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＜原著論文＞

都市型市民マラソンの参加者がもたらす経済波及効果の推計：
京都マラソン2012ランナー調査に基づいた分析

二宮浩彰1），松永敬子2），長積　仁3）

Estimation of ripple eff ect of an urban marathon race:
Analyses from the investigation in the 2012 Kyoto Marathon runners

Hiroaki Ninomiya1）, Keiko Matsunaga2）, Jin Nagazumi3）

Abstract
This study estimates the economic ripple eff ect caused by an urban marathon race. After 

an extensive Internet investigation to identify the runners in the 2012 Kyoto marathon, from 
valid responses of 3,521 runners, their total expenditure on domestic travel, accommodation, food 
and drink, travel and entertainment, and souvenirs and shopping was computed. To analyze the 
realistic economic impact of the marathon, data regarding the number of participants, the event 
operating expenses incurred, the expenditure related to event participation, and the expenditure 
on sporting goods was included. On analyzing the data using the MICE (Meeting, Incentive, 
Convention, Exhibition / Event ) economic ripple eff ect measurement model, the direct eff ect is 
found to be 1,497.23 million JPY , the indirect primary ripple eff ect, 1,134.69 million JPY, and the 
indirect secondary ripple eff ect, 679.51 million JPY. Thus, the overall economic ripple eff ect caused 
by the 2012 Kyoto marathon is estimated to be 3,311.40 million JPY.
《Keywords》running, sport event, expenditure, measurement model, MICE

1．緒言
健康志向が高まるなか，ランニング愛好者が急増

している．それと同時に，市民ランナーが走る舞台
となるマラソン大会を開催する自治体が増えてい
る．国内最大規模のランナー向け情報ウェブサイト
「RUNNET」1）で検索したところ，2012年1月1日～12月
31日までに開催されたランニング（3km・5km・10km
など）の大会数は1,705件に達し，そのうちフルマラソ
ンを実施している大会は214件にも及んでいる．まさ
にランニングブームが巻き起こっている．

東京マラソン2012においては，マラソンの定員
29,400人に対して282,824人が参加を申し込み，抽選倍
率は約9.6倍にも及んでいる．2007年の第1回大会以
来，東京マラソンは国内の大都市で大規模なマラソン
を開催することが地域社会や経済に大きな影響を及ぼ
すことを知らしめた．都市型市民マラソンの開催状況
の比較11）によると，東京マラソン2011の経済波及効
果は240億円（関西経済連合会発表）になると推計さ
れている．大阪，神戸，京都の三都においても数万人
規模の都市型市民マラソンが2011年から開催される運
びとなり，それぞれの経済波及効果は大阪マラソンが

生涯スポーツ学研究　vol. 10  No. 1・ 2  2014

原著論文：都市型市民マラソンの経済波及効果 31



調査から，2012年ロンドンオリンピックに関連する日
本国内での直接的な消費押し上げ効果を3,687億円，波
及効果全体で8,037億円になると見積もっている．
スポーツイベントがもたらす経済波及効果について
報告がなされてきたが，入手が比較的容易なデータを
用いて大雑把な分析が行われることがある．経済波及
効果の推計は簡単に行えるものではなく，イベント開
催が及ぼす影響についての詳細なデータを必要とす
る．たとえば，大阪マラソン開催による経済波及効果
の推計12）では，その直接効果として，ランナー，沿道
の観客，大会参加者，ボランティア，メディア，スポ
ンサー関係者，などの多岐にわたる消費支出，および
大会グッズの売上額を算出し，それらの金額に基づい
て産業連関表を用いて経済波及効果を計算することに
なる．ところが，これまで行われてきた経済波及効果
の推計のなかには，参加者の支出額について直接的に
データを収集することなく，国土交通省の観光白書に
よる観光消費額のデータが用いられたり，過去の類似
したイベントの消費支出額が用いられたりすることが
あり，妥当性を欠く計算結果になっていることは否め
ない．
一方で，スポーツイベントによる経済波及効果を
扱った学術的な研究では，経済波及効果の推計におけ
る方法論について検討されている2）3）5）7）13）15）．これま
でに行われてきたスポーツイベントの経済波及効果研
究では，1つのスポーツイベントに焦点が当てられて
研究対象とされてきたが，Daniels and Norman2）は7
つの参加型スポーツイベントを取り上げて経済波及効
果を推計している．その上で，同伴者数，滞在日数，
居住地，訪問の主目的，個人特性について分析し，ス
ポーツイベントが主目的である参加者の割合，一日あ
たりの平均消費支出額，二次的な活動に対するニーズ
についてもスポーツイベント間で比較し，イベント主
催者や行政機関にとって有益な研究成果を導き出して
いる．
Daniels, et al. 3）は，アメリカ合衆国サウスカロライ
ナ州で行われたクーパー・リバー・ブリッジ・ランの
開催による収入効果を推計するにあたり，4つの産業
連関分析モデルを比較した．経済波及効果を推計した
ところ，世帯収入のデータを用いたモデルよりも個人
の職業別給与のデータを用いたモデルの方が説明力を
有しており，スポーツイベントがどの職種に収入効果
をもたらすのかを明らかにしている．
川口7）は，2002年FIFAワールドカップに関連して
試算された経済波及効果の測定結果15事例の前提条件
や計測方法について検討し，入場者数予測の精緻化，
市場圏把握の必要性，測定モデル構築の必要性，周辺
施設とのネットワークに関する検討，事業効果，施設
効果の試算，集客型施設において留意すべき問題点に
ついて考察することによって，前提条件が不明なデー

133億円（関西大学発表），神戸マラソンが59億円（兵
庫県立大学発表），京都マラソンが40.8億円（大会事務
局発表）になると推計されている．
昨今のランニングブームを背景として，多くの自治

体では，経済的な効果や地域の活性化を期待してマラ
ソン大会を開催するようになった．しかしながら，経
済不況の煽りを受けて緊縮財政を余儀なくされている
自治体にとっては，スポーツイベントの開催費用を捻
出することは容易ではない．とくに，都市型市民マラ
ソンを開催するための事業費には，自治体負担として
多額の税金が費やされることから，科学的証拠（エビ
デンス）に基づいたスポーツ政策の立案をすることが
求められている．そのためには，実証的にスポーツイ
ベント開催による経済的効果・地域活性化について検
証することによって科学的知見を蓄積する必要があろ
う．
スポーツイベント開催による経済波及効果の先行研

究をレビューしたところ，ロードレース3）13）15）やス
キーインターハイ5）のようなローカルなスポーツイベ
ントからオリンピック4）やワールドカップ7）といった
メガ・スポーツイベントまで，経済波及効果の研究が
行われていた．これまでのスポーツイベントの経済波
及効果研究では，スポーツイベント開催による影響に
ついての広範囲に及ぶ詳細なデータを収集することが
難しいため，入手可能なデータのみを用いることで大
雑把な経済波及効果の推計にならざるを得ない場合が
あった．また，スポーツイベントの主体である参加者
から直接的に消費支出データを得ることなく，スポー
ツイベント参加者以外からの間接的なデータで代用す
ることによって経済波及効果の推計がなされていると
いう問題が浮かび上がってきた．さらに言えば，ス
ポーツイベントへの参加が誘発するであろう消費支出
に焦点が当てられてこなかった．
そこで本研究では，京都マラソン2012の参加者を対

象とした大規模調査を実施することによって，マラソ
ン大会に参加することに伴う消費支出を含む詳細な参
加者の消費支出を把握し，都市型市民マラソンの参加
者がもたらす経済波及効果について推計することを目
的とした．

2．先行研究の検討
スポーツイベントが地域経済に大きな影響を及ぼす

ことから，地元の金融機関系列研究所，民間シンクタ
ンク，大手広告代理店によって地域への経済波及効果
が推計されることが多い．長野経済研究所14）は，第14
回長野オリンピック記念長野マラソン大会の参加ラン
ナーおよび同行者の消費支出額を調査し，大会開催に
伴う経済波及効果を9億5,330万円になると推計してい
る．また，電通総研4）は，インターネットによる全国
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タや再現性の乏しいデータが多くみられたという問題
点を指摘している．
加藤・葉5）は，第55回全国高等学校スキー大会の開

催が秋田県にもたらした経済効果を2億6千万円にな
ると推計し，スキーインターハイが開催地域に及ぼす
経済効果が大きいことを報告している．しかしながら
研究の限界として，消費支出の推計に用いたデータは
インターハイ参加者から直接的に得たものではなく，
大会報告書や先行研究からのデータ，および複数の参
加監督とインタビューから間接的に得られたデータに
基づいており，実際の参加者支出額とかけ離れている
可能性があるという方法論上の問題を抱えている．
塩尻市ぶどうの郷ロードレースの経済波及効果は，

第1回大会13）が8,950,452円で大会運営経費の約1.98倍，
第2回15）が13,061,332円で大会運営経費の約2.01倍に
なると推計されている．これらの研究では，参加者を
対象とした調査結果をみると開催地域での宿泊者が極
めて少なかったために，ロードレースの運営それ自体
から生じる経済波及効果は見込めないとの判断が下さ
れている．そのため，経済波及効果の推計に参加者な
どの消費は考慮せず，イベント開催の経費のみに限定
して分析が行われている．
スポーツイベントの経済波及効果研究においては，

経済波及効果の測定方法が検討されており，使用する
データの信頼性やデータを収集する上での限界といっ
た方法論上の問題点が指摘されている．なかでも，参
加者の消費支出についての詳細なデータを収集するこ
とが困難な場合には，調査を実施することなく限定
的な経済波及効果の推計が行われていることが問題と
なっている．つまり，経済波及効果の測定に用いられ
る消費支出データを可能な限り参加者から収集するこ
とが重要であり，いかに厳密に詳細なデータを収集す
るのかということが課題と言えよう．

3．方法
3. 1　MICE経済波及効果測定モデル
本研究では，京都マラソン2012開催がもたらす経済

波及効果について分析するにあたり，観光庁から提供
された「MICE経済波及効果測定モデル」6）を用いた．
2011年5月に観光庁6）は，MICE（Meeting, Incentive, 
Convention, Exhibition / Event）と略した企業ミー
ティング，インセンティブトラベル，国際会議，展示
会・国際見本市，イベント開催による経済波及効果測
定のための測定モデルを今後のMICE振興に資するべ
く開発した．このモデルは，自治体やコンベンション
ビューローがMICE開催の企画立案や終了時の成果確
認をするために，簡便なデータを用いて統一的な手法
で経済波及効果を推計することができるようにしたも
のである．簡易モデルとはいえ，参加者の交通費など

の消費原単位や実際のイベント事業費の情報を入力す
ることで，経済波及効果測定の精度をより高めること
が可能である．本調査研究では，京都マラソン2012参
加者を対象としたインターネット調査を実施すること
により，マラソンに参加した際の詳細な消費支出デー
タを用いて，より精度の高い経済波及効果の推計を試
みた．また，イベントの事業費については，京都マラ
ソン実行委員会による京都マラソン2012事業費の決算
見込額を使った．

3. 2　MICE経済波及効果測定モデルによる分析方法
本研究では，MICE経済波及効果測定モデルEv：イ
ベント6）を用いて，京都マラソン2012の経済波及効果
について分析する．まず，イベント名称，開催期間，
参加者数（日帰りの日本人，宿泊を伴う日本人，外国
人），イベント事業費についてのデータを入力する．次
に，イベント開催地の都道府県，および調査データに
基づいた消費原単位として，日帰り日本人，宿泊を伴
う日本人，外国人別に，国際航空運賃（千円／人），
国内交通費（千円／人），宿泊費（千円／人・日），飲
食費（千円／人・日），観光・娯楽費（千円／人），土
産・買物費（千円／人）についての金額を設定する．
なお，外国人参加者については，外国語対応の調査を
実施していないため，本モデルの既定値による消費支
出の算出とした．以上の経済波及効果試算の前提条件
として入力した参加者数，および消費支出額を計算す
ることによって，2005年版全国産業連関表に基づいた
経済波及効果の推計を行う．

3. 3　京都マラソン参加者を対象としたデータ収集
京都マラソン2012参加者の消費支出については，イ
ベント終了後の2012年3月12日～6月1日の期間にイン
ターネット調査を実施することによって収集した．京
都マラソン2012公式サイト，および京都マラソン実行
委員会からの参加者へのメール連絡において調査実施
の案内をして調査協力依頼を行った．承諾した参加者
がリンク先の「京都マラソン2012ランナー調査」ウェ
ブサイトにて回答を行った．スポーツイベントにおい
て参加者からデータを収集する場合，イベント終了直
後に現地で質問紙を用いた調査を実施することによっ
てデータを収集する方法13）15）が取られるが，複雑な
質問項目を設定した調査を実施することは難しい．本
研究では，イベント終了後にインターネットを通じて
データを収集することによって，イベントに関連する
詳細な消費支出についての回答を得ることができ，大
規模な調査を実施することができた．

3. 4　経済波及効果の測定項目
本研究では，国土交通省総合政策局旅行振興課8）が
作成した「旅行・観光消費動向調査」調査票における
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旅行前，旅行中，旅行後の消費支出項目の品目に準じ
て，同じ品目を消費支出の測定に用いることにした．
「旅行・観光消費動向調査」は，わが国の旅行・観光
の消費実態を詳細に把握するために設計されており，
本調査においてランナーの消費支出をできるだけ取り
こぼすことなくデータとして収集することに適してい
る．本調査の経済波及効果測定には，国内交通費（10
品目），宿泊費（1品目），飲食費（7品目），観光・娯
楽費（7品目），土産・買物費として旅行前支出（15品
目），旅行中支出（11品目），旅行後支出（2品目）の消
費支出項目を採用した．さらに，マラソン大会に参加
する際に購入するスポーツ用品を検討するため，ラン
ナー向け情報ウェブサイト「RUNNET」1）が運営する
オンラインショップの商品カテゴリーを参考にした．
このウェブサイトは日本最大規模の走る仲間のランニ
ングポータルであり，多様なランニングについての情
報が網羅されている．本研究では，スポーツマネジメ
ントを専攻する大学院生（3名）と教員（1名）が吟味
して設定したスポーツ用品の消費支出項目（22品目）
を独自に採用し，スポーツイベントの開催がきっかけ
となるスポーツ用品支出を加えたことによって経済波
及効果の測定範囲を拡大した．調査においては，表1
に列挙した測定項目の品目を回答者に提示して，支出
したすべての品目の消費支出額をそれぞれ回答するよ
う求めた．

4．結果
4. 1　ランナー調査のサンプル
京都マラソン実行委員会9）が作成した「京都マラソ
ン2012記録・写真集」によると，京都マラソン2012の
参加者数は，日本人が14,180人，外国人が752人であ
る．京都マラソン2012のランナーを対象とした調査で
は，総数4,228票の回答を得ることができ，日本人ラン
ナーの回答率は29.8％であった．その内の有効標本数
は3,521票である．
調査によって得られたサンプルの属性は，表2に示

したとおりである．性別では，男性が84.7％，女性
が15.3％であり，京都マラソン実行委員会が公表して
いる参加者の男女割合に近い数値となっている．ま
た，平均年齢は44.13歳であり，年代別では，40歳代
が39.6％でもっとも多く，30歳代が25.0％，50歳代が
21.8％と続いている．年代構成についても，公表され
ている参加者の集計の年代別割合と分布がほぼ一致し
ている．以上のことから，インターネット調査法を用
いて収集したサンプルは，京都マラソン2012参加者属
性の構成とかけ離れておらず，代表性のあるデータを
収集することができたと考えられる．

表1　消費支出の測定項目
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市からの負担金収入2億5,000万円（そのうち1億5,000
万円は協賛金），参加料収入1億5,000万円の合計4億円
で予算が組まれていたが，走路対策，交通対策，沿道
住民合意形成策を講じた結果，当初予算より2億5,856
万3千円増額の6億5,856万3千円の総事業費（決算見
込）となった．その内訳は，大会運営費2億3,509万7
千円，安全対策費2億8,530万7千円，広報・イベント
関係費8,347万2千円，エントリー・記録関係費3,228
万7千円，実行委員会運営費2,240万円である．

4. 4　マラソン参加者の消費支出額
マラソン参加者の消費支出については，京都マラソ
ン2012ランナー調査のデータを使用して算出した．
表3には，各消費支出項目の品目において支出をした
マラソン参加者の人数，および平均消費支出額を示し
た．次に，日帰りの日本人と宿泊を伴う日本人のマラ
ソン参加者別に，国内交通費，宿泊費，飲食費，観光・
娯楽費，土産・買物費（旅行前支出，旅行中支出，旅
行後支出，スポーツ用品費）ごとの一人あたりの平均
支出額を計算し，経済波及効果を算出するための値と
した．なお，本調査において外国人を対象としたデー
タを収集していないため，MICE経済波及効果測定モ
デルの既定値を使った．
表4は，京都マラソン2012参加者の日帰り参加者と
宿泊を伴う参加者別の平均消費支出額を示している．
国内交通費については，日帰りの参加者が7,066円，宿
泊を伴った参加者が21,444円であった．宿泊を伴った
参加者の一日あたりの宿泊費は6,763円であった．一日
あたりの飲食費は，日帰りの参加者が1,336円であるの
に対して，宿泊を伴う参加者の支出が多くなり4,961円
であった．土産・買物代については，現地での買物代
（日帰り参加者928円，宿泊を伴う参加者2,018円），旅
行前の買物代（日帰り参加者12,185円，宿泊を伴う参
加者15,492円），旅行後の買物代（日帰り参加者2,292
円，宿泊を伴う参加者5,739円），スポーツ用品の買物
代（日帰り参加者17,479円，宿泊を伴う参加者14,056
円）となり，それぞれの合計金額は日帰り参加者が
32,884円，宿泊を伴う参加者が37,305円であった．観
光・娯楽費については，日帰り参加者が121円，宿泊
を伴う参加者が601円であった．
外国人の消費支出については，過去のMICEの各種
調査を参考に算出した平均の消費原単位（既定値）を
使って算出した．それに従うと，国際航空運賃9,600
円，国内交通費10,100円，宿泊費9,000円，飲食費1,800
円，観光・娯楽費9,100円，土産・買物費49,200円とな
る．国際航空運賃の金額が低いのは，外国人による日
系エアライン利用率が低いことが想定され，国外のエ
アラインを利用した場合に消費支出に計上されないた
めである．また，一般の外国人観光客による消費支出
傾向が反映された消費原単位であるため，日本人ラン

4. 2　日帰り・宿泊を伴う参加者数
経済波及効果の推計では，日帰り・宿泊を伴う参加

者別の消費支出額を測定モデルに投入するため，ス
ポーツイベントの日帰り参加者と宿泊を伴う参加者の
割合を把握する必要がある．しかしながら，先行研
究4）5）13）15）においては，参加者から直接的にデータ
を収集することが困難であるとの理由から，間接的に
入手可能な情報をデータとして代用することによって
経済波及効果の推計がなされている場合がある．本研
究では，参加者から直接的にデータを収集することに
よって日帰り・宿泊を伴う参加者数を把握するため，
スポーツイベント参加者調査によるデータに基づいて
日帰り・宿泊を伴う参加者の割合を算出する方法14）を
採用した．本調査の結果によると，日帰り参加者数は
52.9％（1,861人），宿泊を伴う参加者47.1％（1,660人）
であった．上述したように，本調査のデータは性別と
年代の構成からみて京都マラソン2012参加者を代表す
るサンプルであることから，日帰り・宿泊を伴う参加
者数の推計に宿泊の有無の結果を反映することが可能
であると判断できる．したがって，この比率を京都マ
ラソン2012の日本人参加者数に当てはめることによっ
て，日帰り参加者が7,501人，宿泊を伴う参加者が6,679
人になると仮定した．

4. 3　京都マラソン2012の事業費
京都マラソン2012の事業費については，平成24年第

1回京都マラソン実行委員会（2012年5月29日開催）
の報告資料「京都マラソン2012の総括・検証，決算見
込み及び経済効果について」10）の提供を受け，これに
基づきイベント事業費の総額を6億5,856万3千円とし
た．本報告資料によると，京都マラソン2012の事業費
の予算額は，大会運営費1億5,000万円，安全対策費1
億5,000万円，広報・イベント関係費6,000万円，エン
トリー・記録関係費3,000万円，実行委員会運営費1,000
万円の内訳で，総額4億円であった．今大会では，京都

表2　京都マラソン2012ランナー調査のサンプル属性
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ナーに比べて飲食費が低い金額になり，観光・娯楽費
が高い金額になっている．

4. 5　経済波及効果試算の前提条件と計算過程
京都マラソン2012の経済波及効果試算の前提条件と
して，表5に示したとおり，日帰り参加者数のべ15,002
人，宿泊を伴う参加者数のべ13,358人，および外国人
参加者数のべ1,504人であり，のべ参加者数の合計は
29,864人である．京都マラソン2012の場合，大会前々
日，または大会前日に本人が京都市勧業館みやこめっ
せにおいて大会参加の受付を行わなければならないた
め，マラソン参加者の参加日程は2日間となる．
日帰り参加者，宿泊を伴う参加者，および外国人参
加者の人数に，各費目の一人あたりの消費支出額を掛
け合わせた費用を表5に示している．ただし，事業費に
ついては，参加人数によって費用が割り当てられてい
る．日帰り参加者，宿泊を伴う参加者，外国人参加者
それぞれの消費支出額合計は6億5,144万円，8億4,757
億9千円，1億812万2千円であり，総額は16億714万
2千円となった．

4. 6　経済波及効果の計算結果
京都マラソン2012開催に伴う生産誘発額は，表6の
とおりである．付録1には，これらの経済波及効果試算
の前提条件を産業連関表に基づいて算出した計算過程
が示されている．京都マラソン2012の開催による経済
波及効果の計算においては，まず，マラソン参加者の
総消費支出額である16億714万2千円が，産業連関表
によって分析した産業分類ごとの部門における総消費
額（購入者価格）として算出される．次に，商業マー
ジンと国内貨物運賃を差し引いて変換された総消費額
（生産者価格）に国内自給率を乗じることによって直
接効果の14億9,723万8千円が算出される．直接効果が
各産業部門の生産額を増加させることによって生産誘
発額の26億3,193万1千円が導かれ，直接効果を差し
引いた間接1次波及効果は11億3,469万3千円になる．
生産誘発額に雇用者所得率を乗じた雇用者所得誘発額
は6億9,732万7千円となる．これに消費性向を乗じた
民間消費支出増加額の4億4,357万6千円に民間消費支
出構成比と国内自給率を乗じ，各産業部門の生産額を
増加させることによって間接2次波及効果の6億7,951
万3千円が導かれる．以上の直接効果，間接1次波及効
果，間接2次波及効果の合計が京都マラソン2012の開
催による経済波及効果であり，総額は33億1,144万4千
円となる．

5．まとめ
本研究では，京都マラソン2012の参加者がもたら

した経済波及効果を推計するにあたり，より現実的な

表3　京都マラソン2012参加者の消費支出額
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ソンの40.8億円（注1）といった経済波及効果の公表さ
れている推定金額と比べて少ない金額となっている．
それは，経済波及効果の測定において，消費支出を把
握していないイベント関係者にまで範囲を広げて仮定
条件によって推定金額を積み上げるのではなく，実際
に収集したランナーの消費支出データに基づいて計算
したためである．したがって，本研究は，ランナーに
限定した消費支出データに基づいた京都マラソン2012
の参加者がもたらした経済波及効果を推計した実証研
究ということになる．
今回の調査では，「旅行・観光動向調査」8）に準じた
53品目，およびスポーツ用品の22品目の合計75品目
に及ぶ消費支出項目を提示することによって，詳細な
ランナーの消費支出データを収集することができた．
しかしながら，回答者にとっては，消費支出について
の設問が多く，また個々の支出額を想起しなければな
らず，回答するにあたり大きな負担となっている．こ
のことからデータの信憑性を低くしてしまう可能性が
あることが研究の限界となっている．この点を改善す
るためには，消費支出項目を吟味するとともに，回答
者が想起しやすい測定項目を作成することが求められ
る．そのことによって，より精度の高い経済波及効果
の推計を行うことができよう．
また，調査によってデータを収集しなかった外国人
ランナーの消費支出については，MICE経済波及効果

経済波及効果について分析するため，京都マラソンの
参加者数，京都マラソン開催に費やしたイベント事業
費，および参加者の大会準備と大会後の消費支出，大
会参加中の消費支出といったイベント参加に伴う消費
支出だけでなく，マラソン大会に参加するためのス
ポーツ用品の消費支出の詳細なデータを含めたところ
が特徴的である．これまで都市型市民マラソンのよう
なメガ・スポーツイベントの経済波及効果の推計にお
いて，参加者を対象とした大規模調査によって収集し
た消費支出データを分析した研究は行われておらず，
経済学の計量分析を使ってスポーツイベント開催によ
る影響を精緻に把握しようとしたところに本研究の意
義がある．
MICE経済波及効果測定モデルを用いて分析した結

果，京都マラソン2012開催に伴う経済波及効果は33億
1,140万円になると推定した．この推定金額は，大阪マ
ラソンの133億円，神戸マラソンの59億円，京都マラ

表6　京都マラソン2012開催による生産誘発額

表4　京都マラソン2012参加者の消費単位の設定

表5　京都マラソン2012の経済波及効果試算の前提条件
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離を埋めていく方法論を見出すことができれば，ス
ポーツイベントが地域経済に及ぼす経済波及効果の研
究領域の発展につながるであろう．

注1）　京都マラソンの経済波及効果として公表されて
いる40.8億円は，京都マラソン実行委員会が，本調査研
究において収集して提供したランナーの消費支出デー
タ（ただし，スポーツ用品支出は含まれていない）を
使用して算出した金額に加えて，同伴者，ボランティ
ア，沿道の応援者による仮定の消費支出を加算して推
計した金額である．そのため，本研究における参加者
の消費支出に基づいた推定額と比べると約7.7億円の差
がみられる．
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測定モデルの既定値である外国人観光客の消費原単位
を使ったことによるバイアスが生じる可能性がある．
今後の研究においては，外国人ランナー向けの英語，
中国語，韓国語，などの外国語版調査票を用いて収集
したデータに基づいて経済波及効果を推計することが
望まれる．
一方で，実際にはランナー以外にも同伴者，沿道の

応援者，ボランティア，大会運営者，スポンサー，メ
ディア，などの多くの関係者が京都マラソンに関わっ
たことによって消費支出を行っているのも事実として
あろう．本研究では，京都マラソンに参加したラン
ナーに焦点を当て実証研究を行ったが，スポーツイベ
ント開催による経済波及効果の測定範囲を広げていく
ことが今後の展開として期待される．
経済波及効果の測定においては，現実の地域経済へ

の影響との誤差の発生を最小にすることが課題である
と指摘されている16）．スポーツイベント開催前に推計
された経済波及効果は，過去の類似したイベントの実
績値が使われることによって整合性を欠いた計算結果
となっている．また，スポーツイベント開催後に推計
された経済波及効果においても，参加者の消費支出
データを収集することが困難なために限定的なデータ
だけで分析されることによって厳密性に欠ける計算結
果になっているという問題を抱えている．このような
問題を可能な限り解決して現実の経済波及効果との乖
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