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１．はじめに ― そもそも社会科学で「計測」ってどういうこと？ 

例えば、温度計で気温を測るなど、自然科学分野での「測る」という行為は、皆さんもイメ

ージしやすいのではないかと思います。これに対して、社会科学の分野でも「計測する」「計

量する」という言葉がしばしば用いられ、ここで解説する「経済波及効果」もそのひとつです。

しかし、「何を、どうやって計測するの? ……抽象的でよくわからない」「計測結果の検証は

どうするの?」といった疑問は、自然科学の研究者などからよく投げかけられるものです。 

実は筆者も、もともと自然科学・工学分野が専門で、社会科学(経済学)の研究を始めてから

それほど年数が経っていないので、最初の頃は上記の点にやや戸惑いました。個人的見解です

が、社会科学では、自然科学に比べて、「計測する」という言葉の意味をやや広く捉えている

ような気がしています。つまり、様々な計量経済モデル―例えば産業連関モデル―を用いて、

経済の諸々の指標―例えば経済波及効果―を「計測する」とよく言いますが、自然科学になら

えば、このような場合は「推測する」「推算する」などと言うほうがしっくりする気もします。

ただし、以下では、社会科学分野の慣習にしたがって、「計測する」という言葉を広い意味で

使いますので、ご了解ください。 

さらに、経済学における「計測」に独特の事情として、「計測の過程に、実社会で起こる

諸々の経済活動を単純化したモデルが介在しているので、得られた計測結果は、厳密に再現可

能なかたちで検証することが難しい」ということが言えます。例えば、産業連関モデルによっ

て、「ある 100 億円の建設事業を実施したとき、190 億円(すなわち初期投資額の 1.9 倍)の経済

波及効果(生産誘発額)が見込まれます」との「計測」結果が得られたとします。これに対し、

その「ある事業」の実施中〜完了後に、モデルによらない純粋な観察を行うこと、さらにその

観察結果とモデルによる計測結果を比較して誤差を評価することは、おそらく困難でしょう。

つまり、「ある事業」を請け負う建設業者の会計のみならず、波及効果の及ぶ上流産業(原材

料・サービスの供給業者)を含めて、当該事業に関連するすべての取引を逐一観察することは、

現実的には困難です。 

このような事情があるので、見方によっては「産業連関モデルの計測結果は本当に信頼でき

るの?」といったもやもやとした感情が残るのは確かです。しかし、自然科学・工学分野にも似

た事情をかかえているモデルはあります。例えば、ライフサイクルアセスメント(LCA)がそうで

す。実は、方法論こそ違いますが、原材料・サービスを供給する上流産業へ遡って評価をする

という点や、基本的に線形モデルであること等において、両者はとても親和性の高いモデルで

す。標準的な LCAでは、ある財のライフサイクルを工学的に分解して、各工程に投入される材料

等を上流産業に遡って環境影響を積算していく、積み上げ法と呼ばれる手法が用いられますが、

市販されている LCAソフトウェアには、環境影響評価の根拠として、工学的知見に加えて、一部

に産業連関分析の知見を取り入れているものもあります。 
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さて、では LCA を用いて、例えば、ある自動車の原料調達〜製造〜廃棄までのライフサイク

ル CO2排出量が求められたとして、これは検証可能でしょうか? おそらく、自動車製造工場およ

び全ての上流産業に出向いて、計測器を取り出して CO2 排出量を実測することは無理と思います。

それにもかかわらず、LCAを用いた環境影響評価は、意義を見出され、広く行われています。 

 

では、LCA(あるいは産業連関分析)の信頼性の根拠はどこにあるのでしょうか? 個人的意見に

なりますが、その根拠は、幾多の専門家による論議を経て、分析の方法論が、多くの人が納得

できる合理的な手順で、きちんと標準化されていることにあると思います。LCA においては、

ISO(国際標準化機構)14040 に定められた厳密な方法論がありますし、産業連関分析においても、

基本的分野では、すでに標準的手法が確立されています。(もちろん、LCA も産業連関分析も、

最先端の応用的な分析手法をめぐっては、活発な研究が行われていますが。)このように、分析

手法が標準化されていれば、異なる者が分析した結果も、互いに比較することが可能になりま

す。 

 

したがって、LCA も産業連関分析も、計測結果の絶対値(例えば、CO2 排出量や生産誘発額)を

提示するにとどまらず、さらに、ある事業を実施するにあたって複数工種の選択肢がある場合、

それらの計測結果を互いに比較したり、あるいは、経済環境(例えば税率など)が一部変わった

りした場合に計測結果にどのような影響を及ぼすのかをシミュレーションしたり、という風に

分析を深掘りすればするほど、モデルによる分析の価値が高まるのではないかと思います。 

 

さて、やや哲学的な議論を長々としてしまいましたが、産業連関モデルを含め、現在広く用

いられている計量経済モデルは、先人の研究による練磨を経て生き残ってきたモデルであり、

そこで用いられる前提条件やパラメータの数々は、合理的かつ可能な限り多くの統計データに

裏打ちされたものです。したがって、そこから得られる計測結果は、政策運営の指針となりう

る具体的な根拠を示し得ると考えます。したがって、実務者の皆さんには、これらのモデルを

政策の現場でぜひ積極的に活用いただきたいと思いますが、一方で、モデルにはどのような限

界があるのか(前提条件が含まれているのか)ということにも、ぜひ関心を寄せていただき、計

測結果を正しく判断いただきたいと思います。本稿では、この点について議論を深めることは

できませんが、幸い良い解説書が数多く出版されていますので、ぜひ手に取ってみてください

(文末の参考文献リスト参照)。 
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２．経済波及効果とは 

 

さて、前置きが長くなりました。「経済波及効果(本稿では、後方連関効果による生産誘発額

のことを指します)」とは、「ある需要(追加的な最終需要)が生じたとき、その需要を支えるた

めに、原材料・サービスの供給を通じて経済全体で必要となる生産増加額のこと」です。その

ため、英語では Total Requirementなどということもあります。 

 

例えば、ある需要＝建設事業の実施だとしましょう(図１)。その場合、まず一義的に、事業

を請け負う建設業(土木部門)の生産額が需要額と同じだけ増加しますが、これを直接効果とい

います。さらに、その建設事業を支えるためには、鉄鋼、コンクリート、測量サービス、建設

機械など、さまざまな原材料・サービスを提供する産業部門(いわゆる上流産業)の生産が増加

されなければなりません。さらに、そのコンクリートの生産増加を支えるためには、セメント

や電力などが供給されなければなりません。 

 

このような上流産業における生産増加を総括して、間接一次効果といいます。(なお、図１に

示す通り、上流部門への波及サイクルは無限に続きますが、波及の回数を経るごとに、付加価

値分だけ波及額は減衰していきますので、一般に間接一次効果は有限値に収束します。)直接効

果と間接一次効果を合わせて後方連関効果(による生産誘発額)といいます。 

 

 
図１ 後方連関効果による生産誘発の一例(矢印は、財・サービスの流れ) 

 

以上述べた生産誘発額を計測するためのモデルが、「産業連関モデル」ですが、それはどの

ように導かれるのでしょうか。その名が示す通り、産業連関モデルの主たる根拠となる統計資

料が「産業連関表」です。表１には、総務省ホームページで入手できる 2011 年全国産業連関表

(13部門)から、内生部門を３つに統合するなどして簡略化した 3部門表を示します。  

土木部門の
生産増加

建設事業へ
の需要発生

最終需要: f
（固定資本
形成）

コンクリート

鉄鋼

土木機械賃貸

測量サービス

鉱業

電力

運輸直接効果: f
（総事業費ー
用地補償費）

間接一次効果: 
（Af + A2f + A3f + …）

…
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表１ 2011年全国産業連関表(3部門)(総務省・13部門表より筆者作成) 

 
        （単位：十億円） 

    中間需要 

中間需

要計 

最終需要 

最終需

要計 
輸入 

国内生産

額     
農林水

産業 
鉱工業 

建設・サ

ービス業 
消費 投資 輸出 

中
間
投
入

 農林水産業 1,457 7,794 1,431 10,681 3,452 417 48 3,918 -2,563 12,036 

鉱工業 2,645 145,723 69,313 217,682 57,048 33,135 54,473 144,656 -71,674 290,664 

建設・サービス業 2,096 54,240 178,070 234,407 334,691 60,375 16,423 411,489 -8,922 636,974 

中間投入計 6,198 207,758 248,815 462,770 395,191 93,928 70,945 560,063 -83,158 939,675 

付加価値部門計 5,838 82,907 388,160 476,905             

国内生産額 12,036 290,664 636,974 939,675        

 

表１の上側に並んでいる各部門が、財・サービスの買い手(需要部門)であり、表の左側に並

んでいる各部門が、財・サービスの売り手(供給部門)です。ただし、ここまで簡略化した表１

の場合は言わずもがなですが、表に示す各部門は、決して単一(均一)の財・サービスを取引し

ているのではなく、現実には数え切れないほど多くの種類の財・サービスを取引する経済主体

の集合体であることに注意してください。その意味で、産業連関表自体が、すでに現実の経済

を簡略化した雛形(モデル)であるということもできます。通常の産業連関分析では、各部門の

中身がなるべく均一になるよう、数十〜数百の産業部門に分かれた産業連関表を用いますが、

それでも表が経済の「雛形」であることに変わりありません。 

 

では、まず、表を縦方向に読むと、ある財・サービスを生産するための費用構成がわかりま

す。例えば、「農林水産業」部門(１列目)は、部門全体として、農林水産業自身から 1.5 兆円

(例えば種苗など)、鉱工業から 2.6兆円(例えば化学肥料など)、建設・サービス業から 2.1兆円

(例えば運輸サービスなど)の財・サービスの供給(中間投入)を受け、さらに家計の労働や資本

(付加価値部門：雇用者所得や減価償却費など)から 5.8兆円の投入を受けて、最終的に、財・サ

ービス 12.0兆円(一番下の国内生産額の行)を生産していることがわかります。 

 

また、表を横方向に読むと、ある財・サービスの販売先の構成がわかります。例えば、農林

水産業部門(１行目)は、1.5 兆円を自部門へ販売し(例えば米農業が稲わらを畜産業へ)、7.8 兆

円を鉱工業へ(例えば米をパックご飯の原料として食品加工業へ)、1.4 兆円を建設・サービス業

へ、さらに、3.9 兆円を家計や国外の顧客等(最終需要計)へ販売しています。これらを全て足し

合わせて、輸入として国外から調達される 2.6 兆円を差し引くと、国内生産額 12.0 兆円に等し

くなります(一番右の列)。 

 

さて、この産業連関表から「産業連関モデル」を導出するには、大略的には、以下のような

手続きを踏みます。 

 

(1) 産業部門同士の中間取引額(表１の左上ブロック：3行 x 3列 = 9つの数字)をそれぞれの

「列」の国内生産額(最下行の数字)で割って、「投入係数」を求めます。投入係数は、あ

る財 1 単位(＝1 円分の財)の生産に、各部門から何円分の投入が必要かを意味し、通常 0

〜1 の値を取ります。例えば、表１の一番左上の数字について投入係数を求めると、
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1,457/12,036 = 0.121であり、農林水産業の財 1単位を生産するのに、農林水産業自身か

ら 0.121単位の投入が必要であることを示します。 

(2) この「投入係数」を組み込んで、表１の「行」方向の均衡関係を表します。それは、需要

＝供給のバランスがとれた状態、すなわち(総需要＝中間需要＋最終需要)―(輸入)＝(国

内生産額)です。表１では、３つの中間投入(内生)部門がありますので、部門ごとの均衡

関係を表す３本の連立方程式(あるいは行列式)が得られます。 

(3) この式を変形して、「最終需要(消費、投資、輸出)」を独立変数(モデルへの入力)、「国

内生産額」を従属変数(モデルの出力)とする式を導きます。これが、産業連関モデルの最

も簡単な基本式(輸入外生モデル)です。 

 

 この式を用いると、繰り返しになりますが、「ある追加的な最終需要(モデル入力)が生じた

とき、その需要を支えるために、原材料・サービスの供給を通じて経済全体で必要となる生産

増加額(モデル出力)」、すなわち「生産誘発額」が求められます。さらに、生産誘発額から派

生して、付加価値誘発額、雇用誘発者数、温室効果ガス排出量などを求めることも可能です。 

 上記モデルの数学的な導出過程の説明は、本稿では省きますが、下記の参考文献リストなど

を参考に、理解を深めていただければと思います。本稿が、やや抽象的で捉えどころがないと

思われがちな「社会科学における計測」に興味をもっていただく端緒になれば幸いです。 
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