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　産業連関表の作成及びそれを使用した産業連
関分析の方法はW. Leontiefによって創始され
た。レオンティエフは産業連関分析の基本的な
考え方を説明する際に以下に記すような設例を
しばしば使用している（例えば、産業連関分析
の解説である［4］、Palgraveの経済学辞典にお
ける投入‐産出分析の項［2］、環境問題への産
業連関分析の適用を提案した［1］などにおいて
それを使用している）。この小論においては、こ
のレオンティエフの設例を基本例として用いて
（筆者の意図とレオンティエフの意図は必ずし
も一致していない）産業連関分析の基本的な考
え方を紹介してみたい。

1. 物量表による産業連関表と産業連
関分析

　レオンティエフは、上記のような文献におい
て産業連関分析の考え方を示す際には、次のよ
うな物量表示の産業連関表を使用する。

　この産業連関表によって表わされる経済は2
つの産業と家計から構成されている。農業は25
ブッシェルの小麦と14ヤードの布を投入（使
用）して、100ブッシェルの小麦を生産し、農業

の生産用に25ブッシェル、製造業の布の生産用
に20ブッシェル、さらに家計が最終需要として
使用するために55ブッシェルを産出している。
製造業は20ブッシェルの小麦と6ヤードの布を
投入して50ヤードの布を生産して、農業におけ
る小麦の生産用に14ヤード、製造業の布の生産
用に6ヤード、さらに家計の最終需要のために
30ヤードを産出している。（著名な設例である
ので、なぜ小麦の生産のために布が必要である
のか、布の生産のためになぜ小麦が必要である
のかなどと野暮なことは考えずに、そのような
ものであると考えておいてもらいたい。）家計
は、後に示すように、2つの産業に労働力を提
供して賃金を得て、それによって55ブッシェ
ルの小麦と30ヤードの布を購入して消費して
いる。

　農業の投入量を農業の生産量で
除し、製造業の投入量をその生産量
によって除すると、それぞれの産業
の生産量1単位当り投入量を得るこ
とができる。即ち、上記の表は、小

麦1ブッシェルの生産のためには0.25ブッシェ
ルの小麦と0.14ヤードの布が必要であり、布1
ヤードの生産のためには0.40ブッシェルの小麦
と0.12ヤードの布が必要であることを示してい
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る。このような各々の生産量1単位当りの各投
入量を投入係数といい、上記のような投入係数
の一覧表を投入係数表という。
　このような投入係数を用いると、各産業のそ
れぞれの投入量は投入係数と生産量の積として
表わすことができる。上記の設例においては、
　25＝0.25×100 20＝0.40×50
　14＝0.14×100 6＝0.12×50
となる。かくして、例えば、
　X1：小麦の生産量
　F1：家計の小麦消費量（最終需要）
　X2：布の生産量
　F2：家計の布消費量（最終需要）
のように記号を決めると、ここでの仮設経済に
おける投入構造（生産技術）をもつ産業連関（投
入－産出）体系は一般的に次のように書くこと
ができる。
　0.25X1＋0.40X2＋F1＝X1
　0.14X1＋0.12X2＋F2＝X2
ここで、例えば、X1＝100、X2＝50、F1＝55、
F2＝30、を上記の式に与えると、
　25＋ 20＋55＝ 100
　14＋ 6＋30＝ 50
となり、先の産業連関表の投入‐産出バランス
が得られることは明らかであろう。
　以下の計算は上記の連立方程式を直接解くこ
とによって行なうこともできるが、行列演算を
使用する方が便利である。上記の連立方程式を
行列とベクトルを用いて書くと、
　0.25　0.40     X1         F1      　X1 ［　　　　  ］ ［ 　］＋［ 　］＝［ 　］ 　0.14　0.12  　X2          F2　      X2
のように表わすことができる。
　最も基本的な産業連関モデルは最終需要水準
（ある国内総支出の水準：この設例においては
家計の最終需要水準）を達成するために必要な
全産業（ここでは2つの産業）の産出量を求め
ようというものである。かくして、F1、F2を所
与として上記の行列表示の式をX1及びX2につ
いて解くと、

　   1 0        0.25  0.40     X1        F1　｛［    ］－［            ］｝［   ］＝［   ］　   0 1        0.14  0.12     X2        F2
であるので、かくして、
　 X1       0.75 -0.40 -1 F1       1.457  0.662    F1  ［    ］＝［              ］［   ］＝［                ］［   ］　 X2      -0.14  0.88   F2　    0.232  1.242    F2
を得ることができる。この解における逆行列は
レオンティエフ逆行列とよばれている。上記の
解に、例えば、F1＝55、F2＝30のような最終
需要を与えると、
　  X1         1.457  0.662      55         100　［    ］＝［                 ］［     ］＝［     ］　  X2         0.232  1.242      30          50 
のように、そのような最終需要水準を満たすた
めに必要な産出水準の解が得られる。
　或いは、より高い消費水準、例えば、F1＝
70、F2＝40、を達成するための各産業の産出量
を求めようとする場合には、
　  1.457  0.662     70 128.5
　［                ］［    ］＝［        ］　  0.232  1.242     40 65.9
となり、小麦28.5ブッシェル、布15.9ヤードの
増産が必要であるということがわかる。かくし
て、予めレオンティエフ逆行列が計算されてい
るならば、ある所与の最終需要の組合せ（品目
別国内総支出）を満たすための必要産出量は、
そのたびごとに連立方程式体系を解かなくて
も、このレオンティエフ逆行列を用いることに
よって簡単に求めることができる。ところで、
このような必要増産量は最終需要の増加量（15
ブッシェル及び10ヤード）よりも大きい。この
理由はこの最終需要の増加を満たすためには、
最終需要増加分に加えて、生産増加のための投
入（原材料）の増産も必要になるということで
ある。（最終需要がもたらす産出量増加の逐次
的波及過程とレオンティエフ逆行列の関係につ
いては稿を替えて取り上げる。）
　このようなある所与の最終需要を満たすため
に必要な産出量を求めるモデルは産出量決定モ
デルとよばれ、産業連関分析における基本モデ
ルの1つとなっている。
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2. 付加価値部門と均衡価格

　生産のためには原材料の投入とともに本源的
生産要素の投入も必要である。ここでは、単純
化のために、本源的生産要素としては労働力の
みを考える。労働力の投入は生産において付加
価値を生ずる。さらに、ここでは、労働力投入1
マンイヤー当りの付加価値（賃金）は両部門に
おいてともに1ドルであると仮定する。かくし
て、本源的生産要素をも考慮して拡大された産
業連関表は例えば次のようになるであろう。

　上記の表に基づく拡大されたこの体系の投入
係数は各々の産業の各投入量をその産出量に
よって除して以下のように求めることができる。

かくして、改めて、この拡大された投入係数表
より、1ブッシェルの小麦は0.25ブッシェルの
小麦と0.14ヤードの布を原材料として投入し、
さらに労働力を0.80マンイヤーを投入して生産
され、その過程で0.80ドルの付加価値が発生す
るということがわかる。同様に、1ヤードの布
は0.40ブッシェルの小麦と0.12ヤードの布を原
材料として投入し、さらに労働力を3.60マンイ
ヤーを投入することによって生産され、その過
程で3.60ドルの付加価値が発生している。
　先の産出量決定モデルにおいては投入係数表
の行に注目することによってモデルが作成され

たが、ここではその列に注目する。記号を次の
ように定める。
　P1：小麦1ブッシェルの価格
　v1：小麦1ブッシェル当り付加価値
　P2：布1ヤードの価格
　v2：布1ヤード当り付加価値
かくして、上記の投入係数表によると、小麦1
ブッシェルの価格P1は小麦0.25ブッシェル、布
0.14ヤード及び労働力0.80マンイヤーのコスト
から構成されており、布1ヤードの価格P2は小
麦0.40ブッシェル、布0.12ヤード及び労働力3.60

マンイヤーからなるコストによっ
て構成されているということがわか
る。かくして、小麦と布の価格はつ
ぎのような価格についての連立方程
式によって表わすことができる。
　P1＝0.25P1＋0.14P2＋v1
　P2＝0.40P1＋0.12P2＋v2

ここで、例えば、0.25P1は0.25ブッシェルのコ
スト、0.14P2は布0.14ヤードのコスト、v1は小
麦1ブッシェル当りの労働力のコスト（労働力
0.80マンイヤーのコスト）を表わす、等々であ
る。上記の価格方程式を直接扱うよりも、行列
表示によって処理する方が便利であるので、行
列とベクトルによって上記の方程式を書くと、
　  P1        0.25  0.14     P1         v1　［   ］＝［             ］［    ］＋［    ］　  P2        0.40  0.12     P2         v2
　この価格のコスト構成を表わす方程式と先の
投入－産出バランスを表わす方程式を比較して
わかる1つの顕著な点は右辺の価格ベクトルに
掛かっている係数行列が投入‐産出バランス式
における“投入係数”行列の“転置行列”になっ
ているということである。
　この方程式をP1及びP2について解くと、
　  P1         0.75  -0.14  -1 v1　［   ］＝［                ］ ［    ］　  P2        -0.40    0.88 v2
　             1.457  0.232     v1　       ＝［                ］［    ］　             0.662  1.242     v2
かくして、このようなモデルは生産物単位当り
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の付加価値が与えられると各生産物の価格が決
定されるモデルであり、産業連関分析における
もう1つの基本的なモデルである価格決定モデ
ルである。このモデルの一般解である上記の方
程式にこの仮設経済における各生産物1単位当
り付加価値額、即ち、v1＝0.80ドル、v2＝3.60
ドルを与えると、
　  P1        1.457  0.232     0.80 2.00
　［   ］＝［                ］［      ］＝［      ］　  P2        0.662  1.242     3.60 5.00
即ち、小麦1ブッシェル＝2.00ドル、布1ヤード
＝5.00ドル、というそれぞれの生産物の価格を
得ることができる。
　このような価格決定モデルは、付加価値の係
数（付加価値がより詳細に分割されている場合
には、賃金、利潤、固定資本減耗、間接税、補助
金の諸係数）に変化があった場合、各生産物の
価格がどのように変化するかを測定することが
でき、付加価値変動の価格決定モデルとよぶこ
とができる。
　このようなモデルの解についてさらに注目す
るべき点は、付加価値係数ベクトルに乗じられ
ている逆行列は、やはり、先の産出量決定モデ
ルにおける逆行列の“転置行列”となっている
ということである。かくして、このことは産出
量決定モデルにおける逆行列がすでに計算され
ていると、その逆行列の転置行列を用いること
によって、付加価値変動の価格決定モデルは直
ちに作成することができるということを意味し
ている。
　ここで、上記の価格決定モデルによって得ら
れた小麦と布の価格（1ブッシェル＝2ドル及び
1ヤード＝5ドル）を先の物量表示の産業連関表
に乗ずることによって価額表示の産業連関表を
得ることができる。かくして、以下のような表
が得られる。

部門1
農業

部門2
製造業

最終需要
家　　計

産出計

部門1 農　業
部門2 製造業

50

70

40

30

110

150

200

250

付加価値 80 180 260

投 入 計 200 250 260

この表はドル表示であり、
　25ブッシェル ×2ドル＝ 50ドル
　20ブッシェル ×2ドル＝ 40ドル
　14ヤード ×5ドル＝ 70ドル
　6ヤード ×5ドル＝ 30ドル
　80マンイヤー ×1ドル＝ 80ドル
　180マンイヤー ×1ドル＝ 180ドル
等々のように、物量と価格を乗ずることによっ
て、物量から価額への変換が行なわれている。
価額表における各産業の行和と列和は等しく、
産出計＝投入計であって、産出と投入はバラン
スしている。また、付加価値合計（国内総生産
及び国内総所得）＝最終需要合計（国内総支出）
＝260となっていることもわかる。このような
意味において、上記のように決定される価格は
この産業連関体系の均衡価格であるということ
ができる。
　（因みに、例えば、賃金交渉の結果、農業の賃
金が1マンイヤー＝1.1ドル、製造業の賃金が1
マンイヤー＝1.05ドルに上昇した場合の価格に
与える影響を考えると、
　  P1        1.457  0.232     0.80×1.10　［   ］＝［                ］［               ］　  P2        0.662  1.242     3.60×1.05
　             1.457  0.232     0.88         2.158
　       ＝［                ］［      ］＝［        ］　             0.662  1.242     3.78         5.276
となり、かくして、小麦は2ドルから2.158ドル
へ7.9％、布は5ドルから5.276ドルへ5.5％上昇
するということになる。付加価値変動の価格決
定モデルの用途は賃金の変化のほかに間接税の
変化の影響などにも使用することができる。）
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3. 価額表による分析

　レオンティエフは産業連関モデルの基本構造
を説明するために、例として上記のような物量
表示の産業連関表を使用している。生産の技術
的相互波及過程は本来は物量的なものであるで
あろうし、また、物量体系を用いることによっ
て均衡価格の決定が具体的な貨幣表示で明示的
に示されるという利点があることはその1つの
理由であるであろう。
　しかし、分析に利用可能な物量表示の産業連
関表は実際には作成可能ではない。その理由に
は物量には集計に限界があるということであ
る。例えば、レオンティエフの設例に出てくる
布を例にとってみる。布といっても天然繊維
によるものもあれば、合成繊維によるものもあ
る。天然繊維によるものにも、綿、羊毛、絹など
様々なものがあり、それらの中にも様々な質や
規格のものがある。それらはいわば全て個別の
商品であって、それらを全てヤードという単位
によって集計することは困難でもあるし、ミス
リーディングな結果をももたらすであろう。或
いは、それらを個別の商品として扱うならば、
産業連関表の部門数は手に負えないほど膨大な
ものになってしまうであろう。産業連関表が分
析のために操作可能であるためには、それは計
算能力や分析者の扱う分析の範囲の観点から操
作可能であるような程度に集計された部門数で
作成されなければならない。（一般には、有意な
分析のためには少なくとも50～ 60部門程度の
表が必要であるであろう。）また、サービスの中
には産出の概念そのものがなお問題があるもの
があり、そのようなものの適切な物量単位を見
いだすことは困難であることが多い。例えば、
金融サービスを扱われた手形や小切手の数で測
定することは、それぞれの表示金額が異なるこ
となどから、問題があるであろう（付言してお
けば、現在のSNAにおいては、金融サービスは
FISIMという概念によって測定されることに

なっている）。かくして、実際には、産業連関表
は金額表示、即ち、価額表示の表として作成さ
れる。価額による表示が質の異なる産出を適切
に識別できているかどうかは大きな問題である
が、価額によって作成された表は、それが、例
えば、円やドルによって作成されているので、
全ての生産物が価額によって表示されており、
その集計が自在であることは価額表の大きな利
点となっている。
　かくして、実際の産業連関分析は物量表では
なくて、金額によって作成された価額表によっ
て行なわれる。例えば、ここでの設例において
は、それは先の価額表によって行なわれなけれ
ばならない。上記の価額表によって計算される
投入係数表は以下のようになる。

農　業  製造業

農　  業
製 造 業
労働投入

（付加価値）

0.25
0.35
0.40

（0.40）

0.16
0.12
0.72

（0.72）

50／ 200 40／ 250
70／ 200 30／ 250
80／ 200 180／ 250

　かくして、価額表に基づく投入‐産出バラン
スは次のようになる。
　0.25X1＋0.16X2＋F1＝X1
　0.35X1＋0.12X2＋F2＝X2
行列とベクトルによって表示すると、
　  0.25  0.16    X1        F1        X1　［             ］［   ］＋［   ］＝［   ］　  0.35  0.12    X2        F2        X2
ここでのX1、X2、F1、F2は全て価額表示によ
るものである。かくして、価額による産出高決
定モデルの一般解は
 0.75 -0.16 -1 F1　　 ［               ］  ［    ］ -0.35 0.88  F2
　      1.457  0.265     F1 X1　＝［                ］［    ］＝［    ］　      0.579  1.242     F2 X2
　F1＝110、F2＝150を上記の解に与えると、
X1＝200、X2＝250が得られることは明らか
であろう。或いは、より高い消費水準（各商品
の増加倍率は先の物量モデルの場合と同じ倍
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率）、F1＝140、F2＝200、を与えると、
　  1.457  0.265     140        257.0
　［                ］［      ］ =［        ］　  0.579  1.242     200        329.5
が得られる。かくして、小麦の価格が2ドル、布
の価格が5ドルであれば、この解による小麦の
物量は128.5ブッシェル、布の物量は65.9ヤード
となり、それは先の物量モデルの解と整合的で
あることがわかる。
　産業連関表が多数の商品についての集計され
た価額表示によってしか作成できないとする
と、レオンティエフの設例におけるように、価
額を物量×価格という形に簡単に分割すること
はできない。かくして、価額表示表による価格
決定モデルにおいては単位物量当り何ドル或い
は何円という絶対価格の形での価格を求めるこ
とができなくなる。レオンティエフはこの問題
を「ドル価値単位」（日本流にいえば、「円価値
単位」）という概念を導入することによって解
決した。その詳細は別稿において扱うことにし
て、そのような考え方によるモデルのみについ
て簡単に記すと次のようになる。
　ドル価値単位による価格決定モデルにおいて
は全ての価格は1ドル（円価値単位モデルなら
ば1円）とおかれる。かくして、ここでの設例に
おける価額表示産業連関表による価格方程式は
　  0.25  0.35     P1         v1         P1　［             ］［    ］＋［    ］＝ ［    ］　  0.16  0.12     P2         v2         P2
かくして、このモデルの解は
　  P1        1.457  0.579         v1　［    ］=［                 ］    ［     ］　  P2        0.265  1.242             v2
付加価値係数v1＝0.40、v2＝0.72を与えると、
　  P1         1.457  0.579      0.40          1　［    ］［                 ］ ［       ］＝［   ］　  P2         0.265  1.242      0.72          1
かくして、価額表示産業連関表に基づくドル価
値単位の価格決定モデルにおける基準状態にお
ける全ての商品の価格は1である。
　このようなモデルにおいて農業における賃金
率が10％、製造業の賃金率が5％上昇した場合
の価格に与える影響を考えると、

　  P1         1.457  0.579      0.40×1.10        1.079　［    ］［                 ］ ［               ］＝［      ］　  P2         0.265  1.242      0.72×1.05        1.055
のように、小麦の価格は7.9％、布の価格は5.5％
上昇するという、物量表による価格決定モデル
の場合と同じ結果が得られる。かくして、価額
表によるドル価値単位による価格決定モデル
は、物量単位当りの絶対価格を決定することは
できないが、付加価値変動に伴う価格変化は物
量表によるモデルと同じように測定することが
できることになる。
　かくして、物量表による生産及び価格につい
ての分析結果は価額表による生産及び価格につ
いての分析結果と整合的であることがわかり、
物量表とともに価額表を様々な分析に用いるこ
とが適切な結果をもたらすことが明らかにされ
たことになるであろう。

4. オープンモデルとクローズドモデル

　上記において示した産出量或いは産出高を決
定するモデルは最終需要がモデルに対して外生
的に与えられ、それによって生産の産業連関構
造が決定されるというものであった。このよう
なモデルは最終需要の大きさを自由に決めるこ
とができ、いわば、最終需要について開かれた
形になっているので、オープンモデルとよばれ
る。これに対して、最終需要もまたモデルの内
部で決定され、従って、モデル全体が閉じた形
になっているようなモデルを考えることもで
き、このようなモデルはクローズドモデルとよ
ばれる。
　例えば、これもレオンティエフの設例に倣っ
て、次のような産業連関構造をもつような経済
を考える。表示は通常の産業連関表を想定して
価額表示であるとする。
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 農　業  製造業  家　計  産出計
農　業 X11 X12 X13 X1
製造業 X21 X22 X23 X2
家　計 Y1 Y2 Y
投入計 X1 X2

　このような仮設経済においては、農業は農業
商品X11、製造業商品X21を原材料（中間投入用）
としてそれぞれの部門から購入し、家計に賃金
Y1を払って農業産出X1を生産し（X11＋X21＋
Y1＝X1）、それを農業へX11、製造業へX12、家計
へX13（X11＋X12＋X13＝X1）のようにそれぞれ
販売している。製造業についても表に示すよう
に同様な形の活動が行なわれている。また、家
計は農業と製造業に労働力を提供してそれぞ
れの産業よりY1及びY2（Y1＋Y2＝Y）の賃金を
得て、それによって農業及び製造業からそれぞ
れの生産物X13及びX23を購入することによって
消費活動を行なっている（Y1＋Y2＝Y＝X13＋
X23）。
　この経済構造において家計は最終需要部門を
構成しており、通常のオープンモデルにおいて
はそれはモデルの外から与えられる外生変数と
される。かくして、投入係数を
　　　　　a11＝X11／ X1　　　a12＝X12／ X2
　　　　　a21＝X21／ X1　　　a22＝X22／ X2
と定義すると、この経済の投入－産出構造は
X13及びX23を外生変数としてつぎのように表わ
すことができるであろう。
　　　　　a11X1＋a12X2＋X13＝X1
　　　　　a21X1＋a22X2＋X23＝X2
これを計算と表記が便利なように行列とベクト
ルを用いて表わすと、
　   a11  a12      X1 X13  X1      　［           ］［     ］＋［     ］＝ ［    ］　   a21  a22      X2 X23 X2
かくして、この方程式をX1及びX2について解
くと、単位行列を使用して
　  X1         1  0 X1　［     ］= ［      ］［    ］　  X2         0  1 X2

であるので、整理すると、
　   1－a11    －a12      X1          X13    　［           　　 　］［      ］= ［      ］　     －a21  1－a22      X2          X23    
かくして、この解は
　   X1         1－a11    －a12   -1   X13      　［     ］=  ［                     ］  ［     ］　   X2           －a21  1－a22          X23
となり、所与の最終需要を満たすための均衡産
出高を求めることができる。
　これに対して、クローズドモデルにおいて
は、最終需要部門（ここでの設例では家計）も
内生部門として扱われる。即ち、以下の例にお
いては、家計は消費財を投入して労働サービス
を生産するような部門であるとみなされ、産業
部門と同じような扱いを受けることになる。か
くして、クローズドモデルにおいては、通常の
投入係数のほかに、産業の労働投入係数と家計
の消費財投入係数が併せて計算されることにな
る。かくして、各種の投入係数を改めて計算し
てみると次のようになるであろう。
a11＝X11／ X1 a12＝X12／ X2 a13＝X13／ Y
a21＝X21／ X1 a22＝X22／ X2 a23＝X23／ Y
 l1 ＝Y1 ／ X1  l2 ＝Y2 ／ X2
　かくして、このクローズドモデルは次のよう
な3本の方程式によって表わされる。
　　　a11X1＋a12X2＋a13Y＝X1
　　　a12X1＋a22X2＋a23Y＝X2
　　　l1  X1＋l2 X2          ＝Y
未知数はX1、X2及びYであり、家計消費a13Y、
a23YはYが求められるならば、自動的に求める
ことができる。（この単純な設例においては、
a13及びa23は所得に対する消費性向であり、l1、
l2は各産業の付加価値係数である。）これを整理
すると、
　（1－a11） X1－ a12 X2－ a13Y＝0
　　－a21 X1＋ （1－a22）X2－ a23Y＝0
　　－l1 X1－ l1  X2＋ Y＝0
或いは、これを行列とベクトルを用いて表わす
と、
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　　1－a11　  －a12 －a13 X1  0
　　  －a21　1－a22  －a23 X2  0
　　  －l1       －l2       1     Y  0

このような方程式は、これについての上記のよ
うな係数の行列式がゼロである場合、即ち、
  1 －a11  －a12 －a13
 －a21 1 －a22 －a23 ＝0
 －l1  －l2       1

 である場合にのみ解をもち、そうでない場合
には、X1＝X2＝Y＝0、以外の解をもたないと
いうことが知られている。もちろん、全ての解
がゼロであるようなモデルには経済的な意味は
ない。現実の経済において、上記のような行列式
ゼロの条件が満たされる保証はない、というよ
りも満たされることの方が稀であるであろう。
　レオンティエフが当初において念頭において
想定していたモデルはこのようなクローズドモ
デルであったといわれている。しかし、このよ
うなクローズドモデル、即ち、モデルの全ての
変数がモデル内で決まるように内生化されたモ
デルは、投入係数が上記のような条件を満たす
場合にのみしか解が存在しないために、現実の
経済分析への適用は限られたものとなり、その
ままの形で経済分析に用いられることはまずな
い。かくして、実際の分析に用いられる産業連
関モデルは何らかの形で最終需要（及び輸入）
をモデル外から与えられるものとして外生化し
たオープンモデルである。
　現実の産業連関表においては最終需要はいく
つかの項目別に推計されるし、最終需要ではな
いが輸入も個別に推計される。そのような項目
の全てを内生化する必要はもちろんないし、ま
た、最終需要項目の中には内生化に必ずしも適
さないものもある。例えば、政府支出（政府消
費及び政府投資）はかなりの部分が政府の政策
的意図によって決定される相対的に独立性の高
い項目であると考えられるし、また、輸出は国
内的な要因よりも海外的な要因によって決定
される面が大きいという点で、その国の経済主

体の活動からは相対的に独立性の高い項目であ
る。しかし、一方、家計消費支出や民間投資は
国内における経済活動との相互依存性の強い項
目であり、モデルにおいてはそのような項目は
本質的には、産出高や内生部門（中間需要及び
中間投入部分）とともに、内生変数として扱わ
れる方がより合理的であるであろう。また、最
終需要ではないが、輸入は国内経済活動との関
連が大きい項目であり、従って、モデルの中で
内生化されるべき項目の1つである。（この点に
おいては、マクロ計量経済モデルの場合の考え
方と基本的に同様であり、マクロ計量モデルに
おいても、家計消費支出、民間投資、輸入は内
生変数であり、政府支出、輸出は外生変数とす
ることが一般的である。）
　かくして、産業連関モデルの説明は閉鎖経済
或いは全ての最終需要及び輸入を外生変数とし
たモデルから出発することが多いが、現在実際
に使用されているモデルの多くは輸入を内生化
したモデルである（輸入の扱いと輸入内生化モ
デルについては、林・高橋［6］において説明さ
れている）。家計消費支出を内生化したモデル
も広く使用されている（家計消費支出を内生化
したモデルの概要については、林・高橋［7］に
おいて説明されている）。輸入及び家計消費支
出の内生化は産業連関モデルの一般的な複雑化
の過程にあるが、民間投資を内生化したモデル
は動学的産業連関モデルとして知られる産業連
関モデルの中でも特殊で興味深い分野の1つを
形成している。
（高橋美保は新潟大学経済学部助教である。）
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