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１．研究背景



１．研究背景

愛知県の観光の現状

△  都道府県魅力度ランキング
   (出典：ブランド総合研究所)

めぼしい
観光スポットがない

魅力度が低い



１．研究背景

ジブリパークに多くの人の期待が集まっている

△ 2022年に期待すること（出典：リサーチノート  Powerd by LINE）



１．研究背景

愛知県はジブリパークを観光資源として活用する姿勢である

△ 「 あいち観光戦略2021-2023の概要」より抜粋 (出典：愛知県 )



・ パークと周辺施設にかかる費用のうち、

      県の負担は357億円

・ 県の見積もりでは、

      経済効果は年間で480億円

１．研究背景



１．研究背景

〇 ジブリパークを建設することで

      県内にどれくらいの所得の増加(＝経済効果)が見込めるか

〇 県が357億円の費用を投入するメリットはあるのか 



２．先行研究



２．先行研究

①『中部国際空港および関連プロジェクトの経済波及効果』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/papaios/8/2/8_64/_pdf/-char/ja

※空港のような公共事業が建設段階にもたらす経済波及効果のメカニズムについて

生産誘発効果　　　　中部地域：２兆7089億円　　全国：５兆5116億円

雇用誘発効果　　　　中部地域：１兆978億円　　  全国：２兆1921億円

https://www.jstage.jst.go.jp/article/papaios/8/2/8_64/_pdf/-char/ja


２．先行研究

②『飛騨地域の観光消費の経済波及効果について』
file:///Users/katsunorina/Downloads/KJ00008700599.pdf

※飛騨地域の経済の活性化についての方策

1.  2005年の観光消費額から３割、323.4億円の増加
2.  2005年の観光消費額から５割、539.0億円の増加

　　200億円以上の観光消費額の増加が期待！

 



２．先行研究

③『滋賀県長浜市黒壁スクエアにおける
                                       観光消費の経済波及効果と政策的インプリケーション』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/40.1/0/40.1_30/_pdf/-char/ja

※文化資本の固有価値が実際に投資を行う時、どのように影響してくるかについて

直接生産増加額：１５億円

第一次波及効果：１９億3000万円

第二次波及効果：　３億8000万円

https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/40.1/0/40.1_30/_pdf/-char/ja


３．産業連関表



３．産業連関表

産業連関表とは、国内経済において一定期間に行われた財・サービスの産業間取引を

一つの行列に示した統計表である。縦方向を列と言い、横方向を行と言う。

出典：総務省 



３．産業連関表

縦（列）方向は、各産業において、商品
を生産するのに要した費用の構成(投
入)が分かる。

横（行）方向は、各産業において、生産
した商品の販路構成（産出)が分かる。

県内生産額  ＝ 中間投入額  ＋ 粗付加価値額

県内生産額  ＝ 中間需要額  ＋ 最終需要額  － 
(移輸入額)



３．産業連関表

産業連関分析とは・・

産業連関表を用いて域内のある政策が域内にどのような経済波及

効果を及ぼすか分析すること

必要な要素・・①投入係数

　　　　　　　②逆行列係数



３． 産業連関表

①投入係数

ある産業で、生産物を一単位生産するのに必要な各産業部門から

の投入割合を表す

各産業の列(縦)の投入額 ÷ その産業の生産額



３． 産業連関表

例）投入係数の求め方



３．産業連関表

②逆行列係数

ある産業に1単位の需要が生じると、直接・間接の波及効果により、

各産業の生産額が最終的にどれくらいになるのか示す係数

→ 無限に続く波及効果を予め数学的に計算して読み取れるようにしたこ
      とで、需要額がわかれば、投入額を知ることが可能



４．経済波及効果



４．経済波及効果

需要増加額（初期需要額 )

（購入者価格を生産者価格に変換）
×　県内自給率

県内需要額増加額

×　投入係数

原材料増加額（直接 ) 粗付加価値増加額（直接 )

×　粗付加価値率

雇用者所得増加額 (直接）

×　雇用者所得率

直接効果
県外需要
（移輸入の増加）



　

　

×　自給率

県内需要増加額（直接）

× 逆行列係数

1次波及効果

生産誘発額（第１次）

×　粗付加価値率

粗付加価値生産誘発額（第 1次）

×　雇用者所得率

雇用者所得誘発額（第 1次）



　

　
雇用者所得誘発額（直接＋第 1次） 雇用者所得増加額

（直接）

消費支出増加額

県内需要増加額

×　平均消費性向

×　民間消費支出構成比
×　県内自給率

× 逆行列係数



　

　
 2次波及効果

生産誘発額（第2次）

粗付加価値価値生産誘発額（第 2次) 雇用者所得誘発額（第 2次）

×　粗付加価値率 ×　雇用者所得率

  経済波及効果 ＝ 直接効果 ＋ 1次波及効果 ＋ 2次波及効果



５．ジブリパークの経済波及効果の推計



出典：愛知県

愛知県の資料より、ジブリパーク５エリア開業時の年間想定来園者を
180万人として経済波及効果を求める。

５．ジブリパークの経済波及効果の推計



訪日外国人の19.8％がテーマパークに来場

することから

愛知県の外国人観光客の19.8％がジブリ

パークに来場するとして、

外国人来場者を19.4万人と推定した。

５．ジブリパークの経済波及効果



資料(１)をもとに、

愛知県の日本人・外国人観光客の日帰りの割合を求めた。

５．ジブリパークの経済波及効果の推計

出典：愛知県

資料(１)



資料(２) 海外観光客の滞在日数

資料(３) 国内観光客の宿泊数

資料(２),(３)をもとに愛知県の日本人・

外国人観光客の宿泊日数の比を求め、

ここからジブリパークの来場者の滞在日数

を推定する。

５．ジブリパークの経済波及効果の推計

出典：日本交通公社出典：愛知県



ジブリパークの５エリア開場時の来場者の日本人・外国人それぞれの宿
泊日数を推定すると、以下の表のようになった。

５．ジブリパークの経済波及効果



直接効果の推計

直接効果
波及効果の基になる効果で、需要額のうち県内で調達できるもの。
消費額の需要ベクトルに各部門の県内自給率を乗じ、それらを合計
することで計算する。

 直接効果＝観光消費額 × 県内自給率

５．ジブリパークの経済波及効果



直接効果の推計

 観光消費額(百万円)              県内自給率                     直接効果(百万円) 

34,478      ×       87.0％     ＝       29,979 

 ● 産業連関表から、宿泊数と人数をもとに観光消費額を推定
 ● 県内自給率は産業連関表より引用

５．ジブリパークの経済波及効果



第１次波及効果の推計

第１次波及効果
直接効果による中間需要を満たすために生産が行われることで誘
発される生産額。

① 直接効果の需要ベクトルに各部門の投入係数を乗じて原材料投入額を算出。 
② 原材料投入額に県内自給率を乗じて県内需要額を算出。 
③ 県内需要額に逆行列係数を乗じる。

５．ジブリパークの経済波及効果



第１次波及効果の推計

直接効果

原材料投入額

県内需要額

第1次波及効果 12,289百万円

×  投入係数

×  県内自給率

×  逆行列係数

５．ジブリパークの経済波及効果



第２次波及効果の推計

第２次波及効果
直接効果と第１次波及効果による生じる雇用者所得が家計の消 費
を増加させ、新たに需要が生まれることで起こる生産。 

① 直接効果と1次波及効果の雇用者所得誘発額を算出する。 
雇用者所得誘発額＝雇用者所得率×（直接効果＋1次波及効果）

雇用者所得率＝雇用者所得÷県内生産額 
② 雇用者所得に平均消費性向を乗じて消費支出額を算出。

③ 消費支出額に、愛知県産業連関表の民間支出構成比を用いて各部門に振り分

     け、需要増加額を算出。 
④ ③に県内自給率、逆行列係数を乗じて第2次波及効果を算出する。

５．ジブリパークの経済波及効果



第２次波及効果の推計

直接効果 + 第１次波及効果

雇用者所得誘発額

需要増加額

第２次波及効果 5,512百万円

×  投入係数

×  県内自給率

×  逆行列係数

５．ジブリパークの経済波及効果



粗付加価値誘発額の推計

粗付加価値誘発額
波及効果に含まれる付加価値部分を指す。
中間投入は含まれず、県民経済計算の県内総生産に対応する。 

疎付加価値誘発額＝疎付加価値率 × 経済波及効果

疎付加価値率＝（粗付加価値合計 ー 家計外消費支出）÷県内生産額

５．ジブリパークの経済波及効果



粗付加価値誘発額の推計

粗付加価値誘発効果 単位(百万円)

直接効果 15,429

第１次間接効果 6,762

第２次間接効果 3,592

総合効果 25,783

５．ジブリパークの経済波及効果



６．他産業との比較



６．他産業との比較

目的：観光による経済波及効果を相対的に評価するため、他産業の経済波及効果

　　　と比較したい

手順：他産業に先程求めた観光消費額と同額の最終需要が発生した時の経済波及

　　　効果を計算し、観光産業と比較する

今回比較する産業：①建設業 ②自動車製造業 ③農業

他産業との比較



６．他産業との比較

ジブリパーク事業

（単位：百万円）



６．他産業との比較

他産業との比較 ①建設業

（単位：百万円）



６．他産業との比較

他産業との比較 ②自動車製造業

（単位：百万円）



６．他産業との比較

他産業との比較 ③農業

（単位：百万円）



６．他産業との比較

分析結果より、

 ①波及倍率

 ②付加価値誘発額 を比較する。



６．他産業との比較

①波及倍率

順位 産業 波及倍率（倍）

１ 自動車産業 1.849

２ 建設業 1.705

３ ジブリパーク 1.594

４ 農業 1.437

ジブリパーク事業は、他産業と同程度の波及倍率がある



６．他産業との比較

②付加価値誘発額

順位 産業 付加価値誘発額(百万円)

１ 建設業 29,028

２ ジブリパーク 25,783

３ 自動車産業 11,663

４ 農業 10,270

ジブリパーク事業は、他産業と比較して県内に多くの付加価値を誘発する



７．まとめ



７．まとめ

・ 推計したジブリパークの経済効果(＝生産誘発額の総合効果)は477.8億円

     ⇒ 愛知県の発表(480億円)とほぼ変わらない結果となった

・ ５エリア開業時の来場者数なら、１年間で県の投入する費用357億円

      以上の経済効果が見込める

・ 他産業と比較して同程度の波及倍率、高い粗付加価値額が推計された

      ⇒ 県が357億円の費用を投入するメリットはあるといえる

結果



７．まとめ

・ ジブリパーク開園による滞在日数や消費行動の変化までは

      議論が及ばなかった。

・ 長久手市内での経済効果にも関心があったが、あまり情報を

      得られなかった。

課題
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