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(附　オラノダにおける国民経国計算)

S

I　緒　　　　論

国民経済計算(social accounting, national account-

ing)を最も精密に研究し,かつ貿施している図にノ-

ルウェイ1)がある.この図における団確済計算には二

つの方式が考えられてきたo Jは英米における白書

(white paper)の方式であり,その基礎理論は囲民簿記

(national book-keeping)の原理であるo Cこれを以下

白書方式と呼ぼうO)2〕これは英米の白書の方式の示す

如く,聴扱いが簡単であり,蜜用的であるという特質を

持つものということができよう。ノールウェイ政府も現

にこの方式を採用している。3)

これに対して,団瑠済計算の理論的な方式がオスロ

-大挙経済研究所(University Institute of Economics,

Oslo)を中心に研究されてきたが,これを指導している

撃者は,計量経済堕罪の重長RagnaてFrischであるO

これの根幹をなす原理は,ケネー(Frangois Quesnay)

の経済表(tableau economique白子端を叢する　Frisch

等はこれを経済循環圏表(ecocirc graph)と解してい

る。 (以下これを国表方式と呼ぼう。)4〕これは自書方式

に封して理論的であり,しかも碧際の利用にもよく堪え

1)ノールウェイにおける国民経済計算を理解するに

は,この国の国情の概略を知って音6・く必要がある0両鏡

は32高卒方キロであ.って日本の約88%であるが,A

口は著しく少なく1947年の推計によれば315寓であるo
国土の70%は荒地であり, 24%は森林で蔽われてい

る。国民は主として漁業,銃柴,林業ならびに海蓬栄で

生活し,その生活程匿は高い。農柴,牧畜業は扱わない.

2)ノ-ルウェイにおけるこの方式の支隊としそっぎ

の報告を掲げておくo

Odd Aukrust: On the Theory of Social Account-

ing. Ditto: Recent Experiences in the Use of

Social Accounting　王n Norway. Paper for Meet-

ing of International Association for Research in In-

come and lWealth, (Kings College, Cambridge,

England, August 1949).

3) On the Theory of Social Accounting, pp. 22-25.

4) Ragnar Frisch, Odd Aukrust and Petter Jakob

Bjerve: A System of Concepts describing the

Economic Circulation and Production Process. Memo-

randum from the University Institute of Economics,

Oslo, March 8, 1948. 2nd Printing Feb. 1949.
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うるものであるO　その.特質はいわゆる自由度(degree

of freedom)を中心とする思想であり,嘩済計叢の方式

としても勝れているものと考えられる。

しかしながら,これら二つの方式にはそれぞれ一長一

短があり,その優劣を速断すえことは容易ではない。本

稿では童として,困哀方式について詳説し,今技のこの

種の研究に資するとともに,これに封して若干の批評を

加える。　　　　　　　　　　　　'

白書方式については,とくにノ←ルウェイにおけるこ

の方式の特徴を述べるにとどめようOなおオライダにお

、ける国表方式はノ-ルウェイのそ.れと類似鮎があるの

で,白書方式とともに,これを補論として掲げることと

した。5)

Ⅲ　術語の定義

国表方式は,前節の如く,ケネ-の経済表にその限源

を求めることができるが,これを数畢式に勤悔L-d輔峯

した最初の撃者はFrischであるといいえられよう,ォ

しかもこのFrischが周衷方式考案の中心となったこと

はすでに述べた如くであるO以下Frisch, Bjerveおよ

びAukrustの考案した経済循環国表の原理を述べてみ

よう。

かれらのいわゆる経済循環および生産過程(economic

circulation and production process)というのは,坐

違要素の用役が所得の形において森配せられ,さらにか

かる所得が滑費もしくは投資等に使用せられていく過程

5) Central Planning Bureau : Budget of Nether-

lands Economy for 1949, with Comparable Figures

for 1948.

G. Stuvel: Recent Experiences in the Use o王

Social Accounting in the Netherlands. Paper pre-

pared for the 1949-Meeting of the International
Association for Research in Income and Wealth at

Cambridge, England, August 27-September 3.

6) Ragnar Frisch : Propagation Problems and

Impulse Problems in Dynamic Economics. Economic

Essays in honour of Gustav Cassel, London 1933. pp.

171-205.この論文の紹介および批評としては,青山秀

夫著「経済挙動理論の研究」(男一念) 1949, pp. 73-84.を
参照せよ。
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を指すのであるO経済循環のなかの「経済」とそれ以外

の現象とを隈別する基準は,結局便宜的とならざるをえ

ないo工場内における仕事が経済的な活動であることは

いうまでもないが,家庭における報酬を件わな、い主婦の

仕事や,軍除の仕事や,その他日常生活における種々の

活動が果して「経済的」といいうるかどうかについては,

もちろん一定の結論はない。しかしながら,ここでは経

済現象と非経済現象とを寝別する基準の存在することを

容認することとして出丑しようo

経済循環岡表においては, r貿物の循環(real circula-

tion)と貨幣の循環(血ancial circulation)という概念

が極あて重要な問題であるo覚物の循環は宝物封象

(rea呈objects)すなわち財および用役の流れ(鮎)W)な

らびにストックから成り立ち,貨幣の循環は貨幣封象

(丘nancia! objects)すなわち経済的請求鵜の流れならび

にストックから成り立つO空物畢象の主要な特質の一つ

は財産槌の存在しない場合でも経済的に重要な意味を持

つということであり,この場合には貨幣翠食を全然伴わ

ないo寅物畢象は,かくして,所有柾とは無関係に定義

せられるが,これに封して,貨幣封象はある借手とある

貸手との関係においてのみ道義せられる。

貨幣畢象の借手および貸手がともにその団に屈する場

合に,これを囲内貨幣資産(internal触ancial assets)と

いう07)貨簡封象の借手か貸手のいず'i'tかがその国に屈

しない場合には,これを外囲資董(foreign assets)とい

い,貸手がそvj抱に屈するときにブラス,反撃のときはマ

イナスとする。外園資蓬のプラスおよびマイナスの合計

は純(net)外囲資産と呼ばれる。この定義によって,貨幣

靭象はそれが国境を通過することによって,その性質を

堅えるoたとえば紙幣が一団に屈する個人の所有から,

その鞠に嵐しない個人の所有に移るとき,国内資産から

外囲資達にその性格を蛭えることはいうまでもないO

一問に屈するものと考えられるすべての蜜物封象のス

トヅクはその国の寅物資本(real capital)と構せられるo

外囲資産のストック(純ストックと考える)はまたその

団の貨幣資本(丘nancial capital)と呼ばれるO団内の箕

物資本と貨幣資本との合計が臨富(national wealth)を

形成するOこれをまた蜜質資本(essent三al capital)とも

栴するが,その理由は,かかる資本は,その努励量とと

もに,生活水準の維持および妻展のための蜜質的族件を

あらわすからである。

7) Frisch, AulCrust and Bjerve: ibid., p. 6.
ここで　assets　という言葉を賓産と課したが,簿記で

は糞産は負債に封挺するもの"clあり,ここにいわゆる賓

物封象と封臆するものではない.この鮎注意を要する。
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最接に一方収引(unilateraltransaction)と双方顧引

(bilateraltransaction)との隈別について一言しなけれ

ばならない。封象が一人の個人または二っの機関から他

-移捧し,それと同時に,同じ債値の他の対象が反封方向

に移捧する場合が双方改引であり,二つの対象ともに質

物封象の場合,ともに貨幣封象の場合,あるいは一つが

蜜物対象で他が貨周期象である場合が鑑別せられる。こ

の二つの流れの一つは他の流れの文挟(payment)であ

ると考えられる。かかる支排の伴わない場合が,一方聴

引であり,賠輿(gift)がこれであるOつぎにこれらの関

係を公理的な表現を用いて課明しようO

Ⅲ国表方式の原理

これから以接の経済循環岡表は旗と曲榛とから構成せ

られる0番票酎ま勘定^account)をあらわすoさらに具鰻

的にいえば,これは一人の個人もしくはストック,その

他ある数量的なものを受入れ,ある数量的なものを梯い

出す主把であるo二晶を結びつける曲線によヮて,二期

問の倶値の運動をあらわす。そこでかかる運動の方向を

決定するた馴こ二時計の針と同方向に蜜物の流れを,症

撃方向に貨幣の流れをとるものと規的するo

第1L国

D

A?

---OB/rF

第1囲において,貨物の流れだけを考えれば,僚債は

BからA-,DからC-,EからF-運動するこ

とは,この真如勺から明白であろうoここで,債値恒存の

原則(principleofconservationofavalue)という放

念を導入しよう。この原則は,第2問の如く,二戟問

つtハを結ぶ曲線が封をなし,さらに二鶴間を流れる二つの債

位の大さが相等しい場合に,貿現される。左同において

は,貨物の償値の流れは,BからA-下方の線に袷

ヮて15だけ流れ,AからB-上方の線に治ってやは

り15だけ流れる。右周においては,CからD-上方

の線に治って30だけ流れ,DからCへ下方の糠に借

りて同様30だけ流れる。したがって,この二つの場合

はともに供値恒存の原則を満足してい-る。かかる原則を

満足する循還同表を間貸国表(closedgraph)というo

これらの関係は二弐掲上に抜張できる。いま三鮎の場合

を例にとってみれば,第3匝担)如くであるO一般に,n個
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の粘についてのかかる曲線がォ(サー!)個あることはよく

知られたところである。三乱の場合には3〉く(3-1)-6

第　3　固

A

XcB

本の曲株が引かれる。このことは国をみても明らかであ

ろう。いま,たとえばC至酎こついて考え,この態から

出ていく曲線と入ってくる曲枚との関係を代数式であら

わしてみる。 xijをもって粘iからj-の流れの大きを

あ,らわすものとすれば

xoB+XOA - XBC+xAO　　　　(1)

との方程式の左遠はC鞄から出ていく債値の合計,右

連はC粘-注がれる債値の合計をあらわし,開銀国表

であるかぎり,この両者は相等しく, (1)式が成立するO

以上融患蛙の流れ(gross-flow)について述べたのであ

るが,これに封して,正味の流れ(net一旦ow)が考えら

れるOいまyvをもゥて正味の流れとし,これをつぎの

如く定義するo

yij - Xij -Xji　　　　　　　　2

これから常然, ytj--yjtがででくる　yサは全部で

n{n-1)個あるが,そのうちの牛数は,他の年数の)醍

ょヮてあらわされるから,結局言n(n一勘酢用具る
yのあることは明らかであろう　yサをとるか,または

yjiをとるかほ全く便宜的に決めて差支えない問題であ

るOこれを固形によって説明しよう0第3岡の封のうち,

いずれか一方だけを残して同形を構成すれば,第4岡が

えられる。これが正味の流れをあらわす圏形であって,

ここでは杓の運動の方向について考えたと同じ親約を

設けることIとよ,,て、第4匝iはycn,yAB,yAcをあらわ
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ycB

していることを知りうるであろう。かかるyの値はプ

ラス,マイナス,零のいずれかの符光を有することはい

うまでもないO

ここで初めて嘗物の流れと貨幣の流れとの概念と以上

の同形との響廠関係を考える。まず　Xljを貿物の流れ

Xij′　と貨幣の流れEij′′　とに分割する。すなわち

xij - Xi/ +ズ　　　　　　　(3)

賛物の流れおよび貨麿の流れについて正味の流れを,

まえと同様に,つぎの如く定義するo

yt/ - xtj′-Xji′, ytj′′ -Xij′′-Eji′′　(4)

第-式は正味の禁物の流れ,第二式は正味の貨幣の流

れである.正味の流れの方向については,まえの原則に

第　5　囲

A

yes

したがって,時計の針と同方向が書物の場合,反撃方向

が貨幣の場合と規的する0第5圏はこれを圏示したもの

であり,宴練は貿物の流れ言粘棟は貨幣の流れをあらわ

し両者の運動の方向が反撃である土とは,いま述べた

如くであるc c至軸こおける流れの方躍式は, (1)式の場

合と同様に,つぎの式によゥて輿えられる。J

you′ +y仇1ノノ-yso'′ノ+yAd　　　　(5

この式の左達はC紫から出ていく償値の合計　右連

はC瑞-注がれる債値の合計を示す。同様にA,B雨

雲掛こついても, (5)式と同様の式が作成される。

さて,ここで,蜜物の流れだけを考え,しかもこれが

閉鎖されている場合をとれば,その状態は第4国によヮ



-ー202 - 経　　　済

て示される。さらに,貨幣の流れだけを考え,しかもこ

れが閉鎖されている場合をとれば,その状態は,第6間

によってあらわされ,運動の方向は時計の針と反封であ

る。

もう一度C鮎をとり,この窯占から出ていく流れの合

計が零の場合を考えよう。このことは(5)式において左

第　6　圃

A

O、
l　ヽヽ
I

∫

∫

革′/I　令、、
.!　　　　＼

//　　　　　　　　　　l
l

BOこ二一一一一_ >'bc __-JD c

連が等であること,したがヮて

0 -yno′′ +yAo　　　　　　(6)

ということである。この式はつぎの二つの解辞を生む。

一つは, BからC-の貨幣の流れがAからC-の貨

物の流れを打ち滑す(extinguish)と考える見方,換言

すれば, C累加こおいて停止粘(dead-lock)が形成され,

この鴇を過ってはいかなる流れも存在しないとみる立場

である。これを式であらわせば

・・ツbc" - yAc　　　　　　(7)

となるO他の解輝は, BからC-の貨幣の流れが, A

からC -の覚物の流れをCからB -の宣物の流れに

導くような,いわば吸引致呆(suction-effect)をあらわ

すものとみるものであり,この場合にはC鮎を通過す

第　7　圃

る貨物の流れが存在するものと考える立場である。これ

を式であらわせば

ycB′ -yAo

であるC

(8)
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(6)式の傑件のほかに, A鮎について

vab'+vac'′ -0

B鮎について

y/ic′′一蝣y.is'- 0

の焼件を満足する国表は,第4圏のう.ち粘B,C問が貨

幣の流れで,他が蜜物の流れを京す第7圏であるo

貴後に注意すべき鮎は,一方取引の聯いである。一

方吸引は,まえに述べた如く,賠輿を意味しているが,

かかる相異の流れにitしては,これと反封の流れがある

ものとし,その値が零と見ることによって,以上の原理

をそのまま適用することができるo

Ⅳ　経済循環国表(1)

以上の困衷方式の原理を廠用して,蜜際の経済循環固

表を置くのが本節の目的であるoかかる国表は,まえに

述べた如く,鞘と曲線とから成るが,これを代数的に考

えれば,鮎は関係式をあらわし,曲線は堅数(variables)

をあらわすo Lたがって,窯占の個数によって関係式の個

数がわかり,曲線の個数によって変数の個数がわかる。

この場合の関係式は定義的関係式(de丘nitlona王rela-

tions)であるOこれらの関係式の個数および堅数の個数

から,この国表において重要な意味を存する自由度の概

念が定義せられる。自由度はよく知られている如く

(t- al-al)-aサ+l　　　　　(9)

によりてあらわされる。ここに〃は自由度, aLは曲線

すなわち華肇数の個数, aoは鮎すなわち開係式の個数,

a空は接合鞘の姐別によヮてあらわされる関係式の個数

に附加せられる関係式の個数であるo?)この場合aoに

はストック(攻囲においては大圏であらわされる)の個

数も併せて計算せられるが,かかるストックと,これと

封照的関係にあるカウ/メ-・ストック(これはストプ

クの残高記入を意味する)とは一つの姑として考えるo

C自由度の概念については,間を改めて考察するが,こ

れは岡表方式の特長とも見られるものである。もっと

ち,白書方式においては全然これを欠如するということ

はいい過ぎと思われるが,圏表方式はど明確ではないO

すなわち,日EEl度はt,ある関係式と壁数との関係を示す概

念であることは,いま述べた如くであるが,自書方式で

は,関係式は一恵考慮せられるのに勤し,蟹数が明確で

はなく,したがって整数の個数を計算するには不便であ

るo国表方式では,墜数は曲線によってあらわされ,関

係式は馳こよりてあらわされる。白書方式における「勘

定」はこの場合の鮎に相営するものである.さらに,国

表方式においては,いわゆる償値恒有の原則によって,
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これらの鮎と曲線とが一連の組をなして,開銀囲表を形

成するから,これから自由度を求めることは,・(9)式の

崩す如く容易である。白書方式においては,かか右諸関

係を推考することが,不可熊とはいわ貯までも,極めて

困難であるといわざるをえない。)

このような考え方のもとに,ノ-ルウェイの経済循環

岡表を塞けば,つぎの第8岡および第9岡の如くであ

る。9)

第8岡は各曲線およびストックのあらわす経済的意味

を讃明している。各曲線の内側には必ず太字の数字が書

かれており,その数字の意味が文字によって説明されて

いる。さらに黒縁および黒丸は国内の流れおよびその接

合姑を,赤線および赤丸は外囲との関係を有す名流れお

よびその接合且を示しているoさらに,曲線中,接線の

部分はのちに述べる墓碑数を示すoつぎに各数字の意

味を示してみようo

l・絡生蓬低値(gross value of production) (P)

2・財貨・用役の輸出紙数(total export of goods

and services) (A)

3・園内質物資本(domestic real capital) (/)

4・財貨・用役の沿費叡(consumption of goods and

servic甲) (C)

5・再投入額(re-input}　生産物のうち再び生産に

没入せられる部分(例.模施原料等)

6・財貨・用役の輸入総額(total import of goods

and services) (」)

7.滅倶償却(depreciation) (D)

8・生産用財貨・用役の流れの絶額(gross且ow of

available goods and services)

9. ・添加憤値(value added) (E)

10・純国民所得(net national product) (i?)

ll.企業者用役(S占rvices rendered by the entre-

preneurial i:orce) (K>)

12.蜜癖舞木の純用役(net services rendered by

8)帯革な例によって自由匿の計算を示そう。一瓢1.2,
3についてそれぞれつぎの式が成立する。 I

A+B+C-A+D, A+D-A+E, E-B+C

しかしながら, ≡式のうち狗

二立な式はいずオしか二つであっ

て,他の一式は,こらの式か

らノ誘導せられる。襲撃数の個数

は5個であるから,自由匿は

3であるO　これを本文中の公

式によって算出すれば, ^1-6, a0-3, a2-l　であるか

ら〟-3となる。

9)俸8園および歩9園は, Frisch等の作成した原園

を基礎として,これを加工したものであるハ
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the real capital after allowance for deprecia-

tion) (iW

13・非勢働用役(services rendered by non-labor

force)

14・努励用役(services rendered by labor force)

(」-")

15・合成国民所得(accruing national income) (R)

-生産活動および純野外投資から合成される所得

の総計

16・賃銭(wages received)

17・生産から合成される非買鏡野得(non-wage in-

come accruing from production)

18・色潮二以外の企業所得(income accruing to

owners of unincorporated enterprises)

19・政府および合証-合成される非賃銀所得(non-

wage income accruヱng王n government and in-

corporated enterprises)

20・政府所得(income accruing to government)

(oRトー純要素所得(net factorial income)のう

ち,政府に合成される部分　′

21・個人部門所得'income accruing to private

sector) Oi?)-純要素所得のうち,個人部門へ合

成される部分

22・政府純外団貨惰所得(net financial income

from abroad accruing to goもernment) (-#>

外囲純貨幣所得(利子および配普金)のうち,政府

-合成される部分

23・個人部門純外囲貨幣所得(net血ancial income

from abroad accruing to private sector) (*」>

外囲純貨幣所得のうち,個人部門-合成される部分

24・政府所得纏計(aggregate income accruing to

gov ernment)

25・個人部門所得総計　　.te income accruing

to private sector) (*i?)

26・政府外囲移韓所得(transfer payments from

abroad received by government) (旦o)-蜜物

賠輿(gifts in kind)または一方的貨幣移韓支出

(unilateral血ancial transfer payments)の聯こ率
ける所得

27・個人部門外囲移特所得(transfer payments h・om

abroad received by private sector) (Tl)

28・移韓所得絃叡(total transfer payments of

private sector and governme叫) (T)

29.租税総額(total taxes)

30.直接税(direct taxes)
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31・間接税(indirect taxes)

32.補助金(subsidies')

33・証合的移輯項目(social transfer items)一　能
昏保険料等1

34・内園債純利子(net interest on government

internal debt岳)

35・政府可虞分所得(government disposable in-

come) (壁)

36・個人可虞分所得(private disposable income)

(壁)

37・可虞分団民所得(disposable national income)

(響)
38・使用政府所得(gove:方nment income used up)

(Cォ)

39・使用個人所得(private income used up) (Cl)

40・政府貯蓄(government saving out of dispos-

able income)

41・個人貯蓄(private saving out of disposable

income)

42.内観債純替加分(net increase in government

internal debts) (壁)

43・貨幣流通高純増加分(net increase in mone-

tary circulation) (M)

441政府酢勺純借入高(government net borrowing

at Home) (壁)

45・政府貿貿貯蓄　overnment essential saving)

(S-)

46・個人部門雪質貯蓄(private sector's essential

saving) (Sl)

47・園内資本勘定-の政府財貨q用役純支出(net
government expenditure on goods and services

on domestic capital account) (S-)

48・国内資本勘定-の個人財・貨用役純支出(net
prユvate expenditure on goods and services on

domestic capital account) (Sl)

49.外囲資速攻得のための政府純支出(net goverrト

ment expenditure on acqulstion of foreign

assets) (S-)

50・外囲iI資逢坂得のための個人純支出(net private

expenditure on acquisition of foreign assets)

(Sl)

51・資本勘定べの財貨・用役純国民支出(net na-

tional expenditure on goods and services on

:apital account; (S)

52e　純投資(net investment in real capital) (/)

-これはSに等しいO

亀

研　　　究 Veil Noー3

53・外国資産聴得のための純嬢足支出(net nationai

expenditure on acquisition of foreign assets) (S)

54・純封外投資(net foreign investment) (/)-

外囲資蓬の純聡であって,これはj!に等しい。

55・偶董酎勺利得(occasional gains) (G)-国内の偶

空的事項による利益および質物資本に影響を典える

利益

56・富の偶曇的埼加分　(occasional increase in

we alth)

57・偶李的外囲利得(occasional gains resuヱting

from occasional happenings and affecting the

stock of net foreign assets) (G)

58・富の偶叢的外囲槍加分(occasional increase in

wealth resulting from additional information and

affecting the stock of net foreign assets) (F)

59・政府財貨・用役支出(government expenditure

on goods and services) (C-)

601個人財貨・用役支出(private expenditure on

goods and services) (Cl)

61・一方的野外移極支出のための政府支出(govern-

ment expenditure on unilateral transfers to

foreign countries) (C-)

62・一方的撃桝移植支出のための個人支出(private

expenditure on unilateral transfers to fore工grl

countries) (Cl)

63. -万的封外移極支出のための団長支出(national

expenditure on un:三三ateral transfers to foreign

countries) (C)

64・外囲からの国民移植所得(national transfer in-

come from abroad) (互)

65・一方的封外移軸支lLli (unilateral transfers to

foreign countries)

66・外囲からの一方的移鴇所得(unilateral transfers
from abroad1

67・一方的野外移鴇支出としての外囲資産つforeign

assets given as unilateral transfers to foreign

countries)

681 -方的移輯所得として外囲から受入れた外観資

産(foreign assets received as unilateral trans_

fers from abroad)

69・国民魁[二l超過絶頂(total national export
surplus)

70・受攻抱支梯閉域出超過分(the part of the

national export surplus which is to be paid for

by the receiving country)
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ノールウェイにおける囲民経済算計

71.貨幣所得として外囲から受坂らかた純外囲資蓬

(net foreign assets received as financial income

from abroad]

72.外囲からの純貨幣所得(net financial income

from abroad) (R)

以上のほか,園はストックを示しているoそのうちK

は園内質物資本(domestic real capital)を,革は純外

囲資違(net foreign assets)をあらわし, -Kおよび

-草はそれぞれKおよび革の残高調整記入高をあら

わしている。さらにM, Mは貨幣のストックをあらわ

し,これは,国元する位置に蓄えられて循環過程に入ら

ない。

V　経済循環国表(2)

つぎに第9岡の認明に移ろうO曲線の内側に近接して

書かれている太字の数字は,。第8表の太字の数字と全然

同一であるO　括弧の中にある記既は,前節の72個の翼事

故璃己既である。かかる記既はつぎの原則にしたがって

つけられているo Oをもって政府を, 1をもつて個人

部門をあらわすOたとえばORは政府-の合成所得, 1R

は個人部門-の合成所得であるoその合計はつねに囲民

的経済畳をあらわし,その記既には0も1もつけられて

いない.いまの例では,囲民合成所得Rは蝣OR+iRに

等しいo　さらに,例えば,国内偶人支出Clと封外移鴇

支出のための個人支出Qとの合計は使用個人所得旦1

となるように,、すべて下線のない記流と置-下線のつい

た記鋸との合計は接下線のついた記豊かこ等しいOまた,

あらゆる場合を通じて,投資Zは貯蓄Sに等LいO

撮課内にある数字は1948年におけるノ-ルウェイの

覚際の数字であり,軍位は百薦クロ-チ-であるoそのー

うち(?)の部分が不的であることはいうまでもない.

ところで,第9匪hこは,陰影のある部分とない部分と

の二つがある。-前者は質物の流れの部分,後者は貨幣の

流れの部分である。したがって,・第3節に述べた如く,

流れの方向は,相互に反封であるoすなわち,質物の流

れの方向は時計の針と同方向,貨幣の流れの方向は時計

の針と反撃方向である。

各鈷(もしくは接合鈷junction-point)は,定義式な

らびに方琵式から成る。たとえば,第9国からとられた

第10国においては,接合親は4個あるが,上から順次

式に書きあらわせば,つぎの如くである。

C+J+A+H-P, P-F+H, F-E+B, E-R+D

ただし, Fは生重用財貨・用役の流れの総餌をあら

わす0第1式の意味するところは,園内において生産せ

られた債値(P)は国内の滑費(C),園内の雪質資本(/),

醗出(A)および匪駒生産のための原料機械等となって
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再び団内に投ぜられる再投入額(H)とへ流れる一という.、

ことである。第2式は,塵違用財静用役の流れ(F)と

再投入額(H)とが国内生産(P)に流れていくことを意.

昧している0第3式は,添加憤値(E)と外囲からの財一

貸欄役の輸入額(B)との合計が生違用財貨・用役の流・

れ(F)となって流れていくことであるO最後に第4式

は,純図民生産物の債値(R)と減債償却高(D)との合

計が添加優位を構成して流れていくことを意味する。以

上の4式に1948年の蜜際の数字をあてはめてみれば,

それぞれつぎの如くになる。

8509 +3970 +3790+ 10000 - 26269,

26269 - 16269 + 10000,

16269 = 11625 +4644,

11625 - 9578 +2047

もう一度第9国のなかの貨幣甲流れの部分をとって考

えてみようC第11匝Doこの鮎について式を作ればつぎ

の如くである。

r+i?i- i#+ rl

第11　園　,

(2178)で
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以上の如くにして,すべての接合軌こついて式がえら

れるO　これらの式の合計は,第9岡においては47であ

る。ただし,大圏によってあらわされているKおよびM

・の四つずつの個数のうち,残高調整記入嵩を示すものを

考えに入れないことは,まえに述べたoさらに曲線の個

数が80であることは圏から知られる。したがって, (9)

式において　fl!-80, c。-47であるが, a*は曲線番琉

10と72の2個である10)から,この間表の自由度は

〟-80-47-21-1 -32

となるoこの自由度については,さらに節を改めて説明

、　しよう。

なお,第8問および第9岡においては,債値恒布の原則

が作用しているから,いずれの流れの切断両をとってそ

れらを合計してもiその合計の値は相等しいO第9圏に

おいてa-α′の切断面は軍の線と.Zの線とのそれで

あるが,その合計は9542+40-9582であり,これは上

部の堅め債値に等しい。またβ-β′線は-R, T-, T

およびElに交わるが,その底値の合計は　-27+30

+21744-7405-9582であり,さらにγ-γ′棟の切る曲

線s, s, clおよびPの債値の合計は　-877+1923

+7203+1軍3-9582であって,債値恒存の原則が巌存

している。

Ⅵ　自　　由　　度

第8同ないし第9問は32の自由度を看することは,前

節において述べた。そこで32個の変数を適宙に選んで,

さきに接合姑からえられた定義式および方程式のなかに

挿入すれば,この国表のすべての未知数は一義的に決定

せられ　しかもこれらの未知数が.32個のパラメ-クー

の函数として求められることは,均衡理論の数えるとこ

ろであるO　かかる32喝のパラメータ-は基礎壁数

(basis-variables)と呼ばれるo　ところで,.基礎轡数は

適皆にしかも任意に決定して差支えない.0第8固ないし

第9国の曲線のうち,接線の部分はかかる基礎壁数を示

すのであるが,陶から明らかな如く,その個数は32であ

るO他の40の整数をいかなる基礎堅数によってあらわ

すかを示すものが,第1表であるOこの表iこおいて,ブ

ラスの符競はこれに該肯する基礎蟹数の係数が, +1な-

ることを意味し,マイナスの符既は11なることを意

味するO左側の各撃敦は基礎饗数の一次函数としてあら

10)この鮎については疑問がある。すなわち原文で

はaz叫回数を2としているが, 10と72とのほかに,

28,35,36,42,43,44の6個があるからa--8となるべ資

であるが,本文の設問では′一艇原文のままとして諭を
進めることとしたO
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わされるo Lたがりて,たとえば第-横行のJはつぎ

の如くあらわされることを知るであろう。

J-E-OR-iR+S>+Si

これらの基堀野数には任意の数字をあてはめられるo

自由度の概念はこの方式における特徴とも見られること

はすでに辻べたところであるO

Ⅶ　固表方式に封する若干の批評

ノ-ルウニイにおける第二次世界大戦後の経済事情に

ついてはK旦einがかなり詳細に論じている。11)その特

徴を一言でいえば,それは直顔的統制による計蓋経済で

あるという端である,12)ノールウェイにおける計蓋経済

の理論的研究は今や虞勉に行われつつある,13)しかし

ながら,それらの理論的研究はいまだ統計的賢静性の位

置をえていないものと考えても差支えなかろうOこれに

封して,自書方式でも,さらにまた簡素方式でも,統計的

要語性という粕では,以上の理論的折兜に勝る。そのう

ちでも国表方式がそのなかに自由度の概念を導入してい

ることは,これを計茎経済の用具とするに潜って,極め

て有意義である敦を看過するわけにはいかない。すなわ

ち,自由度に相削~るだけの壁数Cこれはまえの基礎轡数

である)をただちに計憲轡数として用いることができる

のである0第9障紅おける32の基礎整数に計憲数字を

代入することによって,他の40の轡数の均衡値が興えら

れる勤ま,国表方式をして計憲経済の用具のうちに披く

ことのできない地歩を輿えるものといわねばならない。

しかしながら,さらにこれを詳細に槍討すれば,同義

ll) L.R・ K王e王n: Planned Economy in Norway.

The American Economic Review, Vol- XXXVIII No.

5-Dec. 1948・ pp. 795-814。

12) Klein: ibid., p. 798.

13)かかる事情を知る交際としてはつぎのものがあ)
るo Cいずれも際館版刷D)

L. R. Klein : The Case for Planning. University
Institute of Economics, Oslo, Stencil-memo, 1948.

Ragnar FrischタTrygve Haavelmo, T. C. Koopmans

and J. Tinbergen: Autonomy of Economic Rela_

tions・ University Institute of Economics, Oslo, Stencil-

memo, 1948・ Cこの論文の内容は,国数の表題をもゥ

て, EconometricaおよびHaavelmo: Probability

Approach in Econometr:i.cs, 1944のなかに聾表され
ている。)

Ragnar Frisch, Svein Brenna, Thor Johnsen and

Sven Vigger : Price-Wage-Tax Po王icies, as Instru-

ments in maintaining Optimal Employment. Univer-

sity Institute of Economics, Oslo, Stencil-memo, 1949.

R喝nar Frisch : Optimum Institutions. Univer-

sity Institute of Economics, Oslo, Stencil-memo, 1948:
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方式のなかに雇僻の問題を故知していることに晃がつく

であろうO計塁審滑における三つの要素として,物的関

係,資金的胡係,および人的関係が考えられるo資金的関

係の決定を可能ならしめるものとして一般物倶櫨系がこ

のなかに挿入せられるoこれらの三者が相互に相田達し

て計憲を行うのでなければ,完全な計茎経済とは辞しえ

られないであろう。この馳こおいて国表方式はレオゾ

チェフの方式に一歩を譲るものといわなければならな

い。14)かかる扉傭関係を別にしていえば,その論理の理

解が容易な乱および流れの方向が導入されている馳こ

ぉいて,同義方式はL,オゾチュフの方式に一歩を先んず

るものと考えられる。

っぎに国表方式が潤民経済計算の分析用具とLて,良

書方式に勝る執ま,質物の流れと貨幣の流れとの方向が

明らかであること,代数式に変換することが容易である

.こと,および自由度の概念を看することの≡砧であると

みられようO自由度の概念が計董経済に必要であること

はいま述べた如くであるが,この鶴について不明確な白

書方式は,計墓経済の用具として不完全なものというそ

しりをまぬがれえないであろう。これに反して,白書方

式においては,ある期間における取引の総額を知ること

ができるが,国表方式では,出入の額の差額Cいわゆる

netという既念である)だけよりあらわれないという敏

鮎を伴うOもちろん,各個別敢引についての循環図表を

観念的に構成することは可能であるが,宴際にこれを囲

表にあらわすことは不可能であるといヮて差支えないo

個別敢引をも,国表方式に攻入れるには,国表方式の

＼各瓢こついて,それぞれ白書方式を採用することが必要

である。すなわち,国表方式の令瓢こそれぞれ白書方式

の勘定を設定し,かかる勘定に出入する流れを絃揺する

ことが必要である。

さらに,同義方式では,所得,貯蓄,投資,輸入,輸

出等の粗描的数字を把握するのに不便であるから,かか

る目的のためには,循環国表から,このような数字を拾い

集めて,いわゆる結合勘定(summary account)を設定

することが必要となる。したがって,宴際的ならびに理

論的な目的のためには,是非とも,国表方式に白書方式

を併用することが要請されることは,以上の所論からみ

て明らかとなるであろうO換言すれば,まず,白書方式

に慕いて,各勘定の個別的な流れを記入し,その残高す

14) W. W. Leontief: The Structure of American

Economy, 1941.であるが,邦語の文献としては,つぎ
の二つを指げておくO

山田勇「計量経済車の基本開題」 1949. pp. 100-115.

同「レオ:'チェフの方式に基づく経済計重について」(也

口茂編「経済計謡と国民所得」上1950. pp. 21-46.)
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なあち純額について国表考作成することとなるであろ

う。

補論1ノ-ルウェイの白書方式

ノ-ルウJイにおける自書方式はAukrustにより七

行われていることは第1師こ述べた。かれの研究の基軒

になったものは,主として岳toneのもの15)と,以上に

述べた同衷方式とであると考えられる。しかしながら,白

書方式という姑からみれば,より多くをStoneに負っ

ていることは明らかである。本補論において白書方式を

詳認することは,その任務でないから, Aukrustの方式

を億軍に紹介するにとどめよう。

この方式は,国表方式と同接にまず,覇引もしくは流

れを覚物と貨幣との二つに分けるo　取引(transaction)

というのは蜜物靭豪(real objects)または貨憐封象

匝nancial objects)を一つの部門から他の部門-移植す

ることを意味し,流れというのは,同じ型の封象につい

ての取引を意味する。

流れには相互の流れ(requited flow)と移極の流れ

(transfer且ow)との二つがあるO相互の流れには,物

物交換のときのように二つの流れともに実物の流れの場

合,財貨・用役の裏箕のときのように一つの流れが寓物

の流れで,仇の流れが貨幣の流れの場合,および護券の

喜貫のときのようにこっの流れともに貨幣の流れの場合

の三つが含まれる。これに封して,移極の流れには,質

物対象の流れと貨幣封象の流れとの二つがある.

以上のような考え方から,国民簿記陛系として,つぎ

の三つの勘定を設定する(1)寛物勘定(real account),

(2)貨幣勘定または金袋勘定(血ancial account), (3)

所得勘7H (income account)がこれである。所得勘定は

企業縛記における損益勘定に該常するものと考えられ

る0第2表および第3表は,以上の禍係を明瞭ならしめ

るであろう。 Cこれらの表は自明であるから,説明を省

略する。)

ところで,四民経済計算においては,まず部門を,臥

企業(private enterprise),公企業(public enterprise),

公共豊雷局(public authorities),家計(household)お

よびその他の諸国(rest of the world)に分割し,各部

門内の勘定を,宝物流動勘定(real current account),

15) Richard Stone : De丘nition and Measurement

of the National Income and Related Totals, Measure-

ment of National Income and the Construction of

social Accounts, Report of the Sub-committee of

statistical Experts, ed. by United Nations, U. N. P-

1947。
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第2表　二部門問の流れの諸勘定
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A 部 門 B 1 部1 門

貨物勘定

」坦〔一旦互

18

26

.2

5

ll

貨幣勘定

借方貸方

18

26

1

7.

-2

25 25

所得勘定貨物勘.定.貸解勘定 所得勘定
借方貸方借方貸方借方貸方借方.貸方

2

1‥

1. 安物の.相互の流れ

a) A からBへ昏却

(b) Bか.らA へ即ミロ

2l.実物の移韓の流れ

a A か.らBへ

(b) Bから.A へ

3. 愛野の移韓の流れ

(a) A からBへ

(b -BからA へ

4.戎高鍋整項目

(a)貨物封象のストヅク

め;管(+〕また′は滅

. (】〕(純安物投資)
(b) 純外囲資産のストヅ

クの;管、(+〕または滅
C-O C純貨幣投蚕)

2

1

ll

-2

5

7

18

2

26

5

-ll

26

1

.18

1

7

2

5

ラ

ー11

2

組 計 . 31 31 12 12 20 20 27 27 3 3

第3表　=部門間の流れの連結勘定

1.純園民度産窺*

2.　ノールウェイの輪田

(a)外国支排の分

(b)安物の移韓(月昏興)

3.　ノ-ルウェイの輸入

(a)ノールウェイ支蹄の分

(b)安物の移韓

4.貨幣の移韓

外国からの
安物膚輿

利手・配賃
金を食む

(a)ノ-ルウ晶イから外国-

(b)外囲からノールウェイ-

5.一組貨物投責

6.滅贋償却費

7.現高調整勘定

(a)滑　費

(b)統覚物投薬

(C)他図-の請求櫨の純噌加
(純柴野投資)

(d)貯　蓄　　　　留

(e)ノールウェイの輪H超過

組　　　　　計

*　市蓉横路で許厩する。

ノ　　ー　;t-　　ウ　　品　　イ

安物勘定

借方1貸方

154- 154

貨物資
本勘定

貸鮮流
動勘定

借方贋方

貨幣資
本勘定 所得勘定

撃監

そ　の他の諸国

薫物勘定 貨幣勘定所得勘定
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貨物資本勘定(real capital account),貨幣流動勘定

(financial current account),貨幣資本勘定(丘nancia互

・ capital account)および所得勘定に細分する。 T=だし'

家計部門では耐久滑費財(durable consumer goods)は

それらが家計-移動すると同時に滑賛されるものと考え

るから,この部門には質物資本勘定を必要としない。ま

たその他の諸図勘定では,流動勘定と資本勘定とを直別

する必要を認めないから,これらを「勘定とする。した

がって質物資本勘定および貨幣資本勘定を敏如するOす

べての生還は私企業と公企業とで行われ,滑墓のすべて

ほ公共監督局と家計とで行われるo

以上が衷頭の項目であり,これと組合わさるべき表側

の項目にはつぎの13細[=jが掲げられる　(1)財貨・用

役, (2)賃銀. (3)利子・配置金等, (4)間接稔C補助金

を控除5, (5)その他の移極顧引く直接税を含む), (6)紘

鷲物投資, (7)減債償却費, (8)造出所得(income gene-

rated), (9)滑費, (10)純蜜物投資, (ll)輸出超過, (12)

他の部門-の請求麓の純槍,および(13)貯蓄C国富-

の純添加叡) (1)から(5)までは部門間の流れ(inter-

sectora且flow)であり,これに対して. (6)から(13)普

では部門内の流れ(intrasectora互flow)または残高調整

勘定であるO　以上の13の項[:jのうち,とくに説明を要

するものは(6)から(13)までであろう。

ある商品群は質物流動勘定から貨物資本勘定-移さ

れ,とれが絃蜜物投資を形成するoかかる投資は地の部門

から購入せられた財貨・用役から構成せられると同時に,

その部門内の生蓬要素によって作られた投資から成り立

つことはいうまでもない。減債償却費はその期間におけ

る部門の更新原債(replacement cost)で評償された資本

設備の減債償却費にはかならないOある生蓬部門の賓物

流動勘菜の残高調整項目は部門内の造出所得と稗せられ

るOこれは市場供給で評償された添加演僑(value added)

と同一である。これと受取移韓所得とが合計せられて,

その部門の総監所得(aggregate income)を構成する。消

費者部門の喪物流動勘道の貸方残高は,この部門によヮ

て使用せられた純溝費をあらわしている。これが滑費の

項目である.蜜物資本勘冠の残高項目は組質物投資と柄

せられ,これは組質物所得と城債償却費との差に等しい.

その他の諸国勘定における質物流動勘定の残高項目は貿

易残高である。その貸方残高は普訪問の輸出超過紋をあ

らわすOこの盟系における貨幣流動勘意の貸方残高は,

その部門の有する貨幣対象または請求樺のストックの純

・塔をあらわすから,これを貨幣投資(負nancia:呈Invest-

merit)と考えることができるoL最後に貯蓄の項馴こより

で全迫系が均衡甘こ導かれるのである.16)さらに,その他
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の諸国以外の四部門について,部門内の取引が相殺せら

れ,そのうえで組合されたものが,さきの第3表である.

以上のAukrustの鑑系はオスロ-中央統計局で貿際

に採用されているが17)その特徴は,一一般の白書方式が

原理として貨幣の流れに重乱をおくのに封して,かれの

鍍系では,貨幣の流れと琵物の流れとの二つを採用して

いる至恥こあるであろうO　それと同時に, Frisch等の岡

表方式の如く,流れの方向を明示する方法に放けるとこ

ろのある鮎を否定することができない。　　　′

補論2　薗ランダの国民経済計算

オラ/ダにおける国民経済計算の研究は,その端緒を

Tinbergenのアメ.)カ経済における研究18)に求あるこ

とができるが,図民経済計算そのものの研究は,各図よ

り遅れて今産の大戦中から初まゥている。.しかしながら,

賛際の数字をかかる理論に庶用した鮎および中央経済計

芸を閥璃算の形において行ったという乱においては,

他界において最初の閥であると考えられる.19)オラノダ

における理論経酵者および計量経済堕者の代表者とし

ては,いまのTinbergenを初妙として, T. Koopmans,

J.B.D. Derksen, G. Stuvel, Ed, van Cleeff　等が

数えられるが,これらの諸堕者は均しく,図式経済計算

の理論および賢際に大きな貢献をしていることを看過す

ることはできない。

この域における国民経済計算は二つの官庶において行

われている0　-はCleeffおよびDerksenが指導する

オラノダ中央統計局(Netherlands Central Bureau of

16)自苗方式に関連ある閑題として国民政界(nation-

albudget)があるo　ノールウェイにむいては,主として

国民経済計算は中央統計局に音6Lいて,国民漁算は商務省

において行われている。こ,69両計算が相互に関連性を有

することはいうまでもない(cf. Odd Aukrust: Re-

cent Experiences in the Use of Social Accounting

in Norway, p. 1.)これらの問題について興味のあるこ

とがらほ,計謡数字と安置との噴違いである(cf.

Aukrust: ib王d。 L. R. Klein : Planned Economy in

Norway.　The American Economic Review, Vol.

XXXVI王I, No. 5-Dec. 1948. pp- 795-814.)

17) Odd Aukrust: On the Theory of Social Ac-

counting, pp. 22-25.

18) J. Tinbergen: Statistical Testing of Busi-

ness-Cycle Theories I, A Method and its Application

to Investment Activity, Geneva 1939. Ditto : Statist!-

cal Testing of Business-Cycle Theories II, Business

Cycles in the United States of America, 1919-1932,

Geneva 1939.

19) G. Stuvel: Recent Experiences in the Use

of Social Accounting in the Netherlands, p. 2.
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Statistics)であり,他はTinbergenの指導するオラノ

ダ中央計叢局(Netherlands Central Planning Bureau)

であるO

オラ/ダにおける国民経済計算は,一言にしていえば,

自書方式と国表方式とを併用しているものと考えられ

るOいまその概略を示せばつぎの如くである。

まず,基本的な勘定としてつぎの四つを設ける。

1.所得勘定[income-account)

2.生産物勘定(producトaccount)

3.外囲勘定(foreign-account)

4.資本勘定(capital-account)

これらの四つの勘定の性質は,計量経済畢潜のいわゆ

る残高方程式(ba王arice-equation)であるOこのうち資本

勘定はもちろん貯蓄・投資勘定であヮて,国民貸借嬰化

義(mutat享cms in the national balance sheet)とも鰐

やられる。これらを国表にしてあらわせばつぎの如くで

ある,20)

夢　12　回

この国表における接糠矩形は,ノ一㌧ウ-イの岡表に

おける接合姑に相苦し,その間を連結する直線または曲

線は,r　ノ←ルウェイの場合の曲線に相賞するo Lたがっ

て,この複線矩形によって方担式を作成することができ,

さらに連結税によって整数をあらわし,これを流れと考

えることができるOこの場合の整数は,第12置けこおいて

括弧の中に京されているOさらに括弧の中の数字は1949

20j　この国表はStuvelの原図を筆者自身加工したも
のである,

-211-

年の賢際の数字であって,畢位は首苗ギjレダ-である,21)

ところで,この国表の基掛こ横ある理論はケインズの

方程式細璃C静態)である。22)いま,各複線短動こ基づ

いて,方躍式組織を構成すればつぎの如くである。 Cこ

れらの式のなかの記勤;あらわす意味については第12
岡を見よO)

1.所得勘定　Y-C+S"

2.生産物勘定　Y+Ui-C+I+U-

3. .外問勘定　び-U'+Sf

4.資本勘定　r-s-サ+st=S

これらの方躍式中, S-Sn+Sfを除いて,他の式は4

個あるOこれに封する堅数は,連結線の個数すなわち7

個である.。したがって, 0)式において, αb-7, α1-4,

flo-0であるから,この捜京の自由度は

β-7-4+1-4

である,23)

窮12岡をレオゾチェフ方式に壁換して示せばつぎの

如くである,20

第4褒　オラノダ国民預算計算表(1949) (1)

この表に対角線上の相殺額を挿入したものがつぎの第

5表である。

21)ここに掲げられた数字は,衆指の安臥とは多小興

るが,原理の解記に重鮎をおいためで,これを比較する

ことは,他の磯愈k護った　Central P王anふng Bureau:

Budget of Netherlands Economy for 1949, with

Comparable Figures for 1948. p- 8ー

22) J.M. Keynes: The General Theory of Em,

ployment, Interest and Money, London 1936.

23) S-S"+Sf以外の4個の方程式申, 1個は他の

3式から誘導せられるから,狗立の方程式は3個である。

廼数は7個であるからタ　これから計算した自由匿.は

7-3-4個であって,その結果は公式から求めたものと

一致する。

24)レオンチ品フの安敵については琵14参照。
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第5衆　オラノダ圃璃算計算表(1949) (2)
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以上のWT得,生蓬物,外囲,資本の諸勘定の明細な吸

引もしくは流れについては,国民簿記鰹素の原理によっ

て行われる。したがって,この瓢においては,白書方式

が織込まれている,25)

(山　田　勇)

25)オランダの国民経済計算の批評としてはつぎの

支隊を参照せよ。

J. Sandee : Independent Applications of Nation-

al Accounts, Economica, New Series, Vol. XVI.

No. 63-Aug. 1949. pp. 249-254.


