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センサス馬法と連環比率移動法による可変型季節性指数の比較研究

1. 緒論

季節性指数抽出法は，J'1次データや間半期データ

に含まれている天候や社会的習慣等の季節による変

動の要因を取り除き，中長期の傾向・循環変動を分析

するために不可欠なものである.農畜産物の季節変

動のパターンは長期的に見ると，生産技術の向上や

政策の変化等により年々変化しており，T1J変的であ

る.このような可変型季節変動に対応するために，

米関商務省センサス局が開発したセンサス}司法(X-ll，

X-12-組問A)，スイス中央銀行が開発したTRAMO-

SEATS，統計数理研究所が開発した DECOMP，経済

企画庁が開発した EPA法等，多種の可変型季節性指

数抽出法が考案された.最近では，奥本や木村

がセンサス局法の X-llとX山 12山AR品1Aを比較研

究し ，東 がX-12-ARTh仏と TRAMO-SEATSを

よ七較研究する等， どのような可変型季節性指数抽出

法の現実性が高いかを研究されてきた.

本研究では， 1980 :rl=-から 2005今こまでの農音産物

55品尽の月別卸売価格データ系列を分析材料に，

安定性が好罰なセンサス局法と，シンブ。ルさによる

信頼度を重視した連環比議移動法を比絞対象として

選択した.両者それぞれにより得られた可変型季節

性指数の抽出能力，安定性，予測精度の比較を行う.

そして，連環比率移動法の実用性及び改良点につい

て検討を行う.

2. センサス局法と連環比率移動法

(1)センサス局法

センサス局法は米国商務省センサス局が開発した

可変型季節性指数}111出法で，現在では広くよfJいられ

ている.日本において 2005年4月25日現在 1)では，

センサス局法の中でも， 1965年に発表した X-llな

らびに 1996年にパージョンアップしたX-12-ARIMA2)

を使用している.その潔由としては，安定性やT1J変

型季節性指数調整法としての成熟度，操作性，過去

からの継続性を重視したためとされている.本研究
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では X-llよりも安定性において優れているとされ

るX-12司ARIMAを比較対象とした ノfソコンで計算

できるプログラムはウェブで公隠されており，パー

ジョン 0.2.10(http://www.censusεov/srd!www/x 12a/) 

をダウンロードして用いた.X-12-ARIMAの特徴は，

REGARIMA (REGression and ARIMA)を用いるこ

とによって，原系殉?こ含まれているレベルシフトや

異常値，眼目変動の推計・除去が可能なところであ

る また，原系列の予測値 (3~ 5年)を推計した

上で¥ この予測値と実際の原系列をつなけごた系列に

対して移動平均を行うことにより，系列の末端部分

においても後方移動平均ではなく，中心移動平均に

よって季節変動の推計を可能にしている. これらの

改良により， X-llの問題点であった新規データを

追加すると直近部分の季節調整済系列が大幅に改定

されてしまうことと，異常値や曜日変動等が原系列

に混入している場合に移動平均によって季節変動が

適切に抽出できないことを是正したとされている.

(2)連環比率移動法

連環比系移動法は，連環比率法をベースに開発さ

れ， 1996年度日本農業経済学会論文集に「時系列

f9'(o析における可変型季節性指数の抽出に関する研

究」をテー?として初めて錫載された.その後様々

な実証研究を行い，改良を加えた可変型季節性指数

拙出法である.

連環比率移動法の最大の特徴は移動平均が 3回，

欠落値の補欠回数が2国と少なく，計算手順が簡単

なところである.そのため，他の移動平均を用いる

可変型季節性指数抽出法に比べ，怒;意伎が入る込む

可能性が少なし信頼度が高い可変型季節性指数抽

出法である

センサス局法との大きな違いは事前調整を行って

いない点である.事前調整を行わない理由として 3

つが挙げられる.第 lに奥常値を判断するときに人

為的な恋意性が入り込むことを避けるため，第 2に，

季節変動の激しい農畜産物の価絡データ等に対し
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図 1. ホウレンソウのセンサス鳥法と連環比率移動法それぞれによる可変型季節性指数

注 1)分tfr原データは東京都中央卸売市場絞営管濯部業務談 F東京都中央卸売市場:tf.報J各年度による.

2)センサス局法を1.5メモリ上に移動した.

て，統計的な手法を用いてもグ正常値ではない数値が

異常値として修正されてしまうことを避けるため，

第 3に計算の簡便化，理f終しやすさという統計学的

な基本観点を重視したためで、ある

3. 比較分析

(1)グラフによる単純比較

センサス局法と連環比率移動法それぞれにより抽

出した可変型季節性指数をグラフにより単純比較を

行う.関 lのホウレンソウの卸売価格の場合，両者

の可変型季節性指数は近似している. 2方法それぞ

れにより分析した 55品目の可変型季節性指数の多

くは振縞に微小の違いがあるものの，近似している

しかし リンゴの卸売悩格の場合，振幅のIIIの佼置

が部分的に異なっていた.

(2) MAPRによる比較分析

原系列データに新規データを追加した場合の可

変型季節性指数の改訂度について比較分析を行

う その指標として， MAPR (Mean Absolute Percent 

R巴vision) を用いる.まず，図 2のように，可変型

季節性指数の抽出期間の終Wlをど んから 1ヶ月ずつ

追加していき，そのたびに可変型季節性指数を求め

る そして Tまでの期聞を用いて総出した可変型

季節|生指数との改訂度を見る.その改訂疫の絶対値

を平均したものは MAPRであり， (1)式により求

める. この値が小さいほど安定性が高いといえる.

MAPR=旦立すIA!T-At!ι/川t
T-単 f九0t旬的t担IAんA!久丸T引!t

ただし，

to :推計弱始11寺点

An:時点t(九Z玉tくのまでの情報を用いて}Ul出した百J変型

季節性指数

A，y:時点 T (T>ぬまでの情報を則いて抽出した可変毅季

長主主主指数

本研究では， 1980年 l月から 2000年 12月まで

のデータに 2005年 1UJまで 1ヶ月ずつ追加するた

び、に可変型季節性指数を抽出し，その改訂度を算出

した結果， 55品自 clコ36品目はセンサス局法が， 19 

品沼は連環比率移動法が安定的であった.

この結5誌の要閣を解拐するために， ここでは原系

列自然対数の標準偏差(以下，対数標準偏差と表記

する)めを求めた センサス局法が安定的であった

36品白の対数標準偏差の平均は 0.3611，述Z51比率

移動法が安定的であった 19品目の対数標準偏差の

平均は 0.3223であり，対数i際機偏差:の大きい品目

ほど，センサス局法による可変型季節性指数flbtl:lの

安定性が高いことを判明した.それは，センサス局

法は事前調整を行っているのに対して，速球比率移

動法は事前調整を行っていないことに起因すると思

われる.センサス局法は事前に異常値を除去するこ

とで変動の大きい不規烈変動の影響を受けづらい方

法となっている.速球比率移動法は原系列に含まれ
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ている異常値が移動平均によって除去できない値が

あった場合，不安定になりやすいと考えられる.

(3) MPDによる比較分析

可変型季節性指数の抽出期掃をずらした場合に，

向一持点での可変型季節性指数がどの程度変化する

か， MPD (Maximum Percentage Difference)を照L、

て分析した. MPDは， 1年1月の可変型季節性指数

の中で，最大値は最小億より侭パーセント大きいか

を示すものであり， (2)式により求める. この値が

小さいほど安定性が高いといえる.

Ma犯x{叫S呉t叩./ωhめ削)け}ト一M叩11加;沼叫n叫{SιiムJ令
μ MPD占 4 立悶川""，J 山 …

'.J Min{S; ;(k)} 
kEN，，) 

ただし N;，j= {k:i年j万の民(k)が存在する}

1980'ド1月

1981年1月

1982年lJl 嶋崎側側

1983年1月_-1____-1-_1

1984年1月 輪ヤーーー t-1-抑制嶋寸寸

(2) 

i同町年町j月|ドいS兵凡町叩叫i，/lパρ司(ο(.11-- .1い久叩Jパj(2ρ司:~ ドF叩阿i，j(3パj(3σ司3勾.~!j. ..1い兵九り叩Jパμ(μ~l.1ド1.S.i..i.(~兵~ν叩tリi)バ戸(匂5
2抑印∞01年 12)刃'1 _J 

2∞2年12月 開舗句ーーーー

2003年 12月 ---ーーーーーーーーー伯但

2∞4年 12月 物輸制輔自ーーーーーーーーー--網棚制時

2∞5年 12月 ーーー時制蜘句司ーーーー--輸制時ーーーーーー目制ー

国3. MPDの方法

出所 木村 武「最新移動王子均2型挙節務整法 iX-12-ARIMAJ

についてJ日本銀行金総!研究所『金融研究J第 15巻

第 2号(1996年)， p.132. 

エ即'Dj • J
jzi2 

1.5 

0.5 

0 
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国4. ホウレンソウのセンサス局法と連環比率移動

法による季節性指数の MPD

注:分析原データは東京都中央卸売市場経営管頭部業務課

F東京都中央鈎売市場年報」各年度による

(78 ) 

今聞の検討では， 1Z13のように 1980年 1月から

2001年 12月までを基点として 1年ずつずらし 5

つの可変型季節性指数を抽出し， 1984年 1月から

2001年 12月までの変化度合いにより比較した.得

られた結果の一例としてホウレンソウの可変型季節

性指数の MPDを図 4に示した 連環比率移動法は

1989年 l月から 1997年 12}jまでは値の変化はな

いのでOとなっているが， 1984年から 1987年あた

りまでと 1999年から 2001年あたりまでは値が大き

く，移動平均の期間をスライドさせた場合の変化が

大きいといえる.また，センサス局法は平均的に低

い位置で推移している.両者それぞれの MPDは他

の品目においても似たような傾向が見られた. しか

し季節変動パターンが年々と変化が激しい品自で

は， 2方法ともに MPDの値が大きい結果となった.

(4)可変型季節性指数の分散分析

センサス局法と逮環比率移動法それぞれにより抽

出した可変型季節性指数の有意性を検討するため，

それぞれの可変型季節性指数の分散分析を行い，そ

の結果を表 lにまとめた. 55品目すべての季節変

動の分散比は，センサス局法，連環比率移動法とも

にF検定の 1%il退屈で有意であった.また，傾向・

循環変動の分散比は，センサス局法，速球比率移動

訟ともに十分小さく，中長期の傾向・循環変動を除

去したと考えられる.

(5)予測債の検討

季節変動分析の目的の lつは将来予測である. こ

こでは予測精度について比較検討する.センサス局

法の予測値は (3)式で，連環比率移動法の予測値

は (4)式により求めた.

表1.可変型季節性指数の分散分析結果

傾向・循環変動の分散比 季節変動の分散比

31 自 センサス 連潔比本 センサス 漆潔比率

局t去 移動法 局法 移動法

アジ 1.3 X 10-2 1.3 X 10-12 61.0" 82Z' 

去勢和牛校内 1.6 X 10-2 3.0 X 10-1: 126.7キ
a

67.4" 

ニンジン 2.9 x 10う1.3X 10-13 143.3
争奪

34，ぴ'

ホウレンソウ 9.0 x 10-: 5.9 x 10-13 723，7
存命

380，5'動

ワンゴ 7.5 x 10'" 1.8 X 10-12 247.7命命 122.2" 

以下説'変

注・柿は F 検定の 1%範~Jlで有Já!:であることを表す
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S(t) = S(t -12)ヤ(t-12)-S(t-24)} (3) 

S作 j{S山 )-S(t一勧S(t-36) -S(t -48判)

ただし，Nをデータ総数とし，t=N+l， N+2， N+12 

とする

まず 1980年から 2005年までのデータを用いてi1J

変型季節性指数を抽出し，求めた 2005年の可変型

季節性指数を X
i
とする.次に 1980年から 2004年

までのデータを用いて求めた 2005年の予測値をx/
とし， (5)式によってセンサス局法と連環比率移動

法の予測精度を比較する

(5) 

ただし，nは白山俊とする.

その結果， 55品目中，センサス局法の予測精度

が高いのは 13品目であり，連昔話比率移動法の予渋u

精度が高いのは 42品gであった. これはセンサス

局法の場合，移動平均とそれに宇!とう補欠が連環比率

移動法に比べ多く行われているため，近年の動きが

反映されにくいためであると忠われる また，予測

値においても対数標準偏差が大きい系列ほど予測結

700 

600 

500 

¥E 2、 400 
300 

200 

100 。
1980年 1985年 1990年

度が低くなりやすい傾向が見られた.

4. 連環比率移動法における事前異常値修正の検討

センサス局法と連環比率移動法それぞれの可変型

季節性指数を比較した結果，安定性に去をが見られた.

そして，対数標準偏差が大きい系列ほど安定性が低

くなりやすい傾向があった.その原因の 1っとして，

奥常値による影響の可能性があり，安定性の差は事

前異常値修正の有無において生じていると考えられ

る.そこで，連環比率移動法に事前異常値修正を導

入する 兵常値を検出する方法としてグラブス・ス

ミルノフの棄却検定法のを用いた. この検定法に

よって異常値と判断された値は修正を行う 5) そし

て，異常値を修正する前後で安定性が向上するかど

うかを検討する.

(1)異常値修正前後のグラフによる単純比較

区15はりンゴの卸売価格データをグラブス・スミ

ルノフの棄却検定法によって異常値を検出し，修正

した系列を表したものである.図 6は異常値修正前

の卸売締格データで速球比率移動法によって主lJ出し

た可変型季節性指数と，異常依修正後のデータで長11

出した可変型季節性指数である. した

ことにより， 1981年頃の季節変動のピークが 10月

1995年 2000年 2005年

図 5. 異常億修正前後のリンゴの卸売価格

注.分析!京データは東京都中央卸売市場経償管理部業務課?点京都中央卸売浴場年報J各年度による

2 

護1.5

裂
騒 1 1-1:
勝目

0.5 
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年

図 6. リンゴの卸売価格における異常値修正前後の連環比率移動法による可変型季節性指数

注:1)分析原データは東京都中央卸売市場経営管潔溜業務課 F東京都中央卸売市場年報J各年度による

2) 修工E郊の五J変型季節性指数を 0.5メモリ」二に移動した

(79 ) 

2005年
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から 8月に改正され，イ自の年と!弓じ月となり，現実

的な結果が得られた.

(2)異常値修正前後の MAPRによる比較分析

原系列に新規データを追加した場合でのPJ変型季

節性指数の改訂度 (MAPR)により，異常値修正前

後の可変型季節性指数を比較した.全 55品目中 19

品目では安定性は{尽くなったが，残りの 36品目で

は安定性は向上した.王子均では 5%程度の安定性向

上効果が得られた，

(3)異常値修正前後の MPDによる比較分析

可変型季節性指数の拙出期間をずらした場合に，

間一時点での可変型季節性指数の変化度合い

(MPD)で異常値修正前後の可変型季節目:指数を比

較した 結果の一例としてリンゴの卸売価格に対し

異常値の修正を行い， MPDの結果を図 7に示した.

リンゴの場合， 2000年あたりの値は異常仮修正後

のほうが大きくなったが， 1985年あたりの値は異

常値修正後のほうが小さくなった.平均値で比較す

ると， 55品目中 21品自では安定性は低くなったが，

エ即IDj，j

0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
O 
1984年 1989年 1994年 1999年

国7 リンゴの卸売価格における異常値修正前後の

卦1PD
出所:分析!51データは東京都中央卸売r!J~坊主子二営管理Hffl~宗務

諜『東京都中央卸売市場年報』各年度による

表 2. 異常値修正後の連資比率移動法によるi'iJ変型

季節性指数の分散分析結巣

傾向・循環変動の分散比 季節変動の分散た

品目 !l41!l"i1疫 異常総 !l~1常{凶 爽常{邑

修正前 修正後 修lEliij 修正後

アジ 1.3 X 1O~12 2.7 X 1O~12 82.2制 74.5事$

ゴミミ寺和牛枝肉 3.0 X 1O~11 3.0 X 1O~11 67.4"' 92.6命事

ニンシ一、ノがーン 1.3 X 1O~13 1.0 X 1O~1.1 34.0" 110.4"' 
ホウ νンソウ 5.9 x lO~n -5.5 x 10~11 380.5"' 381.6引

リンゴ 11.8 x 10斗1.3X 1O~12 122.2" 153.2" 

以下旬l愛

注:料は F検定の 1%範囲て、有;否;で、あることを表す.

(80 ) 

34品悶では安定性が向上し，平均では 1%程度の安

定性向上効果が得られた.

(4)異常鎮修正前後の予測値の検討

異常値を修正する前後で予測値の精度が変化する

かどうかを検討した.異常値を修正する前に比べ，

修正した後は， 55品呂中 26品目は予測精度が向上

し， 18品目は低下した.残りの 11品目は変化がな

かった.平均的に予測精度は 3%程度向上する結果

が得られた.

(5)異常値修正前後の分散分析

異常値を修正した後，連環比率移動法により抽出

した可変型季節性指数の有意性を検討するために分

散分析を行い，表2にまとめた.季節変動の分散比

はP検定の 1%範凶で有意であった.また，傾向・

循環変動の分散比は十分小さく中長期の傾向・循環

変動は含まれていないと考えられる.

5. まとめ

本研究では，農畜産物 55品@!の 1980年から 2005

年までのJl5J1j卸売価格データ系列を分析材料とし

て，センサス局法とi宝珠比系移動法それぞれにより

可変型季節性指数を抽出し，比絞分析を行った.持;

5誌をまとめると次のようなものとなる.

(1)原系列データに新規データを追加した場合，可

変型季節性指数の改訂俊 (MAPR)で比較した

結果，価格変動が大きい品目において，連潔比

率移動法はセンサス局法より可変型季節性指数

の抽出精度が低いことを判明した

(2)可変型季節性指数の抽出期間をずらした場合，

!河一時点での可変型季節性指数の変化度合い

(MPD)により比較した結果，センサス局法は

平均的に安定していたが，連環比率移動法は両

端データの変化度合いが大きいことが明らかに

なった.

(3)予測の精度により比較を行うと，連環比率移動

法の予測精度はセンサス局訟より高い結果が得

られた

以上の結果により，連環比率移動法は安定性にお

いて改良の余地が残されていると考えられる.対数

標準偏差が大きい品目ほど抽出した可変型季節性指

数が不安定であることから，異常値が原因の lつで

あると考えられる.そこで，奥常績の検出・修正を

行い，事前異常値修正前後で連環比率移動法により
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抽出した可変型季節性指数を比較した.その結条を

まとめると以下のようなものになる.

(1)異常値修正前後で原系殉に新規データを追加し

た場合の可変型季節性指数の改定度 (MAPR)

によって比較した結果，平均 5%程度，安定性

が向上した.

(2)異常値修正前後で可変型季節性指数の抽出期間

をずらした場合の間一地点での可変型季節性指

数の変化度合い (MPD) で比較を行った.そ

の結果，平均 1%程度の安定性向上効果が得ら

れた

(3)異常値修正前後で予測値の精度を比較した.そ

の結果，平均的に 3%稼度の予測精度向上効果

が得られた.

以上の結果により事前に異常績を修正すること

)(行，."ーγγ-)(九=ニιーーまたは To~ー」ニニs s 

がTo<tのとき，帰然仮説を採択し異常鐙は存在

しないと判断し，T，。ミtのとき，帰無仮説を棄却し，

最大緩または最小{直は異常{直であると判断する.

そして，その値を除き，再び最初から検定を行い，

帰無仮説が棄却される限ワ絞ける.

5) 奥常値の修正方法はセンサス局法のものを利用し

た.最初の 1年間は

5xx"， ，+7xx"o， +4xx"o， +2xx 十1，jT I ̂  hi+2，j T '1: ^ ""'i+3，j T ~ ̂  Ai+4，j 

18 

により力n重平均で修正し，議後の 1年間は

5XXi_l，j十7x xi-2.i + 4 X Xi-3.i十2XXi_4，j

18 

で，奥常値修正前に比べ MAPR，MPD，予測精度 の加重平均で修正を行う.滋初~，または放後の年

ともに向上し，連環比率移動法の現実姓が高まり， 以外では，前後年の同月の平均で修肢を行う

可変型季節性指数拙出法として有用である.今後の

課題として，農畜産物のみならず一般経済時系列等 参考文献

の分析を行い，速球比率移動法をさらに現実性の高

い可変型季節性指数抽出法に改良していきたい.

注1)季節調絵法に関する各省庁からの報管取りまとめ

について (http://www.stat.go.jp/index/seido/zuhyoul

7-1b.xls)を参黙した.

2) X-12はパージョン番号であり， ARIMAはAuto

Regressive Integrated Moving Average (自己凹締和

分移動平均)過程のことをか床する.

3) ここではx
i
を原系列，Nをデータ総数とし，対数

標準偏差。は下三えにより求める

4) 続無仮説 H"・異常備は存在しない

対立仮説Hl・最大・最小値は異常値である

とし，大きさ Nの標本で，X (n)が問題となる絞

大値Xmax(またはXmin) とする 異常と恕われ

る鎚も含めて平均王，襟本襟準偏主長Sを求め，次

の統計一致，

( 81) 

奥本{圭1rtI季節務整法の比較研究 センサス

局法X-12-A悶MAの我が国経済統計ーへの適剤j，

f経済分析J第 17号 (2000ふ)• 

[2J佐藤敏雄・村松 *1やさしい医療系の統計学」

医歯薬I:f:¥)坂株式会社， 2006， pp. 152-153 

木村 武「最新移動平均型季節調整法 IX-12“

ARIMAjについてj，W金融研究』第 15巻第 2

号 (1996ム)， pp.125-135. 

万 恩・笠原浩三「可変型季節変動及び五I

変型循環変動による時系列予測に関する研究j，

f農林業問題研究J第 141号第 36巻 (2001)， 

pp. 129-130. 

[5J万 里「生鮮食料品流通の時系列分析」良

林統計協会， 2002， pp. 83-99. 

策晋司「季節調整プログラム X-12-ARlMAと

TRAMO-SEATSの分解構造一試験的な実証分

析を添えて-j， mSRI Discussion Paper Series~ 

No. 63 (2003.9.). 
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