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2008年SNA第15章
価格及び数量測定値についての覚え書き

１．始めに

◉国民経済計算の体系 System of National 
Accounts（SNA）の2008年版が公表された。先
の1993年版以降15年を経ての改訂である。2008
年SNAも1993年SNAと同様に非常に大部な冊
子であるので、その全体に目を通し、それを解
説検討することは容易なことではない。日本に
おいて1993年SNAが検討に入ったときには、
その生産勘定、供給及び使用表、価格及び数量
測定値の章の翻訳に携わったことがあるので、
一応、比較優位な箇所から取り掛かることにし
て、ここでは2008年SNAの第15章価格及び数
値測定値をまず取り上げることにする。筆者の
一人はかつてデフレーターの推計に関係したこ
とがあるので、その意味からもこの章を取り上
げてみたい。SNAは相互依存的な体系である
ので、単一の章のみを取り上げることは他の箇
所との関係を見落とす危険性があるが、大部な
文書全体に目を通すことは今のところできない
ので、これは止むを得ない措置である。

◉2008年SNA「第15章価格及び数値測定値」
の大まかな構成は次のようである。

Ａ．序文
Ｂ．指数理論の概観

１．物量、価格及び価額
２．価格及び数量の時間的指数
３．連鎖指数
４．価格変動の原因
５．時間的な質の変化の測定

６．連鎖指数作成の実際的利点
Ｃ．国民勘定における数量測定値の作成

１．序論
２．価格デフレーション対物量再評価
３．利用可能な価格指数
４．GDPの数量測定値の基礎としての

供給及び使用表
５．GDPの産出推計値の数量測定値
６．GDPの支出推計値の数量測定値
７．固定資産ストック及び固定資本減耗

のための数量及び価格
８．付加価値の構成要素
９．四半期及び年次推計値
10．要約的勧告

Ｄ．経済全体についての実質所得の測定値
１．実質所得の概念
２．交易条件の変化からの交易利得及び

損失
３．GDPの数量測定値と実質所得集計

値の間の相互関係
Ｅ．国際間価格及び数量比較

１．序論
２．指数問題
３．国民勘定作成者のための実際的検討

要素
◉因みに、1993年SNAにおける第XVI章「価

格測定値と数量測定値」の構成は次のように
なっている。

Ａ．序論
Ｂ．価額、価格及び物量
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Ｃ．時間的価格指数と時間的数量指数
１．序論
２．ラスパイレス指数とパーシェ指数
　　不変価格表示価額
３．ラスパイレス指数とパーシェ指数の

関係
　　指数に対する経済理論的アプローチ

Ｄ．連鎖指数
１．指数の基準改訂と接続
２．基準改訂と各期間の接続

Ｅ．総付加価値及びGDPについての数量指
数
１．付加価値及びGDPについての数量

指数
２．シングルインディケーター法
３．GDP数量
４．代替的な数量系列と価格系列の公表

Ｆ．国際的価格及び数量指数
１．2国間比較
２．多国間比較

Ｇ．質の相違と変化の処理
１．質の相違、価格差異及び価格差別
２．時間的な質の変化
　　ヘドニック法の使用

Ｈ．価格と数量の直接的測定と間接的測定の
選択

Ｉ．非市場財・サービス
Ｊ．「体系」における価格測定値及び数量測

定値の範囲
１．雇用者報酬
２．固定資本減耗
３．生産物に課される税及び補助金
４．純営業余剰

Ｋ．一国経済についての実質所得の測定
１．序論
２．交易条件の変化による交易利得･損

失
３．実質所得集計値の相互関係

◉価格及び数量測定についての2つのSNAの

記述には、構成には相違があるが、全体を通じ
ての内容については特に新しいものはない。し
かし、構成は、1993年SNAでは、国際比較の
記述が質の変化の処理のような指数論に関わる
ものや非市場財･サービス、国内総所得を構成
する諸項目に先行していたりして構成が順序
だっていないが、2008年SNAにおいては指数
論、国民勘定の数量的表示、実質所得の測定、
国際比較というすっきり整理された構成になっ
ている。また、その重点の置き方にはいくつか
異なっているところもある。連鎖指数重視への
移 行 は1993年SNAに お い て す で に 明 ら か で
あったが、2008年SNAにおいてはそれはさら
に明示的になった。ここでの関心は一国の年次
及び四半期の測定にあるので、以下においては、
国際比較の部分を除いて、2008年SNA第15章
の内容を順次検討してみたい。

1．指数の理論について

（1）物量、価格及び価額

◉価額＝価格×物量が成り立つのは、単一で
同質的な財貨或いはサービスについてのみであ
る。複数の財貨･サービスが存在する場合や、
同じ財貨･サービスでも質の異なるものが併存
する場合はこのような関係は成り立たない。

◉パラグラフ15．11においてはadditivityの問
題が取り上げられている。additivityという用
語は、このSNAの章においては、二義的に使
用されているようである。このパラグラフでい
うadditivityは加算可能性と訳されるべきであ
り、後に出てくる加法整合性とは異なる意味で
使われている。物量は単一の同質的なものでな
ければ加算可能ではない。価格そのものも財貨
或いはサービスの間では加算可能ではない。価
額は共通の通貨単位で表示されていると記述さ
れているが、加算可能な価額は名目価額のほか
はパーシェ価格指数をデフレーターとして用い
た不変価格表示価額のみであって、他の価格指
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数をデフレーターとするような数量価額は加算
可能ではない。不変価格表示価額が加算可能で
あるのは、それがadditivityのもう1つの意味で
ある加法整合性をもつからである。

◉異なる財貨の物量を集計して得られるいわ
ゆる“物量指数”といわれるものから計算され
る“単価指数”が価格指数として不十分なもの
であることは言うまでもない。

（2）価格及び数量の時間的指数

◉国民経済計算において取り上げるに価する
と考えられる価格指数および数量指数はラスパ
イレス指数、パーシェ指数、フィッシャー指数、
トルンクヴィスト指数及び連鎖指数であり、し
かるべきデータが利用可能であれば、連鎖指数
は先の４つの指数の全てについて作成すること
ができる。

◉ラスパイレス価格指数は基準期間（基準期
間と参照期間は一般に同じであることが多いの
で、以下では基準期間を主として使用する）の
商品バスケットと基準期間及び各比較期間の商
品の価格を用いた総和算式、或いは、基準期間
の各商品の価額シェアによって各期間の商品の
価格比率を加重算術平均する加重算術平均式と
して計算できる。

◉一方、パーシェ価格指数は比較期間のバス
ケットと基準期間及び各比較期間の商品の価格
を使用した総和算式、或いは、比較期間におけ
る商品の価額シェアによって各期間の商品の価
格比率を加重調和平均する加重調和平均式とし
て計算できる。

◉ラスパイレス価格指数をデフレーターとし
て使用した実質価額を指数化すると、それは
パーシェ数量指数となる。一方、パーシェ価格
指数をデフレーターをして用いた実質価額を指
数化すると、それはラスパイレス数量指数とな
る。かくして、ラスパイレス及びパーシェ算式
による価格指数及び数量指数と価額指数の間に
は次のような関係がある。

価額指数＝ラスパイレス価格指数×パーシェ
数量指数

価額指数＝パーシェ価格指数×ラスパイレス
数量指数

◉パーシェ価格指数をデフレーターとして使
用した実質価額は基準年次価格を一貫して物量
の評価価格として使用するので、不変価格表示
価額とよばれる。2008年SNAによれば、その
ような価額は経済構造が変化する長期について
は、国民経済計算にとっては最良の実務ではな
い。不変価格表示価額は、それが持つ加法整合
性という利点よりも、このような評価価格の固
定性という欠点の方が厳しく評価されるように
なっており、それは連鎖指数の評価向上につな
がっている。この章のここまでの記述によるよ
りよい実務はデフレーターの基準改定を行な
い、その結果得られる指数をリンクすることで
あるとされている。

◉ラスパイレス指数とパーシェ指数の間に
は、一般に、次のような関係もある。

ラスパイレス価格指数＞パーシェ価格指数
ラスパイレス数量指数＞パーシェ数量指数

このことはボルトケヴィッツの公式として知ら
れるものから導くことができる。

また、ラスパイレス価格指数は理論ラスパイ
レス生計費指数の上限を与え、パーシェ価格指
数は理論パーシェ生計費指数の下限を与えるこ
とも周知のこととして知られている。

◉ラスパイレス価格指数は基準期間に固定さ
れたバスケットを保持しており、パーシェ価格
指数は比較期間のバスケットを順次使用してい
る。基準期間と比較期間の物量についての情報
を対称的に使用する指数の１つはフィッシャー
指数であり、それはラスパイレス指数とパー
シェ指数の幾何平均として定義される。もう１
つの指数はトルンクヴィスト指数であり、それ
は基準期間と比較期間の２つの期間における平
均支出シェアによって加重された価格比率の幾
何平均として定義される。
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◉フィッシャー指数もトルンクヴィスト指数
も超越指数Superlative Indexとよばれる経済
理論的に優れた性質をもつ指数である。このよ
うな指数の大きさはラスパイレス及びパーシェ
指数の間にあることになる。

◉フィッシャー及びトルンクヴィスト数量指
数はどちらも単一の期間の価格を評価価格とし
て使用するものではないので、それには不変価
格表示という用語は適切でなく、数量系列とよ
ぶことが正しいと指摘されている。

◉指数の望ましい性質として２つの特性がし
ばしば取り上げられることがある。それは要素
逆転性及び時点逆転性といわれるものである。
要素逆転性とは同じ算式による価格指数と数量
指数の積が価額指数になるという性質である。
フィッシャー指数はこの特性を満たす指数算式
である。即ち、

フィッシャー価格指数×フィッシャー数量指
数＝価額指数
ラスパイレスおよびパーシェ指数がこれを満

たさないことは先に示した。時点逆転性とは期
間Oと比較される期間tの指数が期間tと比較さ
れる期間Oの指数の逆数であるという性質であ
る。フィッシャー指数はこの特性をも満たす。

◉フィッシャーはこのような２つの特性を満
たすために彼の指数を理想指数と呼んだが、ウ
エイトとして基準期間と比較期間の両方の情報
を必要とするため、指数の速報性に問題がある。
また、その指数の意味の理解も容易ではない。
例えば、ラスパイレス価格指数は基準期間のバ
スケットを基準期間で購入した価額と比較期間
で購入したと仮定した場合の価額の比率と解釈
されるし、パーシェ価格指数は比較期間のバス
ケットを比較期間と基準期間で購入した場合の
購入価額の比率として解釈することができる。
フィッシャー指数にはこのような明解な解釈は
ない。

◉パラグラフ15.33においては、指数の選択
に関する様々なアプローチはフィッシャー指数

を推奨すると記述されており、超越指数の１つ
としてトルンクヴィスト指数も推奨される指数
であるとされている。この２つの指数は非常に
類似した結果を生じ、経済理論的アプローチは
それらの使用を正当化するとされている。

◉デフレーターとしての価格指数とは別に、
物価指数としての価格指数に最も要求される特
性は時宜性（timeliness）であるとされている。
物価指数の重要な目的は物価の動向を早期に把
握することであるので、この特性は「時宜性」
というよりもむしろ「速報性」（quicklinessか）
という方が良いであろう。ラスパイレス指数は
基準期間のウエイトを固定して使用するので、
比較期間のウエイトを使用する他の指数よりも
速 報 性 に 優 れ て い る。 パ ラ グ ラ フ15.34及 び
15.35においては、参照期間のウエイトのための
資料を得るために時間が掛かる場合には、価格
参照期間以前のウエイトを使用するヤング指数
やロウエ指数のような指数が紹介されている。

（3）連鎖指数

◉基準期間の相対価格パターンを数量変化の
測定のために使用し続けることが次第に適切で
なくなっていくということは先に記されてい
る。かくして、古いウエイトによる系列を新し
いウエイトによる系列にリンクすることが必要
になる。重複する期間のリンクによって古い系
列と新しい系列を接続する方法は連鎖法であ
る。リンクされる系列は加算可能性がないため
に集計値及びその構成要素ともにその集計水準
において個別にリンクされなければならない。

◉より頻繁にウエイトが更新されるほど、新
規の財貨･サービスが採用されるために、結果
として得られる価格或いは数量系列はより代表
性の高いものとなる。年次連鎖指数は２つの連
続する年次についての年次指数を作成し、それ
を連続的にリンクすることによって作成される。

◉ラスパイレス連鎖指数とパーシェ連鎖指数
は、個々の価格及び数量の時間的推移に大きな
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変動がなければ、ラスパイレス指数とパーシェ
指数の間の値をとり、両者の間にあった開きは
大きく減少する。個々の価格や数量に以前に生
じた変化が後の期間に逆転するような変化があ
るならば、連鎖指数は異常な変化をすることも
あるが（ドリフトといわれる現象や実質産出、
実質投入、実質付加価値の間の不整合など）、
2008年SNAにおいては、全体的に見て、連鎖
指数を使用することの有利な状況はこのような
不利な状況よりもよりありそうであると記述さ
れている。因みに、連鎖ラスパイレス価格指数
をデフレーターをして使用した実質価額による
数量指数は連鎖パーシェ数量指数となり、連鎖
パーシェ価格指数をデフレーターとする実質価
額による数量指数は連鎖ラスパイレス数量指数
となる。

◉年次指数を連鎖することは一般に推奨でき
ることであるとされる。しかし、月次及び四半
期の価格及び数量データは季節要素や短期的な
不規則性のために大きな変動を伴うことがあ
り、このような場合の連鎖の利点は小さくなる。
パラグラフ15.44は「連鎖は季節変動を修正し
ない季節データには適用するべきではない」と
している。このことは実際に四半期別連鎖指数
を作成する場合には重要な指摘であるかもしれ
ない。

◉1993年SNAにおいては、四半期について
は連鎖指数に適用するべきではないとされてい
た。これは季節変動がもたらす連鎖指数の不安
定性のためであろう。しかし、2008年SNAに
おいては四半期連鎖指数が大きく取り上げられ
ている。これは四半期別の国民勘定のその後の
進歩の一環として、四半期別連鎖デフレーター
及び連鎖実質数量指数の作成方法が進歩し、実
務に置いても実施されるようになったことを反
映するものであるであろう。或いは、連鎖は季
節調整データに適用せよという上記の指摘を受
けたものであろうか。

◉まず取り上げられているのは四半期別連鎖

ラスパイレス数量指数である。SNAにおける
次善のデフレーター（最善は作成がやや困難で
ある連鎖フィッシャー価格指数であるとされて
いる）は連鎖パーシェ価格指数であるので、そ
れに対応する数量指数は連鎖ラスパイレス数量
指数である。重複する期間としては前年の平均
ウエイトを使用する方法（暦年重複法）、前四
半期ウエイトを使用する方法（四半期重複法）、
前年同期四半期ウエイトを使用する方法（越年
法）が取り上げられているが、年次重複法がよ
り実際的であろうとされている。（日本におい
ては四半期重複法が使用されている。）四半期
連鎖数量指数と年次連鎖数量指数の不一致があ
る場合には、年次推計値にベンチマーク化する
ことによってその不一致を除去することが最良
の結果を与えるであろうとされている。日本に
おいては比例デントン法によってこれが行なわ
れている。越年法は価格と数量に大きな変化が
生ずる場合には異常な結果を生ずることがある
ので、回避されるべきであるとされている。

◉連鎖指数は直接的ラスパイレス及びパー
シェ指数の中間の値をとるが、２つの期間を対
照的に扱うフィッシャー指数やトルンクヴィス
ト指数の連鎖を行なうことも有益であるとされ
ている。速報性（或いは時宜性）を気にかけな
ければ、やや時期遅れでの経常期間の情報を使
用することは可能であるので、パーシェ指数、
連鎖パーシェ指数を作成し、ラスパイレス指数
を併用して連鎖フィッシャー指数を作成するこ
とは容易であるし、連鎖トルンクヴィスト指数
を作成することも容易である。そのような指数
はある効用関数あるいは生産関数に基づく理論
的指数をより近似する指数（Superlative Index）
となる。連鎖ラスパイレス指数の持つ有用な特
性の１つは他の連鎖指数に比べてその速報性

（時宜性）であると考えられ、それはウエイト
について前期の情報を使用し、経常期間の情報
を必要としないことによっている。

◉四半期別ラスパイレス指数と四半期別パー
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シェ指数が作成されると、それらの幾何平均と
して四半期別フィッシャー指数を作成すること
ができ、それを四半期重複法を使用してリンク
することができる。

◉パラグラフ15.55は当該年次の年末にはま
だ当該年次のウエイトがわかっていないので、
年末四半期のパーシェ指数ができないというこ
とを困難といっているのであろうか。パーシェ
指数やそれを対として使用するフィッシャー指
数は本来速報性（時宜性）に欠けるので、慌て
てそのような指数を作る必要が必ずしもない。
また、その解決方法として示されているものも
よくわからない。ただ、ここでも季節調整デー
タが使用されるべきであるとされていることは
四半期別指数の作成には季節調整データが使用
されるべきであるという先のパラグラフの記述
が繰り返されているようである。

◉古い商品が消滅し、新しい商品が出現する
ことは指数作成における実際上の大きな問題で
ある。連鎖指数は２つの連続する期間の生産物
の重複を最大にする指数であり、それによって
質の比較問題や消滅出現する生産物によるウエ
イトの変化の調整に最も寄与し得る指数である。

◉国民経済計算における加法整合性（Additivity）
とは、数量系列において、集計値がその構成項
目の合計に等しくなるということを意味する。
その意味はパラグラフ15.11における単に加算
が可能であるというAdditivity（これは加算可
能性というべきであろう）とは異なっていると
考えられる。

◉加法整合性が成り立つのはラスパイレス数
量指数による価額のみである。ラスパイレス数
量指数をリンクした価額も加法整合性は成り立
たない。連鎖による価額も加法整合的ではない。
また、連鎖指数には集計値の連鎖指数がその構
成要素の連鎖指数の範囲外に出てしまうという
可能性（上記の実質産出、中間投入、付加価値
の関係など）があるということは1993年SNA
においても指摘されている。また、連鎖指数が

加法整合性でないということは脚注などで使用
者に知らせることが得策と記されている。

◉連鎖ラスパイレス数量指数とラスパイレス
数量指数の不一致は期間が基準年次から離れる
ほど大きくなる。基準年次の次の年の連鎖指数
がまだ連鎖指数でないラスパイレス指数である
ので、一年目については加法整合性が成り立つ
のは当然である。参照年次を変えていくと参照
年次の系列と次の年次の系列は加法整合的であ
るであろう。しかし、再参照化が成長率を変え
ないとすればたびたび再参照化を行う意味は何
であるのか。考えられるのは後に記述される成
長率への寄与度の計算のためであろうか。

◉固定的なウエイトがもたらす欠点は加法整
合性がもたらす利点を大きく上回るとの記述は
パラグラフ15.61においても行なわれている。
それは既に1993年SNAにおいてそうであった
が、改めて、2008年SNAにおいても、デフレー
ター及び実質値がパーシェ価格指数及び不変価
格表示価額（1968年SNAのデフレータ及び実
質値であった）から連鎖指数へと移ったことが
明示されている。

◉正、負及びゼロを取り得る時系列には指数
算式は一般的に適用可能ではない。そのような
系列の例は在庫品増加である。連鎖指数による
体系は加法整合的ではないが、期首及び期末在
庫ストックの差として求められるものは加法整
合的であり得る。連鎖数量体系のためには在庫
変化は期首在庫連鎖数量系列マイナス期末在庫
連鎖数量系列として作成されるべきであるとい
うことがパラグラフ15.62の趣旨であるらしい。
正、負及びゼロの値を取り得る系列の他の例と
しては、ここでの例である公的総固定資本形成
よりも、純輸出の方が重要なのではないか。こ
れも輸出連鎖数量系列と輸入連鎖数量系列の差
分として求められるべきであろう。

◉例えば、経済成長率へのその各構成項目の
寄与度の計算は、加法整合的な不変表示価額が
使われている場合には、簡単な作業である。連
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鎖指数が使用される場合、長期的にはその実質
価額は加法整合的ではないので、ラスパイレス
数量指数による実質価額の場合のような寄与度
の計算は可能ではない。参照年次を変えていく
と、参照年次とその次の年次の指数がラスパイ
レス数量指数となるので、そのような場合には、
参照年次から次の年次に至る寄与度を計算する
ことは可能であろう。連鎖指数についての寄与
度のパラグラフ15.63の意味はこのようなこと
であろうか。そうであるとしても、このような
寄与度は１つの便宜的な寄与度というべきであ
ろう。（なお、日本における現在の寄与度の計
算においては、増加率と寄与度の合計の間の開
差率は各項目に比例配分されている。）

（4）価格の多様性の要因

◉物価指数の作成者と国民経済計算のデフ
レーターの作成者は、同一のこともあるであろ
うが、分業で行われることが多いであろう。物
価指数とデフレーターはそれぞれ目的を異にす
るからである。国民経済計算のデフレーターは
物価指数などから得られる様々な価格データを
国民経済計算から得られる価額推計値をウェイ
トとして再加重することによって作成される。
デフレーターの指数算式は、結局のところ、
SNAが最も推奨する指数算式が採用されるこ
とになるであろう。ウエイトとなるデータは、
後にも示されているようにSNAにおける供給-
使用表、現在の日本の国民経済計算によれば、
コモディティフロー推計値及びV表及びU表で
あり、この推計は国民経済計算の推計者が行な
う。国民経済計算におけるデフレーターの作成
者にとっては、価格データは所与のものであり、
利用可能なあらゆる価格データ、価格データが
利用可能でなければ、数量データ（つまりは単
価）も使用する。デフレーターとは、基本的に
は、そのような物価指数から得られる個々の品
目の価格指数から詳細な供給-使用表あるいは
コモディティフロー推計値などから得られる推

計値をウエイトとして作られた国民経済計算用
の価格指数である。かくして、デフレーター作
成者が物価指数作成者に対して希望することは
消費者物価指数をはじめとする様々な物価指数
の採用品目が増加することであり、そしてまだ
物価指数にない新しい分野での価格指数が作成
されることである。この意味で、企業向けサー
ビス価格指数が作成されるようになったこと
は、データが乏しかったサービス分野の価格
データの拡充としてデフレーター作成者にとっ
て極めて重要なことであった。

◉価格の多様性（variation）をどのように考
えるかは物価指数作成者の問題であってデフ
レーター作者の直接の問題ではないが、それは
デフレーターの基礎となる価格指数の問題であ
るので、デフレーター作成者にとっても重要な
問題である。

◉財貨及びサービスの価格の多様性は様々な
原因から生ずる。その第一のものは質の相違に
よるものである。殆んどのタイプの財貨やサー
ビスにはその物理的特性が異なる質のものが市
場に存在する。例えば、じゃがいものような単
純な財貨でも古いか新しいか、赤いか白いか、
洗ってあるか洗ってないか、包装されているか
包装されていないか、類別されているかによっ
て消費者の評価は異なる。物理的特性以外にも
販売の場所、時間、条件の相違も質の相違をも
たらす。指数計算のための価格比率はそのよう
な質の異なる財貨やサービスの加重平均価格の
比率として定義されるべきであるとされている
が、実際には、例えば、じゃがいもという商品
を代表するような質の（単一或いは複数の）じゃ
がいもの銘柄が価格比率のために選ばれるであ
ろう。日本においてはこのような銘柄の選択は
物価指数の作成者によって適切に行なわれてい
るであろう。

◉価格の多様性をもたらすようなその他の要
因としては、消費者の情報不足がもたらす価格
差、さまざまな形の価格差別（例えば、高齢者
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などへの低価格）、平行市場の存在などが上げ
られている。それらの中には必ずしも質の相違
を反映しないものもある。質の相違からそのよ
うな質の相違を反映しない価格差を区別するこ
とは困難なことであるであろう。それも物価指
数作成者の課題であり、先にも記したように、
物価指数作成者はこのような問題も視野に入れ
た上で、物価指数のための価格比率の計算のた
めには、その商品を代表しているとおもわれる
条件をそなえた銘柄を選択するべきであるとい
うことであり、それは実際に行なわれているで
あろう。

（5）時間的な質の変化の測定

◉ある財貨やサービスは市場から消滅し、新
しい質をもつ、或いは、全く新しい財貨やサー
ビスがそれらと置き換わる。それに伴う質の変
化はデフレーターの観点からみれば、数量の変
化である。質の変化を十分に考慮しない価格指
数は数量変化を過小表示する。

◉価格指数において質の変化を処理するのは
物価指数作成者の役割である。他の国はともか
く、日本においては、デフレーターの作成者は
デフレーターに使用される価格指数において質
の変化が適切に行われているかどうかを物価指
数作成者に委ねなければならない。日本の物価
指数においては様々な方法によって質の変化に
修正がおこなわれており、デフレーターの作成
者はそれを信頼して使用することができるであ
ろう。

◉例えば、日本銀行の企業物価指数において
は、直接比較法、単価比較法、オーバーラップ
法、コスト評価法、ヘドニック法とよばれる５
つの品質調整方法が使用されている。日本銀行
のいう直接評価法とは新旧調査価格の質が本質
的に同じとして質の相違を無視するものであ
る。単価比較法も価格の相違の本質は同一とみ
なし、新旧商品の単価比を価格比としてみなし、
価格を接続する方法である。オーバーラップ法

とは同一条件の下で、一定期間、並行販売され
た２つの商品の価格比率が安定している場合、
同一時点における新旧調査価格の価格差を品質
差とみなす方法である。コスト評価法とは調査
先企業からヒアリングした新旧調査価格の品質
変化に要したコストを品質差に対応する価格差
とみなし、価格差の残りの部分を純粋な価格変
化とみなす方法である。ヘドニック法とは回帰
方程式を使用して質の変化に見合う価格変化の
部分を計量的に推定し、残りの分を純粋な価格
差とみなす方法である。

◉2008年SNAには直接的方法、ヘドニック
ス、間接的方法という３つの質の変化の処理法
が記されている。筆者の解釈であるが、上記の
日本銀行の品質調査方法に照らしてみるなら
ば、パラグラフ15.80〜82に記されている直接
的方法とは、コスト評価法に該当する方法であ
るように思われる。ヘドニックスは上記のとお
りであり、かつてはデータ不足のために適用困
難とされていたが、今では様々な財貨やサービ
スに適用されるようになっている。パラグラフ
15.85〜87にする記されている間接的方法とは、
オーバーラップ法に該当するようである。また、
日本の消費者物価指数においても同様の品質調
整方法が適用されている。いずれにせよ、日本
の物価指数においては、適用可能な限りの質の
変化の処理方法が適用されており、デフレー
ター作成者は安心してそれらから得られる価格
指数を使用することができるであろう。

◉ヘドニック法は、財貨の特性に関する十分
なデータが継続的に利用可能である場合には、
非常に多数の品種があり、価格調査用の品種の
特定が困難な財貨や、コンピューターや電子製
品などのハイテク製品のように、技術変化が速
く、商品サイクルが短い商品に適用できる方法
である。ヘドニック法の適用を阻んでいたのは
特性データの利用可能性であったが、現在では
幾つかの商品において作成されるようになって
いる。例えば、日本銀行の指数においては、パー
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ソナルコンピューター、PCサーバ、UNIXサー
バ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、印刷装置、
複写機などにおいてヘドニック法の適用が行わ
れている。それらは商品サイクルの短いことを
考慮して、少なくとも年１回の頻度で回帰式の
再推定が行われている。消費者物価指数におい
てもパーソナルコンピューターやカメラについ
てヘドニック法が使用されている。

◉商品サイクルが短い財貨については、連鎖
指数による適当な接続によって重複期間を増や
すことにより、それに対応することも出来るで
あろう。

（6）連鎖指数の実際的利点

◉パラグラフ15.94においては、数量及び価
格指数の長期系列は連鎖によって最もよく作成
され、理論的には年次連鎖が最良であると記さ
れている。実際の指数作成の利点と問題点とし
ては次のようなものがあげられている。

（a） 連鎖指数は年次経常価額と対応する価格或
いは数量データがあれば作成できる。日本
国民経済計算においては既に連鎖指数が作
成されている。1968年SNAへの移行作業
においてはパーシェ価格指数によるデフ
レーターと不変価格表示価額を作成するこ
とがデフレーター作成作業の目標であっ
た。パーシェ価格指数の作成は、実際には、
非常に細かい水準からのインプリシットデ
フレーターを作成することによって行われ
た。細かく細分されるほど、インプリシッ
トデフレーターはパーシェ価格指数に近づ
く。細分の段階はインプリシットデフレー
ターをパーシェ価格指数とよんでよいほど
細かく分割されていた。パーシェ価格指数
を作成できるデータがあれば、全ての算式
による価格指数を作成することが可能であ
る。1968年SNA移行作業の際のデフレー
ター作成作業は全ての価格指数算式に対応

できるシステムを作ることも目的の1つで
あった。

（b） 連鎖指数作成のためのソフトウェアが必要
であるが、これは日本の国民経済計算にお
いては既に作成され、実用化されている。

（c） 連鎖指数作成の利点と加法整合性の欠如は
使用者に説明されておく必要があるとされ
ている。このことも日本では施行済みのこ
とである。

（d） ５年或いは10年後とのリンクは成長率を大
きく変える可能性があり、それは使用者の
国民勘定への信頼を損なう恐れがある。年
次連鎖は変化をより良く測定し、国民勘定
への信頼性を高めると2008年SNAは述べ
ている。

C．国民勘定における数量測定値の作成

◉1968年SNAへの移行に際しては、価格及
び数量の測定においては、パーシェ価格指数に
よるデフレーターとそれによる不変価格表示価
額の作成が行われた。従って、それは、指数化
すれば、ラスパイレス数量指数になる数量価額
系列である。それは加法整合的な価額であり、
それは1968年SNAの勧告に沿うものであった。
現在のデフレーターは連鎖パーシェ価格指数と
して作成されており、それによってデフレート
された価額は、指数化すれば、連鎖ラスパイレ
ス数量指数となる数量価額系列になっている。
それは加法整合的な価額ではない。これは1993
年SNAの勧告に沿うものであり、2008年SNA
にも引き継がれている考え方でもある。即ち、
2008年SNAの移行に際しても、現在の作業体
制を維持していくことができる。

◉パーシェ価格指数によるデフレーターの作
成のためのデータの整備は他の算式の指数、ラ
スパイレスは当然のこととして、フィッシャー、
連鎖ラスパイレス、連鎖パーシェ、連鎖フィッ
シャーによるデフレーターの作成をも可能にす
る。従って、パーシェ型デフレーターから連鎖
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ラスパイレス、連鎖パーシェ型デフレーターへ
の移行はデータ的には容易なことであった。

◉日本の国民経済計算のデフレーターの基礎
になる最小単位の価格指数は基本単位デフレー
ターとよばれている。基本単位デフレーターと
は、SNAにはない、かって筆者がデフレーター
作成作業に携わっていた際に作った造語であ
る。それは400部門の財貨及びサービスに対応
する価格指数であり、様々な集計値のデフレー
ターは、指数論的には、コモディティフロー推
計値（８桁分類2000品目）から得られるそれに
対応する価額をウエイトとして個々の価格指数
を集計することによって作成される。400部門
という部門分類はコモディティフロー法におけ
る６桁分類であり、それは日本の産業連関表の
６桁分類にほぼ対応しており、400部門という
分類で作成された価格指数である基本単位デフ
レーターはさらにパーシェ指数に統合されるに
十分に詳細な部門分類であると考えられている。

◉基本単位デフレーターのさらに基礎となっ
ている価格指数は各種の物価指数、即ち、消費
者物価指数、企業物価指数、輸出物価指数、輸
入物価指数、企業向けサービス価格指数などで
あり、利用可能な全ての価格指数を網羅してい
る。このような物価指数から得られる価格指数
は上記の400部門に対応付けられて基本単位デ
フレーターとなる。各部門に複数の価格指数が
対応する場合には、基本単位デフレーターへの
統合もコモディティフロー８桁（2000部門）分
類の推計値をウエイトとするフィッシャー指数
によって行われている。価格指数が得られない
いくつかの部門については、やむを得ず物量
データから得られる単価指数や、投入コスト指
数も使用されているが、基本的には、このよう
な基本単位デフレーターは価格指数によって月
次指数として作成された価格デフレーターと
なっている。

◉かくして、現在の日本の国民経済計算にお
いてすでに行われている価格及び数量の測定は

2008年SNAが推奨する価格デフレーション（パ
ラグラフ15.103）によって行われているといっ
てよい。

◉経常価格による供給及び使用表はGDPの
様々な測定値の整合性を保証し、価格及び数量
測定値の作成の基礎となる。現在の日本の国民
経済計算においては、それは３つの表によって
作成されている。それは「財貨・サービスの供
給と需要」（コモディティフロー推計結果）、経
済活動別財貨・サービス産出表（V表）、経済
活動別財貨・サービス投入表（U表）として推
計されている。この３つの表は、基本的に、
2008年SNAへの移行の下においても作成され
るであろう。それらは、価格及び数量測定の観
点からは、基本単位デフレーターを始めとする
様々なデフレーターのウエイトを提供する。ま
た、そのようなデフレーターによって作成され
た様々な集計的数量測定値をもたらす。

◉市場産出については、日本の国民経済計算
においては、産出基本単位デフレーターによっ
てデフレートされる。物量或いは数量指数によ
る補外によって産出数量価額の作成が行われる
ことはない。

◉日本の国民経済計算における政府及び対家
計民間非営利サービス生産者の産出のデフレー
ターは投入コスト指数によって作成されてい
る。それらは生産性や質の変化について修正さ
れていないが、そのような修正は基本的に困難
である。

◉代替的な方法は物量或いは数量指数を使用
することであるが、そのようなサービスの物量
或いは数量指数について生産性や質の変化を修
正することはさらにより困難である。筆者も物
量或いは数量指標の使用を試みたことがあった
が、その経験によれば、物量或いは数量指数を
用いた産出数量価額の測定値の増加率は名目価
額を投入コスト指数によってデフレートした実
質価額の増加率よりもずっと小さくなる。この
ことは物量或いは数量指数において生産性や質
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の変化を測定することが極めて困難であり、か
くして、投入コスト指数をデフレーターとして
使用する方がまだましであるということを示す
ものである。なお、日本の国民経済計算におけ
る投入コスト指数は全ての投入をカバーするウ
エイトによってそれに対応する基本単位デフ
レーターを加重するによって作成されている。

◉余談になるが、かつて国民福祉水準を測定
す る 指 標 と し て、GNP（ 当 時 の 主 要 指 標 は
GDPではなくてGNP）を修正する事によって
作成されるMEW、NNWのような貨幣的指標
と社会指標や国民福祉指標のような実物的指標
を 中 心 と す る ２ つ の も の が あ っ た。MEW、
NNWのような貨幣的指標はGNPとそれほど乖
離しない動きを示したが、実物的指標を中心と
する指標は殆ど上昇を示さなかった。つまりは、
それらをみた限りでは、貨幣的指標によればそ
れなりに幸福になったが、実物的指標で見れば
幸福度の上昇は極めて小さいということにな
る。筆者個人としては、このことが実物的指標
において福祉的サービスや公共サービスの生産
性や質の修正を行うことがいかに困難であるか
を示す１つの傍証であると考えている。

◉日本の国民経済計算においては中間消費の
デフレーションのためには中間消費基本単位デ
フレーターが作成されている。従って、中間消
費の数量測定については2008年SNAが懸念す
るようなことは殆どない。

◉日本の国民経済計算の総付加価値について
は、V表及びU表、産出基本単位デフレーター
及び中間消費基本単位デフレーターが作成され
ており、ダブルデフレーションが実際に行われ
ている。シングルデフレーションや数量指標に
よる補外は行なわれていない。価格指数を得る
ことができず、産出デフレーターが投入コスト
指数によって作成されている場合には、生産性
が反映されないという問題があるが、上記のよ
うに、そのようなケースでの検討結果は投入コ
スト指数にかわる産出デフレーターを見いだす

ことができず、投入コスト指数を用いた方がむ
しろより高い数量の増加をもたらすということ
であった。建設部門については、現在では投入
コスト指数を用いているが、これについてはヘ
ドニック指数を始めとするいくつかの代替的な
建設価格指数を検討する余地があるであろう。

◉家計最終消費支出については、消費者物価
指数から得られる価格指数を使用した家計最終
消費支出基本単位デフレーターが作成されてい
る。

◉総固定資本形成についても、企業物価指数
などを使用して、総固定資本形成基本単位デフ
レーターが作成されている。投資財の物価指数
においてはヘドニック指数の作成にも進歩がみ
られる。知的財産生産物については価格指数が
十分ではないということは日本の現状において
もなおその通りであるであろう。

◉製品、仕掛品、原材料、流通などの各種の
在庫についての基本単位デフレーターに対応す
るものもすでに推計が行われている。在庫変化
は正、負、ゼロの値をとることがあり、それに
ついての連鎖指数は直接作成されるべきではな
く、期首及び期末の在庫取得の連鎖推計値を作
成して、その差をとることによって作成される
べきであるとの記述がなされている（パラグラ
フ15.62及びパラグラフ15.156）。

◉輸出及び輸入については、日本の国民経済
計算においては、基本的に輸出物価指数及び輸
入物価指数を使用した基本単位デフレーターが
作成されており、それは信頼し得るデフレー
ターとして使用することができるであろう。
2008年SNAがその性質として懸念を述べてい
る単価指数の使用は日本の輸出及び輸入デフ
レーターにおいては行なわれていない。

◉固定資産ストックの評価にはストックが期
首及び期末貸借対照表が作成される時点の価格
が使用されるべきであるとされる。固定資本減
耗は期首固定資本ストックプラス総資本形成か
ら期末ストックを控除することによって求めら
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れるとされている。
◉SNAにおいては付加価値の構成要素も価

格及び数量要素に分解できるものがあるとされ
ている。雇用者報酬の数量は個々の労働の基準
年次の雇用者報酬をウェイトとして異なる労働
比率の物量比率を加重平均した労働数量指数、
或いは、異なる労働の時間当たり報酬率の比率
的変化を相対的雇用者報酬をウエイトとして加
重した労働価格指数を用いて測定されるとされ
ている。生産物に対する租税の数量測定値は、
重量税については課税される品目のデフレート
された経常価額に基準年次重量税率を適用する
ことによって、従価税も適当にデフレートされ
た価額に基準年次従価税率を適用することに
よって作成されるとされている。補助金につい
ても類似の方法が適用される。純経常余剰及び
混合所得は数量及び価格次元をもたず、残差と
してのみ実質値が作成されるとされている。筆
者の個人的な感想とすれば、このような付加価
値構成要素の実質値の計算の意義を見いだすこ
とができず、それはどうでもよいような計算で
あると思われるが、どうであろうか？ このよ
うな推計は残差である実質経常余剰及び混合所
得に全ての誤差を累積させるであろう。

◉日本の国民経済計算においては年次及び四
半期による連鎖指数が価格デフレーターによっ
て作成されていることはすでに述べた通りであ
る。

◉パラグラフ15.180においては数量による国
民勘定の作成に関する勧告の要約は次のようで
あるとされており、それに対する日本の国民経
済計算の対応の現状は次のようであると考えら
れる。
（a） 財貨及びサービスの数量推計値が供給及

び使用表のフレームワークにおいて、出
来る限り詳細に作成され、経常価額推計
値とともに作成されることが望ましい。
これはすでに実際に実施されている。

（b） 数量推計値の作成は適当な価格指数に

よって経常価額をデフレートすることに
よって行われることが最良である。これ
も実際に実施されている。

（c） デフレーターとして利用される価格指数
はデフレートされる価額に範囲、評価、
タイミングについて密接に対応している
べきである。日本の国民経済計算におけ
るデフレーターは物価指数を中心とする
利用可能な価格指数を総動員してデフ
レートされる価額をカバレッジ的には完
全にカバーするように作成されている。

（d） 供給及び使用表から実質付加価値の推計
値を得ることができない場合には、デフ
レーションされた産出指標を使うことも
止むを得ないとされている。これについ
ては日本ではV表及びU表によるダブル
デフレーションがおこなわれており、シ
ングルデフレーションは使用されていな
い。

（e） 投入による数量及び実質の産出及び付加
価値の推計値は生産性の変化を反映しな
いので、投入データの使用は止むを得ざ
る最後の手段である。投入コストを使用
したデフレーターを使用している部門も
若干あるが、そのような部門については
私の関わった限りにおいてはそれに代わ
る方法が見つからなかった。

（f） GDP数 量 の 望 ま し い 測 定 値 は フ ィ ッ
シャー数量指数である。長期の変化の測
定については連鎖によって行われるとさ
れている。フィッシャーではないが、連
鎖は実際に行われている。フィッシャー
指数を作成することも、データは揃って
いるので、その気になれば、可能である。

（g） GDP及びその他の集計値についての年次
インフレーションの望ましい測定値は
フィッシャー価格指数である。長期的な
価格変化は年次価格変化を連鎖すること
によって得られる。フィッシャー指数は
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作成されていないが、作成することは可
能である。

（h） パーシェ価格指数による連鎖及びラスパ
イレス数量指数による連鎖は連鎖フィッ
シャー指数に対する次善の方法である。
このような指数に相当する数量価額系列
は日本ではすでに作成されている。

（i） 連鎖指数は加法整合的ではないが、連鎖
指数の使用の利点はその欠点を上回ると
されている。1993年SNAでは連鎖数量
指数と不変価格表示価格の併記が望まし
いとされていたが、2008年SNAは連鎖
への移行が勧告されており、日本の国民
経済計算もそのような方向に進んでい
る。また、日本の物価指数においても連
鎖ラスパイレス指数への動きがある。

（j） 四半期別経常価額及び数量推計値の作成
は供給及び使用フレームワークにおいて
作成された年次推計値をベンチマークと
するべきである。これは日本の国民経済
計算においては既に実際に行われている
実務と考えられる。

◉2008年SNAにおけるこのような勧告の殆
ど全ては日本の国民経済計算においてはすでに
実際に実施されていると考えられる。1993年
SNAと2008年SNAの内容には基本的に大きく
異なるところはない。1993年SNAにはまだ加
法整合性への残滓があったが、2008年SNAに
はそれは殆どなくなった。また、1993年SNA
においては四半期推計値に連鎖を使用すること
になおためらいがあったが、2008年SNAにお
いては四半期系列の推計においても連鎖の作成
が積極的に推奨されるようになっている。

D．実質所得の推計

◉価格と数量への分離が可能なものはそのよ
うな次元をもつ財貨及びサービスのみであっ
て、所得のような指標は本来そのような次元を
もたず、そのような分離はできない。しかし、

適当な価格指数をニューメレルとして使用する
ことによって所得のような価額の購買力を実質
値として計算するようなことは、例えば、実質
賃金のように、従来より行われてきた。

◉1993年SNAにおいて取り上げられるよう
になったものとして交易条件の変化による交易
利得或いは損失の測定がある。交易条件の改善
はその国の居住者の実質所得の増加をもたら
し、悪化は実質所得の減少をもたらす。

◉このような交易条件の変化に伴う交易利得
或いは損失を含む国民勘定を体系として提案し
たのはギアリーであるが、交易条件の変化によ
る交易利得及び損失の測定については多くの
人々がその議論にか関わってきた。日本におい
てもこの問題が取り上げられたことがある。そ
れは第二次石油ショック（第一次ではない）の
際に石油を始めとする輸入資源価格の上昇に
よって日本の交易条件が著しく悪化した時のこ
とである。この時、輸出及び輸入は別々のデフ
レーターで実質化されるのではなくて貿易収支
を適当なニューメレル価格でデフレートしたも
のを実質国内総需要を加えたものを実質GNP

（当時の代表的指標はGDPではなくてGNP）と
すべきであるという議論がかなり強力に行われ
たことがある。そのような計数が実質GNPでは
なくて、実質国民総所得であるという反論には
筆者も加わったことがある。交易利得或いは損
失の測定についての議論は特にこのような石油
ショックなどによる交易条件の大きな変化に
よって国際的にも大きく取り上げられるように
なったと思われる。これは1968年SNA以降の
国民経済計算における１つの動きである。なお、
この時には、日本においては、実際に大きな交
易損失が発生し、一方、産油国においては大き
な交易利得が発生している。（第一次石油ショッ
クの際には、この議論はまだ行なわれていな
かったと記憶しているが、より巨大な交易利得
及び交易損失が発生していたことは、この方法
の適用してみれば明らかであろう）。今後大き
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な交易条件の悪化が生ずる際には、このような
測定の意味は大きなものとなるであろう。

◉交易利得或いは損失の測定の基本的な表式
は、パラグラフ15.188に示されるように周知の
ものであり、貿易収支のデフレートのための
ニューメレルとしてどのような価格指数が使用
されるべきかについて多くの提案がなされてき
た。それらを集約して、2008年SNAによれば
このような価格指数については3つの可能性が
あるとされている（これは1993年SNAの記述
においても同じである）。
（a） 貿易収支を輸入価格指数或いは輸出価格

指数によってデフレートする。これにつ
いては、貿易収支が正であるか負である
かによってその選択を変えるべきである
とする議論もある。

（b） 輸出価格指数と輸入価格指数の平均に
よってデフレートする。平均には単純算
術或いは調和平均、或いは、より複雑な
加重平均など様々な平均が提案されてい
る。

（c） 貿易収支とは関係のない一般的物価指数
によってデフレートする。国内総最終支
出デフレーターや消費者物価指数などが
例としてあげられている。

◉どのようなデフレーターが適用されるべき
であるかについては定説はない。2008年SNA
においては基本的には1993年SNAと同様に次
のような勧告が行われている。
（a） 交易利得或いは損失はSNA統合部分と

して扱われるべきである。
（b） 適当なデフレーターの選択は、その国の

特定の状況を考慮して、その国に委ねる
べきである。

（c） 何が最も適切なデフレーターであるかの
確信がない場合には、輸出及び輸入価格
指数の平均、最も単純にはその算術平均
を用いることが適切であろう。

◉同じタイプのニューメレルデフレーターが

用いられないとしても、交易利得或いは損失の
計算は全ての国において行われるべきであると
されている。日本の国民経済計算においてはそ
の計算はすでに行われている。

◉このような交易利得及び損失の測定から導
かれる様々な実質所得の測定過程がパラグラフ
15.193において示されている。そのような実質
所得を求める計算は日本では簡単に行なうこと
ができる。

ここまでの取り敢えずの感想

◉誤読があるかもしれないが、2008年SNA
における価格及び数量の測定に関しては1993
年SNAにおけるものと基本的に大きな相違は
な い よ う に も 思 わ れ る と い う こ と が2008年
SNAの第15章を素読してみた感想である。そ
こにおける勧告は1993年SNAの勧告をほぼ忠
実に実施してきた日本の国民経済計算の価格及
び数量の測定についての実務の現状を維持して
いくことによってほぼ達成されているといえる
であろう。
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