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本書は学部の学生を対象に 15 回の講義におさめる内容で，興
味がもてる，分かりやすいテキストを目標としています．

経済統計の集大成といえる国民経済計算（SNA: System of 
National Accounts）は，裾野が非常に広い学問ですが，本書は
その中心指標で，みんなに馴染みやすい GDP を切口に展開しま
す．第 1 章から第 5 章では，生産の境界，国内概念と国民概念，
総概念と純概念，GDP 三面等価と産業連関表，物価指数と GDP
を実質化する方法という順に，基本的な諸概念を数値例や実際の
統計データを使いながら分かりやすく解説します．第 6 章と第 7
章は，産業連関表の持つもう一つの役割である経済波及効果分析
についての解説です．第 1 章から第 7 章が本書の基本編に当たり
ます．

ほとんどすべての経済統計データを動員して推計される GDP
統計は，国際基準である SNA によって定義されていますが，こ
の高度な加工統計は当然ながら各国の社会経済制度や基礎統計に
依存します．第 8 章では，SNA 先進国の日本と MPS から SNA
へ移行する国の代表格としての中国について，その GDP 推計方
法の相違について考察しました．本書の拡張編に当たります．

また，本書と密接な関係があり，とくに重要と思われるカテゴ
リを随所にコラムの形で取り入れています．

本書をまとめる際に，黒子正人氏（埼玉大学大学院経済科学研
究科博士前期課程修了）に通読していただき，多くの有益なコメ
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ントをいただきました．さらにコラム⑲と付録 1 の執筆を引き受
けて下さいました．感謝いたします．

最後に本書は筆者が所属する埼玉大学経済学会の助成金を受
けて出版させていただいたことに御礼を申し上げます．
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第 2 版について
2016 年 4 月の初版の後，同年 12 月に行われた平成 23 年基準

改定に伴い，JSNA（日本の国民経済計算）が 2008SNA に対応
するようになりました．この改定版は計数の差し替え，さらに内
容の充実を図りました．

2018 年夏
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