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 北海道経済は８年間縮小傾向にあり、道内総生産（実質）ではピークの平成13年度から平成

21年度までに７％以上縮小した。その間、公共事業費が削減され、公的固定資本形成が減少す

る一方、国民医療費と年金が増えたことにより、政府最終消費支出が増加している。これら２

つの現象を産業連関表を用いて分析することで経済縮小の原因を明らかにし、今後の北海道経

済自立への課題について発表する。 
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1.  はじめに 

 北海道で１年間に生産された財・サービスの付加価値

の総計である道内総生産は、実質でピークの平成13年度

から平成21年度までほぼ一貫して減少していた（名目は

平成８年度がピーク）。しかし、全国では、リーマンシ

ョック前の平成19年度がピークだったので、ピークアウ

トは北海道の方が早かった（図-1）。 

 また、北海道では唯一増加していた政府最終消費支出

も経済の牽引役とはなりえなかった。 

以下、消費・投資共に、北海道経済の牽引役が不足し

ている要因を、産業連関表を用いて説明する。 

なお、用語の使い分けについては、産業連関表と国民

（道民）経済計算で異なるので、表-1にまとめた。 

 
 

2.  国民経済計算と産業連関表の関わり 

 
 (1)   国内（道内）総生産の構成 
 国民経済計算とは、国内（道内）総生産を作成する上

での統一された考え方である。国内（道内）総生産とは、

１年間に国内（道内）で生産された財貨・サービスを市

場価格で表したものである。中村洋一『ＳＮＡ統計入

門』（日本経済新聞社）によれば、「生産は付加価値生

産を意味し、中間投入された原材料などの価値を含んだ

財貨・サービスの総価値を指すときに使われる産出と区

別される」という。 
国内（道内）総生産を支出側から見ると消費、投資及

び純輸出によって構成されており、消費とは民間最終消

費支出、政府最終消費支出であり、投資とは総固定資本

形成、在庫品増加であり、純輸出とは輸出（移輸出）か

ら輸入（移輸入）を控除したものである。これらは原材

料投入などの中間需要と区別して、最終需要という。 

(2)  産業連関表の構成 

 産業連関表は、行列の形をしており、浜田浩児『93Ｓ
ＮＡの基礎 国民経済計算の新体系』（東洋経済新報

社）によれば、「行（横）は、商品の販売先について、

各商品（産業の生産物）が原材料等の中間消費としてど

の商品（産業）の生産にどれだけ投入されたか、家計、

政府等の最終消費、投資や輸出といった最終需要にどれ

だけ向かったかを表す。全商品（産業）の最終需要の合

計が国内総支出である。産業連関表の列（縦）は、商品

（産業）の費用構成について、商品（産業）ごとに原材

表-1 用語の使い分け表 

産業連関表 国民（道民）経済計算 

民間消費支出 民間最終消費支出 

一般政府消費支出 政府最終消費支出 

総固定資本形成（公的） 公的固定資本形成 

輸移入 移輸入 

（ただし、文章中では「移輸入」で統一） 

雇用者所得 雇用者報酬 

 

499.3 501.7 

576.2 

559.8 

562.0 

20.7 20.8 

20.1 
19.5 19.3 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

450 

470 

490 

510 

530 

550 

570 

590 

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

国内総生産（左軸）

道内総生産（右軸）

（兆円） （兆円）

（年度）  

図-1 国内（道内）総生産の推移（実質） 
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料等の中間投入としてどのような商品（産業の生産物）

をどれだけ投入したか、新たに生み出された付加価値や、

それに基づく営業余剰や雇用者報酬といった所得がどれ

だけかを表す。全商品（産業）の付加価値の合計が国内

総生産である。」という。 
 よって、国内（道内）総生産における生産（付加価

値）と産業連関表における生産（付加価値と中間投入の

合計）とは異なる。 
 なお、産業連関表における付加価値とは、家計外消費

支出、雇用者所得、営業余剰、資本減耗引当、間接税

（除く関税）及び控除項目として経常補助金によって構

成される（資本減耗引当を含む概念を付加価値と比較し

て、以下「粗付加価値」という。）。以下の記述で重要

なのは、雇用者所得（人件費）である。 
 
(3)  最終需要の増加と最終需要項目別生産誘発係数 

国内（道内）総生産の各最終需要の増減があった場

合、どれだけ産業連関表上の生産が誘発されるかを表し

たものが最終需要項目別生産誘発係数であり（以下、

「生産誘発係数」という。）、ある最終需要の費用構成

に逆行列係数と自給率を乗じたものである。例えば、平

成17年北海道産業連関表（以下、「北海道表」という。）

（65部門）では、図-2のとおり、総固定資本形成（公的）

の生産誘発係数が1.456であるから総固定資本形成（公的）

が１兆円増加した場合の生産誘発額は１兆4,560億円である。

これは下記４で説明するが、直接効果と第１次生産誘発額

を示している。 

 
 

3. 道内総生産（支出側）に関する近年の特徴 

 

(1)  最終需要項目別の特徴 
 道内総生産（支出側）の平成８年度から平成21年度ま

での推移を見ると、実質では平成13年度がピークで（名

目では平成８年がピーク）、それ以降減少傾向が続いて

いる（図-3）。その内訳として最終需要項目別に見ると、

増加項目は政府最終消費支出及び域際収支（赤字幅が減

少）であるが、それ以外は減少している。 

 平成８年度から平成21年度までで最も減少率が大きい

のは、公共事業を含む公的固定資本形成（45.0％減）で

あり、増加率が大きいのは、域際収支を除くと政府最終

消費支出（18.9％増）である。ただし、域際収支とは北

海道外の地域との取引（移出・移入）と貿易に統計上の

不突合を加算したものであり、同期間の傾向としては移

輸出が増加し、移輸入が減少していた。 

 
(2)  公的固定資本形成の推移 

 公的固定資本形成とは、政府や政府が所有・支配する

企業が取得した固定資産（中古品を除く）のほか、有形

非生産資産の改良に要した支出額（用地費及び補償費を

除く）を含む概念であるため、いわゆる公共事業費より

広い概念である。 

 公的固定資本形成は、北海道では平成10年度にピーク

をつけた後は、全国・北海道共にほぼ一貫して減少して

いた（図-4、図-5）。しかし、総生産（実質）に占める

構成比を見ると、図のとおり、全国が3.8％であるのに

対し、北海道は7.7％で全国より3.9ポイント大きくなっ

ているので、公的固定資本形成の減少による経済全体に

対する影響は、北海道の方が大きい。 

 
(3)  政府最終消費支出の推移 
 政府最終消費支出とは、一般政府の財貨・サービスに

対する経常的支出である政府サービス生産者の産出額

（中間投入＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課される

税）から、他部門に販売した額（商品・非商品販売額）

を差し引いたものに現物社会給付等（医療保険及び介護

保険による給付分等）を加えたものである。 

なお、生活保護費（医療扶助を除く）や年金支給額も

近年増加しているが、これらは民間最終消費支出に含ま

れるので、政府最終消費支出の構成項目ではない。 

 政府最終消費支出は、公的固定資本形成とは逆に、平

成８年度からほぼ一貫して増加していた（図-5）。 
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図-3 道内総生産（支出側）の推移（実質） 
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図-2 最終需要項目別生産誘発係数（北海道表(65部門)） 
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(4)  現物社会給付の推移 

 政府最終消費支出の増加要因を分析するため、構成項

目の推移を見ると（図-6）、特に現物社会給付が増加し

ているのがわかる（道民経済計算では名目値のみ公表）。

現物社会給付とは、上記(3)のとおり、医療保険、介護

保険の政府負担分である。 

国民医療費は『平成21年度国民医療費の概況』（厚生

労働省）によると、平成21年度で36兆67億円である。国

民医療費とは、医療保険制度等による給付、後期高齢者

医療制度や公費負担医療制度による給付、これに伴う患

者の一部負担などによって支払われた医療費を合算した

ものである。 

国民医療費の今後の推移については、堀内義裕（財務

総合政策研究所研究員）『わが国の医療費の将来見通し

─医療費の増加にどのように対応するか─』によると、

「現在の医療給付の水準が変わらない前提の下でも医療

費は増加を続け、2060年の医療費対名目GDP比は11.7％

と2008年の約1.6倍になる」という。 

よって、現物社会給付は、他の条件が変わらなければ

今後も増大することが予想される。 

 

 

4.  公共事業と医療・介護の経済波及効果分析 

 

(1)  総固定資本形成（公的）に伴う経済波及効果 

北海道表（65部門）における総固定資本形成（公的）

の費用構成によって配分額を決定し経済波及効果を分析

する。 

a) 直接効果 

総固定資本形成（公的）の費用構成によると、公的

部門が１兆円の投資を行った場合、土木業のほか、製造

業や商業等にも需要が発生する。ただし、全ての需要を

満たす生産を道内で行っているわけではないため、不足

分は道外から移輸入しなければならない。この割合を移

輸入率とし、１から移輸入率を控除したものが自給率で

ある。最初の需要額１兆円に各産業ごとの自給率を乗じ

ると9,534億円と計算される。これが道内における直接

効果である。 

b) 第１次波及効果 
 直接効果に応じて生産を行うと、各産業の投入係数に

応じて原材料等を調達する必要が生じる。例えば、道路

斜面に擁壁を作るためにブロックを調達する場合、擁壁

設置工事（土木）が直接効果で、ブロック（窯業・土石

製品）が原材料等である。これらの原材料調達額は直接

効果に投入係数を乗じると5,111億円と計算される。 

原材料は全て道内で調達できるわけではないので、そ

れぞれの原材料に自給率を乗じて求めるのが原材料道内

調達額で、この原材料道内調達額3,533億円が道内に及

ぼす波及効果を更に計算する必要がある。例えばブロッ

クを生産するためにセメントが必要になり、セメントを

生産するために石灰が必要になるといった波及は理論的

にゼロになるまで続く。この最終的な効果をあらかじめ

数学的に計算して読み取れるようにしたものが、逆行列

係数である。 

原材料道内調達額に逆行列係数を乗じると、第１次生

産誘発額5,022億円が計算される。 

c) 第２次波及効果 
直接効果、第１次波及効果で誘発された生産額のうち、

全てが生産のための原材料費に当てられるわけではなく、

従業員等に対する給与等が支払われる。給与等は産業連

関表では雇用者所得として表記され、貯蓄等を除いた額

が消費に回ることにより、更に生産が誘発される。直接

効果と第１次生産誘発額に雇用者所得率を乗じて、誘発

76.4 77.0 79.0 82.2 85.7 88.2 90.1 92.4 94.0 94.8 95.8 97.4 97.8 101.0
39.6 37.1 37.6 37.3 34.5 32.8 31.1 28.3 24.8 23.4 21.4 20.3 19.1 21.5

499.3
545.4 576.2 562.0

15.3 

17.4 16.9 18.0 

7.9 

4.3 
3.5 3.8 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

政府最終消費支出（左軸） 公的固定資本形成（左軸）
その他（左軸）
政府最終消費支出（構成比・右軸） 公的固定資本形成（構成比・右軸）

（％）

（年度）

（兆円）

 
図-4 総生産に占める政府最終消費支出・公的固定資本形成

の推移（全国・実質） 
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図-5 総生産に占める政府最終消費支出・公的固定資本形成

の推移（北海道・実質） 
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図-6 政府最終消費支出の内訳の推移（北海道・名目） 
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された雇用者所得額を求める。その雇用者所得額に実際

に消費に回る額を求めるため、平均消費性向を乗じると、

新たに発生する消費額は3,678億円となる。 

給与等を受け取った従業員等が何を消費するかは人に

よって異なるが、それを統計調査によって平均的になら

したのが民間消費支出の費用構成であり、消費によって

更に生産が誘発される。しかし、すべての消費対象が道

内で生産されるわけではなく、道外で生産された服の購

入や旅行費用として道外で支出することもある。そこで、

消費額3,678億円を民間消費支出の費用構成に従って産

業部門ごとに配分し、それぞれに民間消費支出の生産誘

発係数（＝自給率×逆行列係数）を乗じると、第２次生

産誘発額3,682億円が計算される。 

d) 総合効果 
 公的部門が１兆円の投資を行った場合、直接効果

9,534億円、第１次生産誘発額5,022億円、第２次生産誘

発額3,682億円の合計１兆8,239億円の生産を誘発するこ

とになる。 

 よって、当初の需要額１兆円は、北海道の産業に1.82

倍の生産を誘発する効果があるといえる。 

 
(2)  現物社会給付に伴う経済波及効果 

 先に述べたとおり、現物社会給付は医療と介護の政府

負担分である。医療と介護に伴う支出は、自己負担分は

民間最終消費支出に含まれるが、政府負担分は政府最終

消費支出に含まれる。政府負担分は、道民経済計算の付

表「一般政府から家計への移転の明細表（社会保障関

係）」に現物社会移転として記載されている。なお、介

護保険が登場するのは平成12年度からである。 

 医療保険と介護保険の政府負担分の構成比を見ると、

平成17年度で医療保険が83.6％、介護保険が16.4％であ

る。例えば、医療・介護分野に１兆円の需要が発生した

場合、構成比で按分するとそれぞれ医療8,361億円、介

護1,638億円となる。医療分は北海道表の産業部門の医

療・保健・社会保障部門に投入し（介護は介護部門へ投

入）、上記(2)の公共事業に伴う経済波及効果と同様に、

道内における経済波及効果を分析する。 

a) 直接効果 

 医療と介護の自給率は、医療の場合、旅行先でのケガ

や病気があるので住民票を移さず他の地域の病院に通う

場合があるが、大半は地元の病院や介護施設を利用する

から約100％である（実際には99.9998％）。 

 よって、直接効果は、医療・介護あわせて１兆円とな

る。 

b) 第１次波及効果 

 直接効果に医療・介護それぞれの投入係数を乗じて、

原材料調達額3,859億円を求め、原材料調達額に自給率

を乗じて、原材料道内調達額1,970億円が計算される。 

原材料道内調達額に逆行列係数を乗じると、第１次生

産誘発額2,710億円が計算される。 

c) 第２次波及効果 
 直接効果と第１次生産誘発額に雇用者所得率を乗じて、

誘発された雇用者所得額を求める。新たに発生する消費

額は4,505億円となり、民間消費支出の生産誘発係数を

乗じて、第２次生産誘発額4,510億円が計算される。 

d) 総合効果 
 医療・介護分野に１兆円の需要が発生した場合、直接

効果１兆円、第１次生産誘発額2,710億円、第２次生産

誘発額4,510億円の合計１兆7,220億円の生産を誘発する

ことになる。 

 よって、当初の需要額１兆円は、北海道の産業に1.72

倍の生産を誘発する効果があるといえる。 

 

 

5.  経済波及効果の相違点の分析 

 
(1)  第１次生産誘発額低下の要因 
a) 原材料調達率の影響 

 原材料調達率とは、１から付加価値率を控除したもの

である。 
当初の需要額は公共事業、医療・介護ともに１兆円で

あったが、経済波及効果は結果として公共事業の方が大

きかった。この相違が発生する過程を順を追って見てい

く。 

まず、投入係数の違いにより、医療・介護の原材料調

達額が3,859億円と総固定資本形成（公的）の5,111億円

より24.5％も小さいことがわかる。原材料調達額は、道

内需要額に投入係数を乗じて求める。 

  公共事業は総固定資本形成（公的）として扱ってい

たから、その費用構成を見ると、その84.4％が土木部門

である。総固定資本形成（公的）の大部分が土木である

ため、土木部門の投入係数を見ると、その53.9％が原材

料調達であり、それ以外の46.1％が粗付加価値である。

原材料調達のうち構成比上位３部門は、対事業所サービ

ス（21.8％）、窯業・土石製品（11.2％）、商業

（11.0％）である。 

一方、医療部門の投入係数を見ると41.3％が原材料調

達であり、その構成比上位３部門は、化学最終製品

（38.9％）、商業（16.7％）、対事業所サービス

（8.6％）である。 

介護部門の投入係数を見ると24.6％が原材料調達であ

り、その構成比上記３部門は、商業（15.1％）、対事業

所サービス（13.9％）、その他の食料品（6.1％）であ

る。 

第１次生産誘発額は、原材料調達額に自給率と逆行列

係数を乗じて求める。各産業の自給率が同一であると仮

定すると、原材料調達額が大きいほど、第１次生産誘発

額が大きくなる傾向があるため、公共事業の第１次生産

誘発額は、医療・介護より大きくなる。 
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b) 低い自給率の影響 

次に、第１次生産誘発額を決定するもう一つの要因で

ある自給率について見ていく。 

 自給率は原材料によって異なり、原材料の構成は各産

業によって異なるから、上記a)を参考に、各産業の原材

料構成上位３部門の自給率を見ていくと、医療の原材料

構成比38.9％を占める化学最終製品（医薬品）の自給率

の低さ（6.3％）が特に目立つ。他は、対事業所サービ

ス（90.4％）、窯業・土石製品（67.0％）、商業

（73.1％）、その他の食料品（49.9％）である。 

 このことは、公共事業に必要なコンクリート（窯業・

土石製品）や設計・測量（対事業所サービス）は北海道

で自給できるが、北海道に足りないものと言われている

製造業（特に化学最終製品）が自給できていないことを

表している。 

 

 よって、原材料調達率が高くても、自給率が低い産業

の需要の増加では、大きな生産誘発は期待できない結果

となる。医療・介護については、化学最終製品の自給率

の低さが、原材料道内調達額を1,970億円（原材料調達

額より49.0％減）と小さいものにし、第１次生産誘発額

の伸びを妨げている。 

 

(2)  民間消費支出の波及効果の低さ 

 次に、原材料調達率が低い場合の影響について見てい

く。その場合、付加価値額が相対的に多くなることから、

第２次波及効果が大きくなる。 

a) 民間消費支出の波及効果 

 第２次波及効果は、第１次波及効果とは逆に、公共事

業の方が医療・介護の場合より828億円小さい。 

生産額に占める雇用者所得の割合は、土木部門で

34.5％、医療部門で48.2％、介護部門で60.5％であるか

ら、医療・介護の需要の方が雇用者所得に回る割合が高

いことが要因である。 

 しかし、民間消費支出の生産波及効果は小さく、上記

４で求めたような波及効果について計算をした場合、１

兆円の消費需要発生による最終的な総合効果は１兆

2,163億円であり、1.22倍の波及効果しかない。この要

因について、まず、直接効果について見てみると、

7,472億円の段階で既に2,528億円（25.3％）が道外に流

出している。民間消費支出の構成比上位３部門は、商業

（22.0％）、不動産（17.7％）、その他の対個人サービ

ス（5.5％）である。商業の自給率は73.1％と低くない

が、構成比が大きいため道外流出需要2,528億円のうち

道外の商業を利用することによる流出は591億円

（23.4％）を占める。 

次に、第１次波及効果を見ると、2,539億円と伸びが

小さい。これは、直接効果7,472億円に応じた原材料調

達額が2,552億円と極端に減少（65.8％減）しているか

らであり、商業、不動産等のサービス業の原材料調達率

が低いため、商業、不動産の原材料調達額が直接効果と

比べて89.6％減少したことが大きい。また、原材料道内

調達額1,821億円を見ると731億円（28.6％）が道外に流

出しており、その39.3％を占めるのが化学最終製品、商

業、石油製品、石炭・原油・天然ガス（４部門合計287

億円）である。商業、石油製品（自給率45.4％）以外の

自給率が低いので、医薬品・資源関係の需要が道外に流

出している。 

第２次波及効果については、計算過程は上記４と同じ

なので説明は省略するが、雇用者所得を決定する直接効

果、第１次波及効果が小さいことが、自ずと第２次波及

効果を小さいものにしている。 

b) 最終需要項目別輸移入誘発係数 

次に、最終需要１単位の増加によって直接・間接に誘

発される移輸入の割合である最終需要項目別輸移入誘発

係数を見ると、図-7のとおり、民間消費支出が0.361と

総固定資本形成（公的）の0.281より大きいので、道内

総生産にとっては控除項目となる移輸入を誘発しやすい

構造になっている。 

結果として、医療・介護における化学最終製品のよう

に、ある特定の分野が極端に移輸入を誘発しているとい

うことではないが、構造的に民間消費支出に必要なもの

の自給率が低いことを意味しており、公共事業に必要な

ものを北海道で製造しているが、家計消費に必要なもの

（例えば、上記a）で見た資源関係）を北海道で生産し

ていないということが言えるだろう。 

 
(3)  影響力係数からの説明 

 以上、原材料調達率と自給率を用いて生産波及の大き

さを説明してきたが、別の視点（影響力係数）からも説

明する。 

 ある産業の逆行列係数の列和を全産業の列和の平均値

で除したものを「影響力係数」といい、この値が大きい

ほど産業全体に与える生産波及の影響が強いことを示す。 

影響力係数について、土木部門は1.048、医療部門は

0.872、介護部門は0.848である。よって、上記(1)の結
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図-7 最終需要項目別輸移入誘発係数（北海道表（65部

門）） 



 

Yoshiaki Sato                                    

果と整合した内容となっている。 

また、民間消費支出については、北海道表（13部門）

で大まかに見ると、費用構成の大きいサービス業

（23.2％）、商業（22.0％）、金融・保険・不動産

（21.2％）の影響力係数は、それぞれ0.937、0.925、

0.894であり、他への生産波及が小さいため、上記(2)の

とおり、民間消費支出による生産波及が小さい結果とな

っている。 

 
 

6.  北海道経済に対する今後の課題 

  

(1)  今後伸びる需要を成長に取り込む 

 北海道の自給率が低い化学最終製品部門が大きく関わ

る需要が、国民医療費として今後大幅に増加するとして

も、今の北海道ではその需要増を取り込んで経済波及効

果をもたらすことが期待できないことが分かった。 

 従前からの工場誘致の取組は、北海道の自給率を上げ

ることにつながるため、経済的に理にかなった施策であ

るが、特に重点的に取り組む必要があるのは、今後の需

要が期待でき、北海道の特質を活かせる北海道にない産

業の育成であろう。 

近年、後発医薬品（特許切れの医薬品（ジェネリッ

ク））の使用促進が進んでおり、後発医薬品の製造の場

合は、研究・試験の必要が少ないため人口集積地でなく

ても誘致へのハードルは新薬開発の場合より低くなるだ

ろう。経済産業省地域経済産業グループの『最近の地域

経済の状況について』によると、東北では既にジェネリ

ック製薬メーカーの誘致に成功しているほか、ジェネリ

ック国内トップメーカーが富山県に投資するなど、北海

道では出遅れ感が否めないが、今後の医薬品の需要増加

を経済成長に取り込んでいくために、北海道の広大な土

地、豊富な水資源、食料基地としての特質を活かしたバ

イオ産業育成と連携した医薬品製造への重点的取組が有

効であり、我が国全体に貢献することにもなろう。 

 

(2)  新たな需要をつくりだし成長に取り込む 

 地域経済の活性化のためには商品の付加価値を高める

必要がある、という意見が一般的に言われるが、その付

加価値という意味は、高くても売れる、競争力がある、

性能・品質が良い、といった内容であると思う。しかし、

産業連関表上の付加価値とは、上記２(2)のとおり、売

上から原材料費を控除した部分であって、雇用者所得、

営業余剰などである。 

北海道経済の現状では、雇用者所得が大きくても、民

間消費支出の経済波及効果は小さいということが上記５

(2)でわかった。このため、高い人件費による大きな消

費があっても、消費による経済波及効果は小さいため、

お金が地域に回らない構造を改善する必要がある。 

よって、地域でお金が回る構造に改善するためには、

上記(1)の工場誘致への取組のほか、新たな需要をつく

りだす産業の創出が必要であろう。例えば、北海道表

（109 部門）によれば、情報サービス業の投入係数を見

ると、北海道が弱い製造業への投入が非常に少ない構造

になっているため、北海道の冷涼な気候と地政学的リス

クの低さを活かしたＩＴ産業の振興策のほか、道内ＩＴ

企業による商品（業務用ソフトウェアの他、ゲーム、音

楽、映像等のコンテンツビジネス）の開発や消費拡大も

北海道経済にとって有効だろう。 

また、近年の自然エネルギーの活用のほか、既に実用

化されているエネファームといった燃料電池に北海道近

海のメタンハイドレードから抽出された水素を供給でき

れば、暖房や発電のための石油製品の移輸入が不要にな

り、民間消費支出による経済波及効果を改善するだろう。

ただし、自然エネルギーの導入は電気料金の上昇分や従

来型発電所や精油所での需要喪失といったマイナス効果

と、燃料の移輸入削減分などのプラス効果のどちらが大

きいかの経済比較が別途必要になるだろう。 

 

 

7.  まとめ 

 

 以上、北海道内で発生した需要は、簡単に道外に流出

しないようにする必要がある。 

このように、産業連関表を用いると、経済波及効果の

ほか、経済波及効果の詳細を分析することで、効果の大

小の要因も明らかにすることができる。このため、北海

道総合開発計画等の企画・立案のみならず、他機関や民

間シンクタンク等の経済分析に幅広く利用されている。

今後とも、北海道の経済的特徴を反映させた北海道産業

連関表を作成・利用してまいりたい。 

 

 

（注）当方で計算した数値は、四捨五入のため内訳と合計が一

致しない場合がある。 
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