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Ⅰ 研究の背景と目的 
 （1）家計調査の概要 

調査の目的 
国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済・ 
社会政策の立案のための基礎資料の提供 
 

調査の対象 
全国の世帯※ 

  ※学生の単身世帯、病院・療養所の入院者等の世帯等は除く 
 
調査票 
家計簿、世帯票、年間収入調査票、貯蓄等調査票 
 
 調査世帯では、家計簿に日々の支出（品名、用途等）や 
   収入の種類を記入。 
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Ⅰ 研究の背景と目的 
 （1）家計調査の概要（続き） 

標本抽出 
層化３段無作為抽出法（第1段-市町村、第2段-単位区、第3段-世帯） 

 
標本規模 
約9千世帯（うち二人以上の世帯は、約8千世帯） 
  

標本交替（サンプルローテーション） 
 二人以上の世帯は、同一世帯が６か月間調査 

  （毎月標本の６分の１が交替） 
 
 単身世帯は、同一世帯が３か月間調査 

  （毎月標本の３分の１が交替） 
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Ⅰ 研究の背景と目的 
 （1）家計調査の概要（続き） 

標本交替（イメージ）－二人以上の世帯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 前月からの結果の変動を抑制させ、できるだけ   
安定的な結果を得られるような仕組み。 
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

１月開始の世帯

９月開始の世帯

10月開始の世帯

12月開始の世帯

７月開始の世帯

８月開始の世帯２月開始の世帯

３月開始の世帯 ９月開始の世帯

４月開始の世帯 10月開始の世帯

６月開始の世帯

11月開始の世帯 ５月開始の世帯 11月開始の世帯

交替（毎月標本の1/6） 継続（毎月標本の5/6） 



公表結果（家計収支編） 
  【支出】･･･消費支出、消費支出（除く住居等※1）など 
               ※1 「住居」、「自動車等購入」、「贈与金」、「仕送り金」を除く 
 
  【収入】･･･実収入※2、可処分所得など 
                                        ※2  いわゆる税込み収入、世帯員全員の現金収入の合計 
 
結果の活用例 

  月例経済報告の個人消費動向の判断 
  国民経済計算の四半期別速報（QE）の基礎データ 
  消費者物価指数（CPI）におけるウエイトの算定 
  各地方における特産品による観光、町おこし 
  

 
  
 
 

Ⅰ 研究の背景と目的 
 （1）家計調査の概要（続き） 
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「ぎょうざ」への支出･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･  １位 宇都宮市、２位 浜松市 
「うなぎのかば焼き」への支出･ ･ ･   １位 浜松市、２位 京都市 

家計調査（二人以上の世帯）（平成24年～26年平均） 



月例経済報告（平成27年7月）抜粋  
総論（我が国経済の基調判断）  
 景気は、緩やかな回復基調が続いている。  
 ・個人消費は、持ち直しの兆しがみられる。    
各論（１．消費・投資等の需要動向） 
 個人消費は、持ち直しの兆しがみられる。（中略）個別の指標に
ついて、最近の動きをみると、「家計調査」（５月）では、実質
消費支出は前月比 2.4％増となり、「除く住居等ベース」では同
2.1％増となった。（後略） ※強調は引用者による 

Ⅰ 研究の背景と目的 
 （2）研究の目的 

 家計調査結果は、月例経済報告の個人消費動向の判断 
などに用いられている、一方で、同結果の振れが大きい
という指摘もある。 
このことから、個人消費動向のより安定的な把握に資す
るための推計方法に関する検討を行う。 
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Ⅱ 家計調査結果の特徴 
 （1）消費支出の振れの要因 

天候要因（気温・天気） 
猛暑、多雨、大雪、台風など  

カレンダー要因 
土日・祝日の日数、月末の曜日※、うるう年など 
※移動電話通信料などでは、料金の支払期限（口座振替日）が月末 
 の場合、当月末が土日・祝日のとき翌営業日（翌月）に引き落し 
 

慣行・施策要因 
セール（有無、時期のズレ）、景気刺激策（家電エコポイント等） 
 

高額かつ購入頻度の低い品目 
  「住居の設備修繕・維持」、「自動車等購入」などの品目 
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Ⅱ 家計調査結果の特徴 
 （2）主要系列 二人以上の世帯（原数値） 

8 

消費支出と消費支出（除く住居等）の対前年同月実質増減率 

※2006年9月から、①月次結果では振れが大きい項目（住居、自動車等購入）、②SNA（GDP統計）の 
 民間最終消費支出と概念相違のある項目（住居、贈与金及び仕送り金）を除いた消費支出を公表 



Ⅱ 家計調査結果の特徴 
 （2）主要系列 二人以上の世帯（季節調整値） 
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消費支出と消費支出（除く住居等）（季節調整済実質指数）の推移 



Ⅲ 検討結果 
 （1）基調を安定的に把握するための手法 

結果の振れを抑える手法 
 最も簡易な方法は「移動平均法」 
  e.g. ３か月後方移動平均 
 全国百貨店売上高概況（日本百貨店協会） 
                 売上高（原数値） 
 月例経済報告 主要経済指標（内閣府） 
            平均消費性向（季節調整値） 
 

サンプルローテーションの特性を利用 
 継続・非継続標本のウエイトを調整 
  e.g.  AK estimator  (Current Population Survey (BLS) ) 

 
  
 
 

10 



Ⅲ 検討結果 
 （2）３か月後方移動平均 

３か月後方移動平均の効果 
 原系列（TCIS） 
 不規則変動やカレンダー要因が均される 
 
 季節調整系列（TCI） 
 不規則変動が均され、趨勢循環変動（TC）に近い結果
が得られる 
 

【参考】 
   原系列                季節調整値（TCI）、趨勢循環変動（TC）など 
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※家計調査の毎月公表する季節調整値は、推計季節指数により算出。 
 TC系列の算出は、直近までの結果を用いた再計算が必要。 

（季節調整） 



Ⅲ 検討結果 
 （2）３か月後方移動平均（原数値） 
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消費支出の対前年同月実質増減率 



Ⅲ 検討結果 
 （2）３か月後方移動平均（原数値） 
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消費支出（除く住居等）の対前年同月実質増減率 



Ⅲ 検討結果 
 （2）３か月後方移動平均（季節調整値） 
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消費支出（季節調整済実質指数）の推移 

※3か月後方移動平均は、公表値（季節調整済実質指数） 
 を移動平均したもの 



Ⅲ 検討結果 
 （2）３か月後方移動平均（季節調整値） 
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消費支出（除く住居等）（季節調整済実質指数）の推移 

※3か月後方移動平均は、公表値（季節調整済実質指数） 
 を移動平均したもの 



Ⅲ 検討結果 
 （2）３か月後方移動平均（季節調整値） 

16 

消費支出（除く住居等）（季節調整済実質指数）の推移（TCとの比較） 
 

※3か月後方移動平均は、公表値（季節調整済実質指数） 
 を移動平均したもの 



Ⅲ 検討結果 
 （3）AK estimatorの概要 

背景 
米国、カナダ、豪州の労働力調査では、継続標本の前月
以前の情報を加味した推計方法を採用。 
 
米国の労働力調査に当たるCurrent population surveyでは、

AK estimatorと呼ばれる推計方法を採用。  
 AK estimator 計算式 
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：t月における「非継続標本（新規調査世帯）」と「継続標本」 
 の推計値の差 

：t月の比推定値 

：t月における「継続標本」のみによる「前月差」の推計値 

：t月のAK推計値 



Ⅲ 検討結果 
 （3）AK estimatorの概要（続き） 

 AK estimator の特徴（パラメータＫとＡ） 
 Ｋ：継続標本を重視 
 継続標本のウエイトを高め、標本交替による前月差の 
 振れを抑える。  
 Ａ：非継続標本の取り込み 
 非継続標本の結果を取り入れ、バイアスを小さくする。 

 
 適切なパラメータ（K, A）の設定により、標本交替に 
よる前月差の振れを抑え、比推定値からの乖離を防ぐ。 

 
   e.g. 

 K=0, A=0 のとき、比推定値 
 K=1, A=0 のとき、継続標本の前月差のみで推定  

 AK estimator 計算式（再掲） 
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Ⅲ 検討結果 
 （3）AK estimator（季節調整値） 

消費支出（季節調整済実質指数）の推移 
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Ⅲ 検討結果 
 （3）AK estimator（季節調整値） 

消費支出（季節調整済実質指数）の対前月変化率 
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Ⅲ 検討結果 
 （3）AK estimator（季節調整値） 

消費支出（除く住居等）（季節調整済実質指数）の推移 
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Ⅲ 検討結果 
 （3）AK estimator（季節調整値） 

消費支出（除く住居等）（季節調整済実質指数）の対前月変化率 
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Ⅳ まとめ 
 AK estimatorによる結果 
 現行の推計方法による結果との比較をみると、 
     両者の結果に相違はほとんどみられない。 
 
 ３か月後方移動平均による結果 
  消費税率の引き上げ前後の一時的な動きが均されて 
     しまうものの、いわゆるカレンダー要因や不規則な 
      変動が均され、基調が読みやすくなる。 
 
 今回の検討を踏まえ、今後の公表結果の充実について
更に検討 
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