが期待される。 

 

 

○ 度々改定されるＧＤＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＧＤＰは幾度となく改定される。四半期終了後１ヵ月＋２週間程度で「１次速報」が公表された後に、

「２次速報」→「確報」→「確々報」と改定されていき、さらに５年ごとに「基準改定」が行われる。 

この改定に際しては、時に数値が大きく変動する結果、景気判断に修正を迫られる事態が生じやすい。例

えば、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。ＧＤＰは、エコノミス

図表１　ＧＤＰ改定の流れ

基準改定

１次速報 ２次速報 確報 確々報

１ヵ月＋２週間後頃 ２ヵ月＋10日後頃 翌年12月 翌々年12月

（出所）内閣府資料より作成

速報（ＱＥ） 年次推計（確報、確々報）

５年毎
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トだけではなく市場参加者にとっても極めて重要な統計であるだけに、頻繁かつ大幅な改定が続けば、統計

自体の信頼性が問われるほか、マーケットに不要な混乱をもたらしかねない。そのため、各段階でのＧＤＰ

の精度をそれぞれ高め、できるだけ改定幅を小さくすることが求められている。前編では、１次ＱＥから２

次ＱＥにかけての改定について述べた。後編である本稿では、内閣府の国民経済計算調査会議で行われてい

る議論を元に、速報値（ＱＥ）から確報値にかけての改定をどう考えればよいかという点について述べる。 

 

○ 速報と確報の違いは何から生まれるか ～推計手法の相違と基礎統計の相違～ 

前述の通り、2005 年度のＧＤＰについては、速報値（前年比＋3.3％）と確報値（同＋2.4％）の乖離が極

めて大きかった。需要項目別にみると、乖離が大きかったのは「個人消費」「設備投資」「在庫品増加」で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この乖離の原因を探る前に、まず、確報とＱＥの推計方法等の違いについて述べておこう。確報の推計は

「コモディティー・フロー法」を中核として、基本的には供給側統計を用いて推計されている。コモディテ

ィー・フロー法の流れは以下の通りだ。まず、各品目ごとの出荷額をもとに輸出入や在庫増減を調整し、国

内総供給額を求める。次に、この総供給額のうち、 終的に各品目がどのように利用されるか（中間需要向

け、家計消費向け、固定資本形成向け等）をそれぞれ推計する。これを約 2000 品目において行い、足し上げ

ることによってマクロでの家計消費等が求まる。なお、確報推計の基礎統計としては、工業統計や特定サー

ビス産業実態調査、その他の各種年次統計等、詳細な年次データが中心となっている。 

 ＱＥ推計においてもコモディティー・フロー法は用いられている。もっとも、利用できる基礎統計の制約

があるため簡易的な方法で行われる。推計を行う品目数も約 90 品目にとどまるなど、確報の約 2000 品目と

比べれば品目分類は粗い。まず、この簡易的なコモディティー・フロー法で、供給側からの推計値が需要項

目別に求められる。この供給側からの推計とは別に、需要側からの推計が行われるのがＱＥ推計の特徴だ。

個人消費に関しては家計調査や家計消費状況調査、設備投資に関しては法人企業統計といった需要側統計を

図表２　2005年度ＧＤＰにおける、速報から確報への改定状況

速報値 確報値 速報値 確報値
寄与度差
（確報値－速報
値）

3.3 2.4 3.3 2.4 ▲ 0.9

2.6 1.9 1.5 1.1 ▲ 0.4

▲ 0.2 ▲ 1.0 0.0 0.0 0.0

7.3 5.8 1.0 0.8 ▲ 0.2

- - 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2

1.4 0.9 0.3 0.2 ▲ 0.1

▲ 1.4 ▲ 1.4 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.0

- - 0.0 0.0 0.0

- - 0.5 0.5 0.0

輸出 9.1 9.0 1.2 1.2 0.0

輸入 6.5 6.0 ▲ 0.8 0.7 0.1

（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

政府最終消費支出

公的固定資本形成

公的在庫品増加

財貨・サービスの純輸出

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

前年度比 寄与度

2005年度（実質）

ＧＤＰ
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元に需要側推計値が作成され、これを供給側推計値と統合1することで 終的な推計値が求められている。な

お、ＱＥ推計の基礎統計としては、前述の需要側統計の他、生産動態統計や鉱工業出荷指数、特定サービス

産業動態統計などの月次統計が中心になっている。 

 つまり、確報とＱＥの違いは大きく分けて二つある。一つは「確報は基本的に供給側からのアプローチで

ある一方、ＱＥは供給側と需要側の両面からのアプローチ」という推計手法の相違である。もう一つは、

「確報では工業統計等の年次データ中心による推計である一方、ＱＥの供給側推計では生産動態統計等を中

心とした推計を行う」という基礎統計の相違である。 

 

○ 需要側統計も用いたＱＥ推計方法は継続 

 まず、確報とＱＥの推計手法の相違についてみていく。問題になるのは、「需要側統計を用いることが適

切か」という点である。 

 前述の通り、確報は基本的に供給側からのアプローチである一方、ＱＥは供給側と需要側の両面からのア

プローチが取られている2。そのため、ＱＥに関しても供給側統計中心に推計を行えばよいのではないかとい

う意見は根強く存在する。速報でも供給側統計を中心に利用すれば、速報と確報の親和性が高まる可能性が

あるという理屈だ。また、家計調査や法人企業統計といった需要側統計は、しばしば説明が困難な振れが生

じるなど、十分な精度が確保できていない可能性があることも、こうした意見の背景にある。 

 こうした点について、内閣府で検討が行われた。個人消費と設備投資のそれぞれについて、ＱＥの需要側

推計値と供給側推計値を確報値と比較し、乖離を検証するという方法である。これによると、2005 年度につ

いても、それより過去についても、需要側推計値のパフォーマンスが供給側推計値よりも悪いという結果は

得られなかった模様である3。そのため、需要側統計も用いてＱＥを推計するという手法は今後も維持される

可能性が高そうだ。 

 

○ 速報と確報で用いる基礎統計の相違の問題が大きい 

 需要側統計の問題ではないということであれば、いったい何が問題なのだろうか。結論から言うと、乖離

の原因としては、ＱＥの供給側推計値で用いている基礎統計と、確報で用いている基礎統計の違いによるも

のが大きかった模様である。つまり、推計に用いる統計が違うことが影響しているということだ。 

 製造業関連の品目については、確報では工業統計を用いて出荷額が推計されるものが多い。しかしＱＥ段

階では工業統計は利用できないため、他の統計で代替されることになる。 

いくつかの品目は、ＩＩＰ×ＣＧＰＩ（その品目の出荷指数×物価指数）といった方法で推計されている。

しかし、この方法は誤差が大きい。カバレッジの違いが大きいため、そもそも工業統計の動きと鉱工業出荷

の動きに乖離が大きく、速報値から確報値への改定の際に改定幅が大きくなる傾向があるようだ。例えば

2005 年についてみると、民間 終消費支出の改定幅（▲0.5％pt）のうち、このＩＩＰ×ＣＧＰＩ方式で推

計されている「飲料」(▲0.3％pt)、「精穀・精粉」（▲0.1％pt）の寄与が非常に大きかった。 

また、そのほかのいくつかの品目の推計には生産動態統計が用いられている。生産動態統計は、広範な品

                             
1 そのほか、共通推計項目も推計・合成される。 
2 2002 年８月以前には、需要側統計が基礎統計の中心として推計されていた。しかし、需要側統計の大きな振れ

等の要因により、当時のＱＥはエコノミストの景況感と大幅に異なる数値が公表されることが多かった。また、

速報値については確報値を基準として補助系列の前年同期比を用いて延長していたことが、こうした振れをさら

に大きくしていた。そのほか、速報から確報にかけて大幅に改定されることも多かったこともあり、当時のＱＥ

は多くの批判にさらされていた。その後、2002 年８月に、供給側統計の利用を進めるなどの大幅な推計方法変

更が行われ、現在に至っている。 
3 筆者にとってはやや意外な結果だった。この点については後述する。 
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目について金額ベースで月次に調査する非常に有用な統計ではあるのだが、品目によっては常用従業者が 50

人以上の事業所のみが対象になるなど、工業統計と比べればカバレッジは小さい4。つまり、相対的に小さな

企業が抜け落ちており、そうした零細企業の動向を反映しにくい傾向がある。例えば、輸出主導の景気回復

局面では、大企業中心の回復がまず生じ、中小企業への波及は遅れ気味になることが多いため、生産動態統

計を用いて推計したＱＥ段階では強めに推計され、零細企業の動向も反映される確報段階では下方改定され

るということが起こりうる。実際、景気回復局面では速報値が強めに出る傾向もみられるようだ5。 

 また、生産動態統計と工業統計では、そもそも出荷の概念が異なるという問題もある。工業統計では、そ

の事業所で生産したものを販売したのが出荷と定義される。しかし生産動態統計では、自ら生産したものの

販売に加え、委託生産品（委託加工品）を委託先から受け入れたものや他企業から購入したもの（受入）を

販売したものについても出荷と定義している。ＯＥＭ等の増加に伴って受入の規模が大きくなった結果、生

産動態統計と工業統計の出荷の動きが乖離するケースが増えており、このことがＱＥと確報の乖離をもたら

している可能性がある。 

 なお、製造業以外についても、ＱＥ段階ではサービス業関連の統計に制約が多く、推計に限界があるとい

う点などが指摘されている。また、建設業の推計についても推計方法改善の余地があるとのことである。 

 

○ 供給側推計の見直しで、精度をより高めていく 

 こうした点を踏まえて、ＱＥ段階での推計方法について内閣府で検討が行われている。方向性としては、

「供給側推計において基礎統計を精査し、ＱＥ段階でもできるだけ確報段階での基礎統計の動きに近づけ

る」というものである。例を挙げると、これまでＱＥ段階ではカバーできていなかった部分についても業界

統計を利用するなどして推計を行うほか、ＱＥ段階で品目を細分化し、工業統計の品目データと変動が近く

なるようにするといった点について検討が行われる見込みである。また、生産動態統計と工業統計の出荷概

念の相違についても、生産と在庫のデータを用いるなどして概念の調整を行い、乖離をなくしていくとされ

ている。 

 今後、こうした検討を重ねていき、導入可能なものに関しては今年末の 2007 年７-９月期２次ＱＥから順

次取り込んでいくという方針が示されている。 

 

○ 需要側統計の取り扱いをどうすべきか 

 ここまで、ＱＥと確報の乖離をもたらす原因について説明し、現在検討されている対応を紹介した。今後

予定されているＧＤＰ推計方法の改定によって、ＱＥと確報の乖離が縮小することが期待される。 

 もっとも、一点、筆者が気になっていることがある。それは、需要側統計の取り扱いの問題である。前述

した通り、内閣府の検討では、個人消費、設備投資とも、需要側推計値のパフォーマンスがとりたてて悪い

わけではないとされている。果たして本当にそうなのだろうか。 

 確かに、供給側推計に限界があることは事実である。例えば、パソコンが 100 台売れたというデータがあ

ったとしよう。このパソコンのうち、どれだけが個人消費であり、どれだけが固定資本形成であったかとい

うことは、このデータからは分からない。つまり、供給側の値から推計するためには、各品目がどのように

利用されるか（中間需要向け、家計消費向け、固定資本形成向け等）という比率（配分比率）を求める必要

がある。本来、この比率は状況によって変化する。例えば、個人消費が大きく盛り上がっている時であれば

家計消費向けの配分が大きくなるだろうし、企業部門が非常に好調で投資を増やしている時であれば固定資

                             
4 品目によってカバレッジは異なる。全数調査の品目もある。 
5 そのほか、データの代表性の問題も指摘されている。生産動態統計は工業統計に比べて調査品目数が小さい。そ

のため、代表的な品目のシェアが工業統計でのシェアと比べてかなり大きくなることが多い。この結果、生産動

態統計と工業統計の間で乖離が生まれることがある。 
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本形成向けが大きくなっているはずだ。しかし、現実にはこうした配分比率をリアルタイムで把握できる統

計は存在しないため、ＧＤＰ推計においては、配分比率は四半期ごとに変化しないと仮定して計算する。こ

の配分比率は産業連関表をベースに作成されるのだが、産業連関表は公表が遅いため、かなり古い時点のデ

ータを元に計算された配分比率を用いて足元のＧＤＰが計算されていることになる。これはやや大きめの仮

定といえるだろう。こうした点は、供給側推計の持つ問題の一つである。 

また、設備投資に関しては、固定資本形成をまず求め、そこから住宅投資と公共投資を除いた残差として

求められることも問題を難しくする。実際、大守（2002）では「固定資本形成全体に関する供給側情報は相

当正確であるが、供給側から民間設備投資を求めるためには、前述のように公的固定資本形成を控除しなけ

ればならない。後者の精度が高くないために供給側からの残差方式による民間設備投資の推計値の精度は需

要側とそう変わらないものになった」と指摘されている。 

 このように、供給側からの推計は決して万能ではない。供給側の統計のみを用いて推計すればすべてが解

決するような単純な話ではないことは、筆者も同意する。 

 だが、筆者はこれまで経済指標を用いてエコノミストとして景気判断を行ってきたが、需要側統計には幾

度となく泣かされてきた。特に家計調査では、明らかに実態と乖離したと思われる到底許容し難い振れをみ

せることが多々ある。結果として、ＱＥの値についても、需要側統計の振れによって影響を受けたことは多

いと思われる6。内閣府の検討では、（確報値は年値で推計されるため）暦年の値を基準として確報と需要側

推計値を比較し、両者に大きな乖離はないとしていた。確かに暦年値としてまとめればある程度の精度が確

保できているのかもしれないが、需要側統計の月次の振れが非常に大きいことを勘案すれば、四半期データ

としての精度にはやや問題がある可能性が高いのではないだろうか。果たして需要側統計の扱いは現状のま

まで良いのかという疑問がある。 

 現在、需要側推計値と供給側推計値の統合に際しては、おおむね１対１に近いウェイトが与えられている。

今回の推計方法見直しの結果、供給側推計の改善が図られる可能性が高いのであるから、この機会に改めて

このウェイトについて検討を行っても良いのではないだろうか。結果として供給側に重点を置いたウェイト

になれば、ＱＥの精度・安定性の向上に寄与する可能性があると思われる。 

 

○ 一次統計の精度向上が望まれる 

 本稿では、今後予想されるＱＥの推計方法の改定について述べてきた。ＧＤＰの推計方法を見直し、統計

精度を高めていくことは非常に重要である。今後も絶えず推計方法改善に向けた検討を行っていくことが望

まれる。 

 もっとも、ＧＤＰは加工統計であるため、推計方法を変更するだけでは精度向上に限界がある。いかに良

い推計方法を導入したところで、一次統計の精度が悪ければどうしようもない。 終的には、一次統計の信

頼性をいかに高めていくかといった点が重要であると考えられる。 

例えば、前述の通り、家計調査はサンプル数の少なさに由来すると思われる振れが非常に大きく、時に実

態を表していないと思われることがある。よりサンプル数の多い家計消費状況調査の調査品目を拡充するな

どの対応が望まれる。また、サービス業を月次で的確に把握できる統計がないことも問題である。サービス

産業の重要性が増しているにもかかわらず、サービス関連統計の整備度合いはまだ不十分と言わざるをえな

い。サービス統計の拡充・新設が望まれる。 

日本の統計制度は、カナダのような集中型ではなく、各省庁がそれぞれ独自に統計の作成を行う分散型と

なっている。その結果、時代の変化とともに必要性が低くなった統計が残存する一方で、必要性の高い統計

の整備が不十分となっている。また、統計間の整合性が必ずしもとれていないほか、統計の重複も非常に多

                             
6 推計に際しては、家計調査をそのまま用いているわけではないことや、家計消費状況調査も用いられていること

などを勘案しても、単月の振れが大きいことには変わりない。 



  

 

                                                                                                 
 本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所経済調査部が信ずるに足る

と判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内

容は、第一生命ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 

 

い等の問題点も指摘されているところである。縦割りの弊害と言えるかもしれない。 

 幸いなことに、５月に改正された統計法ではこうした問題点について改善しようという意思が窺える。新

しい統計法では、内閣府に「統計委員会」が設置され、省庁横断的かつ専門性を兼ね備えた「司令塔」的機

能が担われることになる。また、国民経済計算も、基幹統計、つまり統計の中でも 重要なものとして位置

づけられることになる。その統計委員会の中で、一次統計のあり方も含めた広範な議論が行われることが期

待される。統計委員会に強制権限があるわけではないが、専門家の立場から意見が公式に表明されることに

より、様々な統計の改善に向けた動きが今後進んでいくことを期待したい。 
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図表３　名目ＧＤＰと統計調査予算の構成比（平成14年）

（出所）経済財政諮問会議（平成18年５月18日開催）吉川議員提出資料

名目ＧＤＰ

サービス産業
（61.6％）

農林水産業
（1.3％）

統計調査予算

サービス産業
（19.1％）

農林水産業
（26.7％）
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