
ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

1 

 

      ISFJ2014        政策フォーラム発表論 
 
 

2020 年東京オリンピック開催に

よる経済効果 

 

２０１４年１１月４日 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

2 

 

要約 

本稿は 2020 年東京オリンピック開催を契機とし、日本経済再生につながる研究論文で

ある。2013 年 9 月 7 日、1964 年以来 2 度目となる 2020 年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会の開催が決定した。オリンピックを開催するにあたり経済効果をある程度

の確度をもって定量的に推計できるのは、オリンピック開催が直接的にもたらす「直接効

果」である。但し、現在の日本にとっては、直接効果以上に重要とされるのは、オリン

ピック開催終了後に期待される「付随効果」である。付随効果を極大化し、日本再生にど

のようにつなげていくかが、2020 年東京オリンピック開催の重要な意義であると私たちは

考える。したがって、本稿ではオリンピック期間中の効果ではなく、オリンピック開催後

までを焦点に置いた「付随効果」に着目し分析する方針に至った。また、第 1 章では、過

去のオリンピック開催が各国にもたらした影響、2020 年東京オリンピック開催に対する国

内の意識調査の考察、2012 年ロンドン五輪から得た経済効果の検証をもとに、2020 年東

京オリンピック開催が国内にもたらす効果を示した。 

 第 2 章では同じオリンピックの付随効果に着目していた直井研究会(2013)の「オリン

ピックが住宅価格に与える影響」を先行研究として注目をした。直井研究会の論文におい

ては、DID 分析とヘドニックアプローチを用いて、ロサンゼルス（1984 年）、アトランタ

（1996 年）、シドニー（2000 年）、バンクーバー（2010 年）、ロンドン（2012 年）の

夏季オリンピック 4 都市、冬季オリンピック 1 都市の計 5 都市を分析対象とし、オリ

ンピック開催が住宅価格に与える効果を検証した。分析の結果、オリンピックの開催によ

り、住宅価格に統計的に有意にプラスの効果をもたらすと実証していた。そこで本稿では

イベントスタディという手法を用いて分析していく結論に至り、実際にイベントスタディ

を用いて分析していた大橋・澤田（2004）「J-REIT リターンのイベントスタディ」をも

う一つの先行研究とした。この論文から、イベントスタディを用いることで、企業の活動

に関するニュースの発表という出来事（イベント）が、その株価にどのような影響を与え

るかを実証することができると分かった。 

 第 3 章では、オリンピック開催決定が各業界にどの程度影響を与えたかを先行研究でイ

ベントスタディを用いて検証した。イベントスタディとは経済学上の「イベント」が企業

価値にどのような影響を与えるのかを分析する手法である。本稿での「イベント」とは、

2013 年 9 月 7 日（日本時間 8 日）の 2020 年の東京オリンピックの開催決定である。市場

が合理的に決定されているとすれば、イベントの影響は瞬時に資産価格に反映される。こ

の資産価格を観察すれば、企業価値に対してプラスのイベントであれば正の効果が発生

し、逆にマイナスのイベントであれば負の効果が発生する。東京オリンピック開催という

非常に大きなイベントであるため、多くの産業に属する企業に対して影響を与える。その

ため、対象企業の範囲は非常に大きいと考えられるが、特にオリンピック開催の効果が高

いと考えられる建設業、不動産業、ホテル業を分析対象とした。分析の結果、この３業種

において、オリンピック開催決定は異常リターンに対して平均的に正の効果を与えてい

た。これらの正の効果を活かせるように我々は「付随効果」に着目し、政策提言を考え

た。 
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 第４章では、本稿の分析対象である建設業、不動産業、ホテル業の付随効果の拡大を図

るための政策提言を述べた。建設業においては、既存雇用者の所得上昇と労働環境の改善

を提言した。不動産業においては、ポートランドの成功例を基に大会期間中のバス専用道

路の作成と自家用車の通行規制を提言した。ホテル業においては、施設転用を考慮した設

計作りを提言した。 
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はじめに 

2013 年 9 月 7 日、1964 年以来 2 度目となる 2020 年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会の開催が決定した。オリンピックを開催するにあたり、多額の設備投資が不可欠

であるが、日本の企業や国民全体は将来に見返りのある利益を得ることができるのだろう

か。 

東京都は 2005 年に 2016 年大会の招致を表明し、リオデジャネイロに敗れたものの、東

日本大震災直後の 2011 年 7 月 16 日に「復興オリンピック」を掲げて再び招致を表明し、

今回の 2020 年決定にこぎ着けた。2020 年大会はアベノミクスの第四の矢ともいわれ、今

後の日本経済を活性化させる起爆剤としてのオリンピック特需も期待されるが、一方で

は、東京一極集中の拡大や他地域への経済的影響などを不安視する声もある。 

1964 年東京オリンピックは高度経済成長期に開催され、交通網の整備や競技施設が必要と

なり、東海道新幹線や首都高速道路などのインフラや国立競技場、日本武道館などの競技

施設が整備され建設需要が高まり、日本に好景気をもたらした。2020 年の東京オリンピッ

クも過去のオリンピックと同様の効果が期待されている。 

オリンピック開催期間中だけのことを考えれば、世界各国からの観光客が施設などを利

用することで、開催国は直接効果の収益を獲得することができるが、それだけでは多額の

投資の見返りは得られない。そこで重要となってくるのが、多額な設備投資をかけて作ら

れた国立競技場やインフラなどがオリンピック開催後も、オリンピック・レガシー(遺産)

として引き続き、利益を得続けることができるかどうかである。オリンピック開催前～開

催期間中だけのことを考慮すると、事前にどの程度の収益を得られるか見積もり可能な

「直接効果」だけでは、多額の投資の見返りは得られない。そこで重要とされるのは、オ

リンピック開催終了後も利益を得続ける「付随効果」である。したがって、本稿ではオリ

ンピック期間中の効果ではなく、オリンピック開催後までを焦点に置いた「付随効果」に

着目し分析する方針に至った。オリンピック開催決定が各業界にどの程度影響を与えたか

を、イベントスタディという分析手法を用いて検証した。その分析結果から政策提言を導

き出した。 

本稿の構成は、第１章では過去開催した各国のオリンピックについて考察をした。オリ

ンピックの開催国が投資額に対する大きなリターンを得るには「付随効果」を拡大するこ

とが必要であることを示した。第２章では我々が本稿を作成するのに参考にした先行研究

を紹介する。我々と同じように付随効果に着目して分析をしていた直井道生研究会

（2013）「オリンピックが住宅価格に与える影響」と、我々と同じ分析手法を用いている

大橋・澤田（2004）「J-REIT リターンのイベントスタディ」の２つを先行研究にした。 

第３章では分析手法と分析結果について述べる。第４章では各章で述べたことを踏まえ

た政策提言を述べる。 
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第 1 章  現状 

第1節 過去の事例によるオリンピック決定が

もたらす経済効果への影響 
 

2013 年 9 月 8 日、1964 年以来 2 度目となる 2020 年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会の開催が決まった。周知のように、東京都は 2005 年に 2016 年大会の招致を表明

し、リオデジャネイロに敗れたものの、東日本大震災直後の 2011 年 7 月 16 日に「復興オ

リンピック」を掲げて再び招致を表明し、今回の 2020 年決定にこぎ着けた。2020 年大会

はアベノミクスの第四の矢ともいわれ、今後の日本経済を活性化させる起爆剤としてのオ

リンピック特需も期待されるが、一方では、東京一極集中の拡大や他地域への経済的影響

などを不安視する声もある。1964 年東京オリンピックは高度経済成長期の中開催され、交

通網の整備や競技施設が必要となり、東海道新幹線や首都高速道路などのインフラや国立

競技場、日本武道館などの競技施設が整備され建設需要が高まり、日本に好景気をもたら

した。一方、2020 年東京オリンピック開催の背景には東日本大震災の復興という大きな課

題を抱えている。オリンピック開催にあたって将来的なリターンは確定しておらず、開催

にまわす費用があるのならば、先に震災復興に着手すべきではないのかと懸念される声も

ある。同時に、高度な都市化、高齢化、成熟社会といった課題を、世界で最初に、大規模

に経験しているのは都市東京だけである。だからこそ、2020 年の大会を開催することに、

1964 年を超える意義があり、先進国で開催されるオリンピックの先駆けとなって、国内へ

の経済的影響や、オリンピック開催の必要性を日本から世界へと発信すべきである。日本

の新しい挑戦は、こうした問題を解決し、新しい未来に向けて生まれ変わることであろ

う。以上のことを考慮した上で、オリンピック開催決定がはたして経済にどのよう影響を

与えてきたのかを各国参照していく。 
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図 1 オリンピック前後のインバウンド観光客数 

   みずほ総合研究所（2013）「2020東京オリンピックの経済効果」8ページ参照 

 

 みずほ総合研究所（2013）「2020 東京オリンピックの経済効果」（以下、みずほ総合研

究所（2013））によると、過去 20 年以内に開催したオリンピックである 1992 年バルセロ

ナオリンピック（スペイン）、2000 年シドニーオリンピック（オーストラリア）、2004

年アテネオリンピック（ギリシャ）、2008 年北京オリンピック（中国）、2012 年ロンド

ンオリンピック（英国）の効果を検証した結果、オリンピック開催決定は開催国のインバ

ウンド需要を長期にわたって喚起していることが判明した。観光需要については、過去の

オリンピック開催では多くのケースで、オリンピック開催決定後に海外からの旅行者が長

期的に増加する傾向がみられた。図 1 を見ると、各国の観光客数の 10 年間のトレンド

（点線）（以下、トレンド線）よりも、実際の観光客数が大きく増加しており、オリン

ピック開催による観光客の増加が観察される。特に、スペイン、ギリシャ、中国はオリン

ピック開催後も観光客増加の効果が持続していると解釈できる。さらに、オリンピック開

催決定後数年間は、各国ともにトレンド線よりも上の値を示しており、オリンピック開催

決定が観光需要の起爆剤となっていることが認識できる。 

 また、オリンピックを契機とする観光需要の促進に向けて、特に戦略的な取り組みが推

進され効果を挙げてきたとされるのが 2000 年開催のシドニーオリンピック（オーストラ

リア）である。みずほ総合研究所（2013）によれば、同国では、主催都市であるシドニー

以外の都市においても、オリンピック後の観光客が趨勢的に増加したと解釈できる。さら

に、オリンピック開催を起爆剤とする都市再生を実現した好事例とされるのは 1992 年開

催バルセロナオリンピック（スペイン）。バルセロナや首都マドリッドの都市ランキング

順位は、オリンピック開催決定後に大きく上昇した。上記を踏まえ、日本は 2020 年東京

オリンピック開催決定を契機として、成長戦略（日本再興戦略）に盛り込まれた施策の推

進を加速させ、直接効果だけでは捉えられない付随効果、すなわちオリンピックレガシー
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の極大化を図るべきである。IOC によれば、オリンピックレガシーとは「長期にわたる、

特にポジティブな影響」と定義づけられており、スポーツ、社会、環境、都市、経済の 5

分野を挙げている。 

 

第2節 2020 年東京オリンピック開催に伴う企

業の意識調査を用いての考察 
 

 次に、日本国内での 2020 年東京オリンピック開催に対する企業の意識がどのようなもの

であるかを株式会社帝国データバンクによる意識調査の数字を使い考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 日本経済全体でみたときの 2020年東京オリンピック特需への期待 

  帝国データバンク「2020年東京五輪に対する企業の意識調査」（2013）2ページ参照 

  

 日本経済全体でみると、2020年東京オリンピック特需への期待の有無、「ある」と回答

した企業が1 万769 社中8,183 社、構成比76.0％となり、4 社に3 社が日本経済に特需が

あると考答えた。他方で「ない」と答えた企業は8.8％で1割未満となった。「ある」と回

答した企業は、「東京」の企業が8 割を超えているほか、全規模、全10 業界、全10地域

でもすべて7割を超えており、多くの企業が東京オリンピック特需に期待を示しているこ

とがわかる。 

 また、自社の業績にどのような影響があるのかの意識調査によると、以下の図の結果が

みられた。 
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図3 2020年東京オリンピック開催による自社業績への影響 

  帝国データバンク「2020年東京五輪に対する企業の意識調査」（2013）3ページ参照 

 

 2020 年に東京オリンピックが開催されることで、自社の業績にどのような影響がある

かの返答は「影響はない」が39.1％で最も高かった。他方で「プラスの影響」があるとし

た企業も33.4％となり、3 社に1 社が自社業績に好影響と見込んでいることが明らかと

なった。逆に、「マイナスの影響」は4.3％にとどまった。「プラスの影響」を規模別に

みると、「大企業」（39.0％）が「中小企業」（31.7％）を7.3ポイント上回り、大企業

ほど業績への影響に期待している様子がうかがえた。2点の表を要約すると、2020 年の東

京五輪開催は企業の76.0％が日本経済に特需をもたらし、企業規模、業界、地域にかかわ

らず多くの企業が東京オリンピック特需に期待を示し、企業の33.4％が東京オリンピック

は自社の業績に「プラスの影響」を与えると認識している。あくまでもこの意識調査の結

果では、2020年オリンピック開催は企業の成長戦略に結びつくと解釈できる。 

第3節 ロンドンオリンピックの経済効果の検

証 
  

2020年東京オリンピック開催に伴う経済波及効果を予測する上、直近の2012年に開催さ

れたロンドンオリンピック・パラリンピックを参考にすることが最も有益である。大きな

インフラ投資を行う新興国のオリンピックではなく、成熟した先進国で開催された直近の

夏季オリンピックであり、そこで生じた経済波及効果は、2020年東京オリンピックでも類

似したものになる可能性が高いからである。英国文化・メディア・スポーツ省（DCMS：

Department for culture, Media and Sport) は、ロンドンオリンピック開催から約1年

後の2013年7月、「Meta-evaluation of the impacts and legacy of the London 2012 

Olympic and Paralympic Games」としてロンドン五輪の事後評価レポート（以下、「事後

評価レポート」）を公表した。これは、ロンドンオリンピックのインパクトとレガシーを

総合的に評価するために、さまざまな観点からデータの分析や調査の結果をまとめたもの

である。この「事後評価レポート」を中心に述べていく。 
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図4 地域別にみたロンドンオリンピックの経済波及効果 

   野村総合研究所「オリンピックの経済効果の検証」（2014）20ページ参照  

 

「事後評価レポート」によると、2004年から2020年までの17年間の合計で、生産額で約

580億～830億（約9兆8600億～14兆1100億円、1ポンド＝170円として換算）、また雇用者

として約62万人～89万人分が創出された。ただし、この数値にはオリンピック開催後のレ

ガシー効果も含まれている。それを含めない2004年～2012年の開催時点までの9年間で

は、生産額は約310億～330億ポンド（約5兆2700億～5兆6100億円）、雇用誘発数は約36万

～40万人であった。（図4）この生産額の数値は、英国のGDPの約2.0～2.1％となる。ま

た、オリンピック開催後の2013年～2020年までの8年間についても、相当な経済波及効果

があるとしている。 

 また、ロンドンオリンピックの経済波及効果は、開催都市のロンドンだけではなく、隣

接する地域にも及んだ。日本国内では、2020年東京オリンピックが決定してから、東京以

外の地域にも経済効果が波及することについて、多くの期待が寄せられている。開催地域

以外への経済波及効果はあるのか、あるとすればどの程度なのか。個の疑問への手掛かり

を把握するために、ロンドンオリンピックの地域別経済波及効果の実績を図5に示した。 
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図5 地域別にみたロンドンオリンピックの経済波及効果 

  野村総合研究所「オリンピックの経済効果の検証」（2014）22ページ参照  

 

  

 ロンドンオリンピックによる 2004 年～2020 年の生産誘発額を地域別に見ると、当然で

はあるが開催都市であるロンドン地域が最大の値を示しており、全体の約 33％～35％

（190 億～290 億ポンド、約 3 兆 2300 億円～4 兆 9300 億円）を占めている。（図 5）ロン

ドン地域及び隣接する南東部とイングランド東部の合計は全体の約 56％となっており経済

波及効果の半数以上は開催都市周辺に現れた。しかし、ロンドンに隣接していない地域で

も合計 44%の経済波及効果がみられた。すなわち、ロンドンオリンピックがロンドン一都

市で開催されたとはいえ、経済波及効果は英国全体に及び、特に開催都市の隣接地域にお

いては、開催都市の約 3 分の 1 程度の経済波及効果があったとみられる。次に、産業別の

効果に注目すると、野村総合研究所「オリンピックの経済効果の検証」（2014）では、建

設業や広告業などに大きな「直接効果」がみられ、小売業や宿泊業には持続的な「付随効

果」がみられた。特に小売業や宿泊業は、オリンピック開催期間にロンドンに訪れた人た

ちの消費だけではなく、ロンドンという都市に対するイメージが向上したことにより、オ

リンピック後も観光客が訪れ、その人たちによる消費が拡大すると解釈できる。これらの

直接効果と付随効果については次章で詳しく解説していくことにする。また、2020 年に開

催された際にも、日本全体、特に東京の隣接地域である関東圏にも一定の効果が及ぶと予

想でき、2020年東京オリンピックに向けて景気が上向くのではないかと期待できる。 

第4節 直接効果と付随効果 
 

 本稿はオリンピックの経済効果を考える上で、オリンピック開催を契機として得られる

リターンは、「直接効果」以上に「付随効果」をいかに極大化することが企業にとって重

要である。この結果、日本経済活性化の最大の起爆剤となり、結果的に十分な経済効果を

生むと考えられる。そして、このオリンピックによる経済効果が日本経済再生に繋がると

考え、「付随効果」をいかに極大化することが重要な意味を持つと考えられる。 

 上記で述べた「直接効果」・「付随効果」について説明する。みずほ総合研究所（2013）

によると1、まず「直接効果」というのは、オリンピック開催が直接的にもたらす効果のこ

とである。「直接効果」の具体例は以下のものがあげられる。 

・大会施設整備にかかる建設需要（競技施設、選手村等） 

・消費支出の増加（五輪関連グッズ、家電） 

・大会運営にかかる諸支出（各種運営費、情報システム等） 

・五輪観戦客増を見越した宿泊施設、交通、飲食店の改装・増築需要 

 

次に本稿が重要視している「付随効果」について説明する。本稿が考える「付随効果」

というものは、オリンピック開催が後押しとなって生じるものであり、オリンピック開催

終了後にも発生する経済効果を「付随効果」とする。みずほ総合研究所（2013）によると2、

「付随効果」の具体例は以下のものがあげられる。 

・株価、地価上昇とそれによる資産効果 

・海外からの観光客、国際会議開催等の増加 

・都市インフラ整備加速（耐震化・交通インフラ）、民間投資の活性化（ホテル・商業施

                                                      
1みずほ総合研究所（2013）「2020 東京オリンピックの経済効果」4 ページ参照 
2同上参照 
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設のリニューアル等）         

・地方への観光客増加（海外からの観戦客による地方観光誘発） 

・五輪での活躍に触発されたスポーツ関連支出増加 

・都市競争力、生産性の向上 

・施設の転用による有効活用 

・跡地の再開発 

 

本稿が「付随効果」を重要視している理由は次のとおりである。「付随効果」とは先程

も述べたように、オリンピック開催が後押しとなって生じるものであり、時期的にはオリ

ンピック開催後に発生する。「付随効果」については、オリンピック発生後に発生するた

め、企業などに発生する収益の見積もりが予想できない。つまり、今後の企業の活動や政

策次第で経済効果は大きく変動すると考えられ、「付随効果」をなるべく大きくするよう

に政策提言を行うことが重要である。反対に「直接効果」は、オリンピック準備期・オリ

ンピック開催中に発生する。「直接効果」に含まれる競技会場や選手村の新設やオリン

ピック観戦に伴う消費などの新規需要を試算すれば、どのくらいの収益を得られるかが見

積もることができる。上記により、本稿は今後の政策次第で収益が大きく変動する「付随

効果」が重要だと考える。 

第5節 各国の取り組み 
  

次に「付随効果」の中でも観光産業における付随効果について注目する。オリンピック

開催は、これまで日本への関心が高くなかった外国人旅行者の訪日意欲の喚起を通じ、観

光産業に大きな経済効果をもたらすことが予想される。オリンピック開催後に目指すべき

ものは開催により上向いた訪日需要の増加トレンドを維持することである。オリンピック

目的で訪日した外国人旅行者のリピート化や口コミによって、長期間にわたる外国人旅行

者の獲得の必要がある。 

そこで、オリンピック効果による訪日需要トレンドを維持するカギとなるのが地方への

観光客増加である。日本の四季や自然、文化といった魅力は地方にこそ豊富に存在すると

いっても過言ではない。しかし、その魅力が海外に伝わっているケースは尐ない。世界中

が東京及び日本に注目するオリンピック開催期間中は日本の地方の魅力を宣伝する絶好の

機会である。オリンピックによる観光客のリピート需要の地方への取り込みだけでなく、

口コミやメディアを通じた地方の観光コンテンツの海外への情報発信によって、認知度や

来訪意向を高めることが期待できる。 

実際に過去のオリンピックの例を挙げてみると、2000 年に開催されたシドニーオリン

ピック（オーストラリア）では、オリンピック開催を契機とし、観光需要の促進に向けて

戦略的な取り組みが促進され、主催都市であるシドニー以外のメルボルン・ブリスベン・

アデレード・バース・ケアンズ・ダーウィンにおいてもオリンピック開催後の観光客が増

大したとされる。みずほ総合研究所（2013）によると3、オーストラリアが行った政策は以

下のものである。 

・メディアを通した宣伝効果 

・スポンサーを通した宣伝効果 

・海外旅行会社との関係構築 

・開催前にトレーニングに来た選手等との関係構築 

・海外企業との関係構築、ビジネス誘致キャンペーンの実施 

・国際会議等の誘致キャンペーン 

                                                      
3みずほ総合研究所（2013）「2020 東京オリンピックの経済効果」9 ページ参照 
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これらが実際にオーストラリアの行った主な政策であり、上記の政策により観光産業へ

のオリンピックによる政策効果を伸ばしていき、「付随効果」を極大化することによって

国が発展した。 

 

次に「付随効果」の中でもオリンピック開催終了後における施設の転用や跡地の有効活

用について注目する。オリンピックは期間的には数週間のイベントに過ぎないが、一過性

のイベントに終わらせることなく、利用した施設の有効活用をオリンピックで使用された

施設や跡地をオリンピック開催終了後に競技施設をそのままスポーツ施設として活用する

方法や、用途を変えてコンサート会場やイベント会場としても活用できる多目的施設に転

用する方法や、それとも取り壊すことを前提にオリンピック期間中のみ使用する仮設の施

設を作ることなど考慮することが重要である。 

実際に過去のオリンピックの例を挙げてみる。まず、AP 通信によると4、オリンピック

終了後に施設が有効活用されていない例は 2004 年に開催されたアテネオリンピック（ギ

リシャ）である。アテネオリンピック開催終了後は跡地を活用しきれないまま荒廃してい

る施設が多い。メンテナンスもされないままのプールや、年に数度の野外コンサートにし

か使われなくなったソフトボール場がある。ギリシャではソフトボール人口が尐ないため、

ソフトボール場を使う団体が現れず、新たな用途を見いだせないままである。さらに、用

途は明確なのだが利用者減尐の問題や、維持費の問題で苦労している例もある。その例が、

1998 年に開催された長野オリンピック（日本）である。大和総研（2014）によると5、長

野オリンピックで使用された会場の中でも、オリンピック開催終了後に用途を変えずその

まま活用されている会場は以下のものである。 

・スキージャンプで使われた「白馬ジャンプ競技場」 

・スピードスケートで使われた「エムウェーブ」 

・アイスホッケーで使われた「ビッグハット」 

・ボブスレー、リュージュで使われた「スパイラル」 

・スーモジャーナルによると6、選手村で使われた建物は「今井ニュータウン」という名前

で集合住宅として活用されており、市営住宅や市の職員・教職員向け住宅や長野県や国の

職員住宅や企業住宅などがある。 

また、用途を変えて活用されている会場は以下のものである。 

・アイスホッケーで使われた「アクアウィング」は水泳プールとして活用 

・フィギュアスケートやショートトラックで使われた「ホワイトリング」はスポーツア

リーナとして活用 

・開閉会式が行われた「長野オリンピックスタジアム」は野球場として活用 

特に、「スパイラル」はボブスレーやリュージュの競技人口がとても尐ないことが問題で

ある。 

 反対に活用されている一つ目の例は、2000 年に開催されたシドニーオリンピック（オー

ストラリア）である。大和総研（2014）によると7シドニーオリンピック公園という巨大な

総合公園をシドニーオリンピックまでに作り、この公園のコンセプトは「シドニー都市内

での活発・活気ある街で、文化・娯楽・レクリエーション・スポーツイベントの主要な目

的地」という位置づけである。この公園内にオリンピック開催終了後にも活用できるよう

なオリンピック競技施設を作り、実際にスタジアムやその他の競技会場は多様なスポーツ、

展示会等を開催できるよう改装された。カヌー競技の会場には、バーベキュー施設・ベン

チ・休憩所を新たに設置し、スポーツ施設としてのみならず市民の憩いの場としても機能

するように開発された。このようなオリンピック施設を活かした整備により、シドニーオ

                                                      
4AP 通信（2012）「アテネ大会から 8 年、荒廃する競技施設」 
5大和総研（2014）「終了後を見据えたオリンピック施設整備のあり方」6 ページ参照 
6SUUMO ジャーナル（2014）「長野オリンピックのときの選手村って、現在はどうなってるの？」 
7大和総研（2014）「事例に学ぶオリンピック開催跡地の有効活用」2 ページ参照 
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リンピック公園はシドニーでも最も人気の高いレクリエーションエリアの一つとなってい

る。 

 二つ目の例は、2012 年に開催されたロンドンオリンピック（イギリス）である。大和総

研（2014）によると8オリンピック公園及び周辺地域における整備計画の推進を行っている。

ロンドンオリンピックの主会場となったオリンピック公園は「クイーン・エリザベス・オ

リンピック・パーク」と名称を変え、パーク内にあった選手村は低価格住宅になり、この

低価格住宅近辺には、3 歳から 19 歳までを対象とした学校教育機関や各種病院施設やヨー

ロッパ最大の都市型ショッピングセンターなどの商業施設まで日常生活に必要な環境が備

えられている。また、ロンドンオリンピック開催終了後に撤去することを前提に仮設会場

として建設して施設がある。水球アリーナなどは撤去され、競泳競技場はオリンピックに

備えて仮設の観客席を増設したが、開催終了後に解体し、通常使うのにちょうどよいサイ

ズに規模縮小のうえ引き続き利用している。 

 上記の過去のオリンピックの例より、オリンピック開催終了後にも活用しきれない施設

を作ってしまうと巨額の維持費もかかってしまうため、オリンピックを契機とした都市充

実やスポーツ文化の発展に繋げるためにも、オリンピック開催終了後に施設を有効活用で

きることが大事である。 

 

 

                                                      
8同上 3 ページ参照 
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第2章  先行研究 

第1節 先行研究(1) 
オリンピックを開催するためには多額の設備投資が不可欠であるが、将来に見返りのあ

る利益を得ることができるのだろうか。オリンピック開催期間中だけのことを考えれば、

世界各国からの観光客が施設などを利用することで、開催国は収益を獲得することができ

るが、それだけでは多額の投資の見返りは得られない。そこで重要となってくるのが、多

額な設備投資をかけて作られた国立競技場やインフラなどがオリンピック開催後も、オリ

ンピック・レガシー(遺産)として引き続き、利益を得続けることができるかどうかであ

る。 

そこで本稿では、オリンピック期間中の効果ではなく、オリンピック開催後を焦点にあ

てたオリンピックの付随効果に着目し分析をしていく方針に至った。そこで、同じように

付随効果に着目して分析をしていた直井道生研究会（2013）「オリンピックが住宅価格に

与える影響」を先行研究として注目をした。この論文は、オリンピック開催後も引き続き

収益をあげることができれば、都市はさらに発展する。この結果、人々がその地域に住み

たいという需要が高まることによって住宅価格はよりいっそう高まるのではないのかとい

う仮説のもと、住宅価格を焦点にあててオリンピックの効果を分析していた。 

 直井研究会（2013）はヘドニック分析、及び Difference in Differences Analysis の

分析手法を使い、オリンピックの効果を分析するにあたって、ロサンゼルス（1984 年）、

アトランタ（1996 年）、シドニー（2000 年）、バンクーバー（2010 年）、ロンドン

（2012 年）の夏季オリンピック 4 都市、冬季オリンピック 1 都市の政策効果の推定を行っ

た。分析の結果、オリンピックの開催により、住宅価格に統計的に有意にプラスの効果を

もたらすと実証していた。直井研究会（2013）などに代表されるように、先行研究では過

去に開催されたオリンピックの効果を分析しているものの、2020 年に開催が予定されてい

る東京オリンピックの経済効果については未だに分析されていない。 

以上の先行研究をもとに本稿では、企業価値の向上が付随効果の拡大につながるのでは

ないかと仮定し、次のような分析を行う。第一に、イベントスタディという分析手法を用

いて、オリンピック関連産業である建設、ホテル、不動産業において、オリンピック開催

決定によって、どのような効果が表れるのかを検証する。第二に、イベントスタディで算

出した各企業ごとの超過収益率を示し、企業ごとの超過収益率がどのような水準にあり、

企業ごとの効果がどれくらい大きいのかを明らかにする。上記二つの分析手法から、政策

提言を導出する 
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第2節 先行研究(2) 
本稿では、イベントスタディという手法を用いて分析していく結論に至り、実際にイベ

ントスタディを用いて分析していた大橋・澤田（2004）「J-REIT リターンのイベントス

タディ」をもう一つの先行研究とした。 

 この論文はイベントスタディの手法を用いて上場時に取得予定が公表されていない新規

の物件取得に関する発表が J-REIT のリターンに与える影響を分析していた。J-REIT が投

資家の利益のために運営されていることを前提に、物件取得がインサイダー情報であるこ

とを考えれば、（上場時に予定が公表されていない）新規物件の取得の発表に対する J-

REIT のリターンの反応は非負で、それは発表が価格に反映され得る最初の日であるイベ

ント日以降（おそらくはイベント日）に起きるはずである。論文では、2001 年 9 月の J-

REIT 市場開設以降から 2004 年 3 月までのデータを用いて、これらの予想を実証的に検

証していた。 

まず、分析手法となっているイベントスタディとは、企業の活動に関する何らかの

ニュースの発表という出来事（イベント）が、その株価にどのような影響を与えるかを実

証する方法である。この論文においては、新規物件の取得というニュースの発表というイ

ベントが、J-REIT の株価リターンに対して与える影響を、イベントスタディの方法を用い

て分析する。イベントの影響を測るために、イベントスタディでは、正常リターン

（ normal return）に対する異常リターン（abnormal return）を測定する。ここで、正

常リターンは当該イベントが発生しなかったならば実現していたであろうリターンと定義

され、異常リターンは実際に観察されたリターンと正常リターンの差と定義される。正常

リターンを定めるためには、何らかの仮定が必要である。しばしば利用されるのが、CAPM

を用いて正常リターンを定義する方法と、過去の実現リターンの平均値を用いて正常リ

ターンを定義する方法である。いずれの場合においても、正常リターンを推定するために

は、イベント発生以前のリターンのデータを利用しなければならない。 残念ながら J-

REIT 市場は開設されて日が浅く、そのようなイベント発生以前のデータ数に限りがある。

そのためここでは、推定の負担が尐ない、過去の実現リターンの平均値で正常リターンを

定義する「固定平均リターンモデル」を用いていた。 

分析結果としては、新規物件の取得の発表に対し、J-REIT のリターンは概ね正の反応

をするものの、その反応は公表以前に始まっていることが確認された。このことは、物件

取得に関する情報が公表前に市場に伝わっている可能性を示唆し、J-REIT 市場における

情報伝達や価格形成のあり方に問題がないか、精査を求めるものと考えられていた。   

この論文においては、このような現象が生じる原因について詳しい議論はしないもの

の、その特徴を探るため追加的な分析を行っていた。その結果、物件取得の公表前にリ

ターンが反応するという現象は、2003 年 9 月以降になって特に顕著になったことが確認さ

れていた。同様に行った分析では、東京以外の物件よりも東京の物件に顕著なこと、取得

資産が不動産である場合よりも信託受益権である場合に顕著に現れることも観察された

が、これらはこの問題が 2003 年 9 月以降になって顕著になったという時期による変化を

反映している可能性が高い。物件所得の発表前に価格が反応してしまうことが、なぜ J-

REIT 開設直後には観察されず、その後時間が経過してから顕著になってきたか。いかな

る構造がこのような変化を引き起こすことになったか。J-REIT 市場の円滑な運営という

観点から、今後 これらの問題の精査が必要であろうと考察していた。J-REIT 関係者に

は、入札等の活動を通じて物件取得の情報が周辺にもある程度伝わるという意見もあり、

そのような情報が市場に反映されて上のような結果が得られた可能性もある。しかしなが

ら、もしそうであるなら、そういった「周辺」に伝わる情報に接することができない多く

の投資家にとっては不利益が生じる。本論文の結果からだけでは原因がそうだとは言えな

いが、投資家保護の観点からは、一部の投資家にのみ情報が伝わるような仕組みがあるな
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らそれを改正する必要があり、そのためにも原因の特定化が必要であると述べられてい

た。   

 この論文の分析の分析においても、誤った結果を生むと考えられる要因も多い。例え

ば、サンプル数が尐ない、正常リターンを求めるために仮定したモデルの推定期間が短く

誤差も大きい、CAPM 等の他のモデルを利用した拡張を行い結果を比較すべきである等、

ここで得た結果の頑健性を検証するためになすべきことは多いと考察していた。また、発

表前に リターンが反応する原因は、情報の漏洩ではなく、他の関係するシグナルや情報

が伝わる ことにあるかもしれない。いずれにせよ、本論文で得た結果を正確に解釈する

ためにも、このような他の可能性を含めた検証が今後必要であるとしていた。 

  上記の研究のように、イベントスタディをもちいることで、企業の活動に関するニュー

スの発表という出来事（イベント）が、その株価にどのような影響を与えるかを実証する

ことができていた。 
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第3章  分析内容と分析結果 

第1節 イベントスタディの概要 
 本稿では 2020 年の東京オリンピックの効果をイベントスタディを用いて検証する。先行

研究の紹介において述べたとおり、過去のオリンピックは観光客数や住宅市場などにプラ

スの影響を及ぼし、オリンピック開催国の経済活性化につながると考えられる。2020 年の

東京オリンピックも同様の効果が期待できるものの、実際どの程度の効果があるかはオリ

ンピック終了後にならないと分からない。このような分析の限界があるため、本稿ではイ

ベントスタディを分析の手法として使い、東京オリンピックの経済効果の分析を行う。 

 イベントスタディとは経済学上のイベントが企業価値にどのような影響を与えるのかを

分析する手法である。市場が合理的に決定されているとすれば、あるイベントの影響は瞬

時に資産価格に反映される。この資産価格を観察すれば、企業価値に対してプラスのイベ

ントであれば正の効果が発生し、逆にマイナスのイベントであれば負の効果が発生する。

具体的にイベントスタディでは後述する異常リターン（超過収益率）に注目し、異常リ

ターンが正であれば企業価値に対してプラスの効果を与えるイベント、負であれば企業価

値に対してマイナスの効果を与えると解釈できる。イベントスタディは株式に代表される

証券価格のデータが入手できれば応用できるため、企業の合併や買収といった企業金融に

関するイベントのみならず、規制の効果や銀行破たんが借り手に与える効果など、様々な

分野で応用されてきた。本稿が注目するイベントはオリンピックの開催であるが、オリン

ピックの開催決定は決定日前まで情報はほぼ洩れないと考えられ、また、日本企業に対し

て非常に大きなインパクトを与えると予想されるため、イベントスタディはオリンピック

の影響を分析するためには非常に適した手法であるといえる。 

 

第2節 イベントスタディの分析手法 
 

 本節では Campbell, Lo, and MacKinlay(2003)に従い、イベントスタディの方法につい

て説明する。 

① イベントの定義 

イベントスタディを行う上で、イベントがいつ発生したのかを定義することが重要であ

る。ここで、分析対象であるイベントに関連する企業の株価を分析する期間をイベントウ

インドウと呼ぶ。もし、市場が合理的であれば、瞬時に株式市場に対してイベントの効果

が広がるため、イベントウインドウはイベントの発表日１日だけとなる。しかし、実際の

株式市場は情報の伝達に対して多尐のラグがあり、情報が瞬時に伝わらないため、イベン

トウインドウを１日だけに設定するのはあまり妥当ではない。そのため、イベントウイン

ドウを数日に設定するケースがほとん どである。本稿は Campbell, Lo, and 
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MacKinlay(2003)に従い、イベント発表日とその翌日をイベントウインドウとする。本稿

が対象とするイベントは東京オリンピックの開催決定である 2013 年 9 月 7 日（日本時間 8

日）であるが、9 月 8 日が休日であるため、イベントウインドウを開催日決定翌日と翌々

日の 9月 9日から 10日とする。 

 

② 分析対象の選定 

イベントスタディを行うために、イベントが影響を与えるであろう対象サンプルを選定

しなければならない。我々が注目しているのは東京オリンピック開催という非常に大きな

イベントであるため、多くの産業に属する企業に対して影響を与える。そのため、対象企

業の範囲は非常に大きいと考えられるが、前述したとおり我々の論文では特にオリンピッ

ク開催の効果が高いと考えられる建設業、不動産業、ホテル業に焦点を当てる。建設業は

オリンピック開催に伴う競技場等の整備、道路などのインフラ整備、宿泊施設の建設など

により、多大な影響を受けると考えられる。また、不動産業は多くの地域で再開発が行わ

れるため、特にディベロッパーと呼ばれる、大規模な開発を担う不動産業者に対し、オリ

ンピック開催決定は大きな影響をもたらすであろう。最後にオリンピック開催中のホテル

業は外国人観光客や国内観光客の増加により、将来の期待キャッシュフローが増加すると

考えられるので、非常に大きな影響をオリンピック開催により受けると考えられる。な

お、対象企業はオリンピック開催が決定した年である 2013 年中の株価がすべて日経

Financial Quest により入手可能な企業に限定したため、建設業は 76 社、不動産業は 82

社、ホテル業は 6社である。 

 

③ 正常リターンの推定 

イベントの影響を測定するには、イベントが発生した場合のリターンと、仮にイベント

が発生しなかった場合のリターンの差を導出する必要がある。イベントが発生した場合の

リターンは株価収益率のデータにより入手可能である。しかし、仮にイベントが発生しな

かった場合（反事実）のリターンは入手できないため、何らかの方法により推定しなけれ

ばならない。 

イベントスタディの世界では、反事実（イベントが発生しなかった場合のリターン）の

ことを正常リターンといい、反事実と現実の株価（イベントが発生した場合の株価）との

差分のことを異常リターンという。使用するモデルはマーケットモデルが最も使われる。

このモデルは株価がマーケットインデックスに比例して変化する部分とその他の部分で構

成される。具体的に推定するモデルは下記の通りである。 

 𝑅𝑖 ,𝑡 =∝𝑖+ 𝛽𝑖𝑅𝑚 ,𝑡 + 𝜀𝑖 ,𝑡 (1) 

i は企業を表す添字である。𝑅𝑖 ,𝑡は企業 i の株価の t 時点のリターンであり、本論文では株

価収益率（(t時点の株価−  t− 1 時点の株価)/ t− 1 時点の株価）を用いる。𝑅𝑚 ,𝑡は t 時

点のマーケットインデックスであり、本論文では TOPIX の収益率（(t時点の TOPIX−

 t− 1 時点の TOPIX)/ t− 1 時点の TOPIX）を用いる。𝜀𝑖 ,𝑡は平均が 0、分散がσの誤差項

である。t は日次を表し、本論文ではイベント日を t=0 とすると t=-5~-104 とする。推定

に用いる 100 日間を推定ウインドウと呼。つまり、イベントの 5 日から 100 日前のデータ

が推定ウインドウであり、この期間のデータを用いて反事実を推定する。それぞれの企業

について(1)式を推定するため、企業数と同じ回数（164 社分）の推定を最小二乗法により

行う。 

 

④ 異常リターンの推定 

(1)式で推定し導出された値（𝑅 𝑖 ,𝑡）がイベントが発生しなかった場合の株価収益率、つ

まり正常リターンである。前述したとおり、反事実である正常リターンは実際のデータに

より観察できないが、マーケットモデルではマーケットリターンが個々の企業の株価収益
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率に影響を与えることを仮定することで、イベントウインドウにおける株価の推定が可能

になる。(1)式により導出された∝𝑖、𝛽𝑖の推定値（∝ 𝑖、𝛽 𝑖）を用いて、異常リターン

（𝜀𝑖,𝜏 ）を下記の(2)式の通り算出する。 

 𝜀𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖 ,𝑡 −∝𝑖 − 𝛽𝑖𝑅𝑚 ,𝑡
  (2) 

 

⑤ イベントの効果の検定 

 導出した異常リターン（𝜀𝑖,𝑡 ）を用いて、イベントが対象企業の企業価値にどのような影

響を与えたのか、統計的な分析を行う。ここで行う仮説検定は対象企業の異常リターンの

平均値がゼロ、つまり H0:E(𝜀𝑖,𝑡) = 0である。対立仮説は対象企業の異常リターンの平均値

がゼロではない、つまり H1:E(𝜀𝑖,𝑡) ≠ 0である。帰無仮説が棄却され、かつE(𝜀𝑖,𝑡) > 0であ

れば、イベントであるオリンピック開催決定は対象企業に対してプラスの効果をもたらし

たと解釈できる。 

第3節 イベントスタディによる分析結果 
  

①  異常リターンのイベント前後の推移 

 オリンピック開催決定前後の異常リターンをグラフで表したものが図表 6 である。 

 

図表 6 建設業、不動産業、ホテル業の異常リターンのイベント前後の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6は横軸にイベント前後の営業日数(t)、縦軸に異常リターンを表したグラフであ

る。なお、イベント直後の営業日である、9月 9日を t=0とした。このグラフから、イベ
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ントの前である、t=-2 および t=-1において異常リターンは非常に小さく、イベント前の

事前の影響は非常に小さいことがわかる。オリンピック開催の情報は事前に漏れないよう

に厳重に情報管理されているため、事前の異常リターンは非常に小さいと解釈できる。イ

ベント後 t=0において、異常リターンは 4％から 8％であり、どちらも統計的に有意にゼ

ロと異なる。異常リターンは非常に大きく、東京オリンピック開催の効果は非常に大きい

と解釈できるだろう。 

t=1における異常リターンに注目しても、不動産業の異常リターンは統計的に有意にゼ

ロと異ならないものの、そのほかのホテル業と建設業の異常リターンはそれぞれ 9.6％、

6.9％といずれも高く、統計的にも有意にゼロと異なる。このことからもオリンピック開

催決定が与える企業への効果は高いことがわかる。なお、イベント日から二日間の異常リ

ターンの平均値は建設業が 5.6％、不動産業が 3.1％、ホテル業が 8.8％である。つまり、

オリンピック開催により株主価値が建設業において 5.6％、不動産業において 3.1％、ホ

テル業において 8.8％増加したことを意味する。株主価値の増加は企業価値の増加につな

がるため、オリンピック開催決定は将来の期待キャッシュフローである企業価値にプラス

の影響を与えたことを示唆している。  

なお、t=2における異常リターンは建設業において-0.6％、不動産業において-0.0％、

ホテル業において 2.4％であり、ほぼ平常の水準に戻っている。前述したとおり、イベン

トの株価への反映は市場が合理的であるほど比較的短期間に限られるため、この分析結果

は妥当であると考えられる。 

 

① 企業・業種別の異常リターン 

図表 7 には企業別に異常リターンを示した。まず建設業から検証する。建設業は前述し

たとおり、インフラ整備や競技場建設により高い異常リターンを期待できる。不動産業、

ホテル業とその数値を比べても上位 6 位が 20％台と高数値である。しかしこの異常リター

ンの高数値順から湾岸エリアのインフラ整備に着工が決定している大手ゼネコン（清水建

設、大林組、鹿島、大成建設、戸田建設など）が上位に入ってない。この結果から言える

のは、建設業に投資を考えていた投資家は 2020 年のオリンピックの東京開催が決定する

以前に上で述べた大手ゼネコンに投資をしていたと考えることができる。また、湾岸エリ

アのインフラ整備を着工が決定した時点で投資をしているとも考えられる。いずれにして

も異常リターンが高数値である企業がオリンピック関連企業として期待されているのに違

いない。 

 次は不動産業について検証する。大手財閥系の不動産業の企業が高数値に位置していな

いのがわかる。１位の陽光都市開発は中国の投資家に向けて、日本国内の優良物件の売買

を仲介している企業である。財経新聞社によると、中国の富裕層などがオリンピック観光

を兼ねて投資用マンションなどを買うという予測の結果と考えることができる。また２位

の空港施設は空港の建設や整備を事業としている企業である。投資家はこの企業がオリン

ピック開催までに老朽化している滑走路の舗装や拡大をすると考えた結果であるといえ

る。 

 最後にホテル業について検証をする。ホテル業は、結論から言うと大手ホテル業、また

は海外に事業展開している企業が上位に位置している。オリンピックという国際的なイベ

ントであるので海外投資家が海外に支店を置いている企業に注目し投資をした結果ではな

いかと考えられる。 

 

図表 7 業種、企業別異常リターン（高数値順） 

建設業 

１、鉄建建設 0.294433 

２、東急建設 0.272437 
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３、大末建設 0.212159 

４、飛島建設 0.211417 

５、浅沼組 0.210915 

６、熊谷組 0.207601 

７、巴コーポレーション 0.196868 

８、大豊建設 0.192316 

９、三井住友建設 0.154755 

１０、佐田建設 0.148558 

 

不動産業 

１、陽光都市開発 0.230268 

２、空港施設 0.143853 

３、サンウッド 0.098464 

４、エー・ディー・ワークス 0.092641 

５、サンフロンティア不動産 0.085038 

６、アルデプロ 0.083206 

７、アスコット 0.083163 

８、レーサム 0.083025 

９、プロパスト 0.08256 

１０、価値開発 0.078759 

 

ホテル業 

１、アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 0.1820877 

２、帝国ホテル 0.1677328 

３、ロイヤルホテル 0.085171 

４、リゾートトラスト 0.03446 

５、藤田観光 0.0300354 

６、共立メンテナンス 0.0297223 
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第4章  政策提言 

 

 現状・問題意識で述べたように私たちはオリンピック開催の「付随効果」に着目する

ことにした。これは直接効果による経済効果を算出することが容易であること、オリン

ピック開催後の経済効果に良い影響を与えないと開催した意味がないと考えたからだ。 

本稿では今後どのような企業が成長していくかと考えた結果、「建設」「ホテル」「不

動産」の 3 業種に絞ることにした。建設業界ではインフラ整備が進むことや、ホテル業界

は外国人観光客などの宿泊者増加が期待されることや、不動産業界では臨海地区の地価上

昇が見込まれるといった要因を踏まえて 3 つの業種に絞ることにした。 

そこで、各業種の問題点と今後、付随効果を極大化できるように政策提言を提案してい

きたい。 

 

 

(1)建設業界の雇用 

 背景としては、尐子高齢化による人材不足や東日本大震災の影響による資材高騰があげられ

る。特に人材不足は深刻であり、図 1 によると、建設事業者数(技術者、設計者、事務職、技能

労働者)は経済成長に伴い増加を続け、1985 年の 527 万人から、10 年後の 1995 年には 663 

万人と 25.8％大幅に増加している。しかし、1996 年以降建設投資額が減尐の一途をたどり始

めるのと比例して、建設業就業者数は 1995 年の 663 万人に対し、2010 年は 447 万人と

32.6％も減尐している。このデータの背景として、厳しい価格競争で建設企業の経営状況も悪

化や給与水準の低下や労働条件の悪化が挙げられる。建設業就業者は減尐を続けている。 

 

 図 1：建設就業者数 建設経済研究所「建設業就業者数の将来推計」(2014)14 ページ目参照 
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近年、若年層（15 歳～24 歳）の建設業への入職者の減尐も問題となっている。図 2 に示し

た、各調査年次の入職率（若年層の建設業就業者数÷同年齢層の人口）の推移を見ると、1995 

年がピークで 6.4%である。その後年々入職率は低下していて、2010 年は 2.4％と 1995 年と比

較して約 6 割の減尐となっている。つまり、近年の若年入職者の減尐は、新卒世代の人口減だ

けでなく、若年層の中で建設業を選択する者の割合の減尐の影響が大きいことがわかる。 

 また、技能労働者(とび職)の数も不足している。2010 年の建設業就業者数は 447 万人に対

し、技能労働者は 266 万人となっており、建設業就業者数全体の約 6 割を占めている。両者

に共通して 55 歳～64 歳にかけての年齢層（団塊世代）が高く、この年齢層は数年後に退職と

なるため、就業者数は急減することが予測される。 

図 2：建設業における若年層の入職者数と入職率 

建設経済研究所「建設業就業者数の将来推計」(2014)19 ページ目参照 

 

この背景を踏まえたうえで本稿にて提案したい政策提言はとび職の雇用者を増加させること

である。しかしながら、雇用者不足の対策として女性や外国人の活用が議論されている。しか

し、外国人労働者の受け入れには賛否があり、根本的な解決策となるかは不明である。そのた

め、国内の労働力の中で雇用者を確保・育成する策を検討すべきであると考えた。そこで、既

存の雇用者の「質」を上昇させることがよいのではないかと考えた。そのためには①所得上

昇、②労働条件の改善が有効であると考えられる。 

① 所得上昇 

現状として、図 3、図 4 で示したように建設業における雇用者の年間就業日数は長く、年間

所得は低めであり、年齢を重ねても所得が伸びていない。図 5、図 6 によると、建設・採掘従

事者の転職・離職理由では建設業を取巻く経営環境や労働環境の悪さを理由とするものが他産

業より多く、若年層の 3 年目までの離職率は製造業と比べてもかなり高い数値を示している。

よって、既存雇用者の所得上昇を提案する。離職率の低下が期待され、新規雇用者増加も期待

できる。 
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図 3：建設・採掘従事者（男性）の年間就業日数の割合（年齢別） 

建設経済研究所「景気回復と建設投資の課題」(2014)193 ページ目参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4：建設・採掘従事者（男性）の年齢別の年間所得の分布 

建設経済研究所「景気回復と建設投資の課題」(2014)194 ページ目参照 

 

図 5：建設業に就職した新規学卒者の離職状況（高卒者） 

建設経済研究所「景気回復と建設投資の課題」(2014)197 ページ目参照 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

26 

 

 

 

図 6：製造業に就職した新規学卒者の離職状況（高卒者） 

建設経済研究所「景気回復と建設投資の課題」(2014)197 ページ目参照 

 

② 労働条件の改善 

建設業において、「きつい」「汚い」「危険」のいわゆる 3K のイメージが、今の若い世代

に植え付けられてしまっている。また、サービス残業や社会保険への介入が徹底されていない

問題があるのが現状である。「きつい」というのは肉体労働なので仕方ない部分があるが、

「汚い」「危険」に関してはしっかり規制を設ければ改善の余地はあると考える。つまり、建

設業の作業員のイメージアップを提案する。作業着を改善し、高所での作業の際は必ず命綱を

身に着けるなど規制を再確認する必要があると考えた。 

また、雇用状況が芳しくない状況なので建設業界の企業とハローワークの提携を強化すると

いう施策も提案したい。 

 

(2)ホテルの超過供給 

 現状としては、IOC(国際オリンピック委員会)の評価では宿泊施設の項目で満点をもらって

いる。2020 年オリンピック・パラリンピック招致委員会の招致資料によると、オリンピック関

係者に加え観客等に対応するに十分な規模の宿泊施設を確保しており、東京の選手村 10 ㎞圏

内を中心に 299 施設 4.2 万室の提供を保証している。また、招致委員会は大会の中心点から半

径 10 ㎞圏内に約 8.7 万室、50 ㎞圏内に 14 万室超の客室があるとしている。また、厚生労働省

統計の衛生行政報告例によると、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に宿泊施設が合計 26 万

室あるとされている。 

ここで、東京のホテルの需給予測を以下の条件を前提として考察する。 

① 発売予定の約 780 万枚のチケットを、宿泊を必要としない日本人 7 割、宿泊を必要と

する日本人 2 割、外国人 1 割の割合で取得する。 

② 宿泊を必要とする日本人は 1 人 2 競技観戦、2 泊宿泊、外国人は 1 人 3 競技観戦、4

泊宿泊とする。 

③ ホテルには平均 1 室 1.5 人宿泊と仮定する。 

 この場合、観戦のための外国人宿泊者は 26 万人と推測される。なお、英国の Office for 

National Statistics,Travel Trends,2012 によると過去のオリンピックでは北京 10 万人程度、

ロンドン 47 万人と推計されていた。上記の条件を前提とした場合、日本人 156 万人泊、外国

人 104 万人泊で合計 260 万人泊、収容できる客室が必要となる。必要な部屋数は合計で 173 万
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室となる。開催期間 17 日で平均すると 1 日あたり約 10 万室が必要である。よって、ホテルの

数が大幅に不足することはないと推測されている。 

 これを踏まえて本稿で提案したい政策提言はこれから新設されるホテルに関わる企業はホテ

ルだけとして建設するのではなく、なにかしらの施設転用を考慮した設計にするということで

ある。一例を挙げると、先日、代々木ゼミナールの校舎は 27 校中 20 校を閉鎖すると発表し

た。予備校業から退いた施設やビルは現在、ホテルやオフィスビルへの転用が進んでいる。ま

た、1998 年に行われた長野オリンピックの時に建てられた選手村は現在マンションとして利用

されている。 

 現在、ホテルだけでなく選手村の建設やスタジアムの改装が進んでいる。どれも共通してい

えることはただ建てるだけで終わってはいけないということだ。オリンピック開催をきっかけ

に都市の活性化やスポーツ文化の発達へ繋げていかなければならない。 

 

(3)不動産業界 ～ポートランドの町並み～ 

 本稿では「地価」に着目することにした。現在、競技のメイン会場となる晴海地区周辺の地

価は上昇している。2014 年現在で晴海や勝どきでは地価の上昇率が約 10％と都内でも 10 位以

内に入る数値を出している。地価が上昇すれば住宅価格も上昇し、不動産業界を潤すことがで

きる。しかし、大会が終わってしまうと地価は下落してしまうのが自然な動向である。政策提

言としてその落ち幅をより尐なくするような街づくりをしていかなくてはならない。本稿では

都市政策に成功したアメリカのポートランドを参考にしてみる。(以下は日本経済新聞社の掲載

日 2013 年 1 月 23 日 百瀬氏の記事より) 

 オレゴン州はカリフォルニア州の北に位置し、その最大の都市がポートランドである。人口

約 58 万人、都市圏人口は 214 万人となっている。ポートランドは西海岸最大の貿易港(木材輸

出など)として栄え、今ではトヨタ・ホンダ・スバルの輸入港であり、また、日本向け米国産小

麦の 3 分の 2 がここから輸出されている。主産業は農業と林業だったが、現在は近郊にインテ

ルの生産・研究拠点を 7 つも抱え、ハイテク産業の進出を促し、シリコンウエハーの全米生産

量の約半分を生産している。 

ポートランドの町並みは、1 ブロック(一辺)の長さが 61m と短く、米国で一般的な 122m の

半分で、道路幅も 20m と狭い。これは 1 マイル(1.6km)を 20 で割って、道路と合わせて 1 辺

80m としたもので、極めてユニークな都市計画である。したがって、心理的に歩く速度はゆっ

くりとなり、路地や、看板・ショーウィンドウ、すれ違う人にも目線が行きやすい。 

ポートランドの中心街は東西 1.5km、南北 3.5km と歩いて「20 分の街」である。公共交通

機関はストリートカー(路面電車)と MAX ライトレール(郊外と結ぶ)、バス路線などがあり、中

心部への自家用車の通行やタクシーの乗り入れが制限されている。ポートランドは土地利用の

効率化と集約化が進み、90 年代、中心部の人口増加率 26%に対し、宅地面積は 8%の上昇にと

どまり、公共交通の利用は 5～10 倍、徒歩は 3 倍、クルマの移動・所有も半減した。 

このコンパクトシティへの取り組みは、1973 年の土地利用法に始まった。中でも注目される

のが、政策を実行してきたポートランド市開発局（PDC）の存在である。 

PDC は 1958 年から、長年にわたって自然と共生するポートランドの都市政策を推進し、

「持続可能な街づくり」をプロデュースしてきた。PDC は 5 人の理事(企業家、弁護士、など

の一般市民)と、7 つのエリア（95 のネイバーフッド・アソシエーション）、40 のビジネス街

連合(TMO)による組織である。その事業は、事業者やデベロッパーへの資金貸付、空港アクセ

スや交通インフラの整備、河岸地域の開発、公園・広場の整備、公共施設の管理・修繕、都市

再開発資金の調達、住宅整備など多岐にわたり、多くの雇用を創出している。PDC は、未利用

遊休地や空き物件を買い取り、信頼のおけるデベロッパーに開発協力を求め、オフィスビルや

商業施設のテナント・リーシングにも的確な事業者を誘致してきた。政策的に必要なテナント

には家賃の一部を補填するなど、事業リスクにも耐えうる高度な専門性をもって、絶大な指導

力を発揮している。その信用を支えてきたのが潤沢な財源であり、税収増分引当金(TIF)の存在
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が大きい。開発区域内の固定資産税等の増収分を見込んだ債権を発行し、再開発に必要な資金

を調達する手法だが、他にも連邦政府、州・市からの補助金や、住宅・駐車場の施設管理など

の事業収入、民間からの資金(投資・寄付)などがあり、2013 年の予算規模は$217.4M(90 円換

算で約 195 億円)になっている。また、開発地域の管理は下部組織のビジネス街連合が引き受

け、タウンマネジメントや公共空間の維持・管理を共同運営管理費(BID)の徴収によって賄っ

ている。 

 これを踏まえて、地価を上昇させるためにはその地区の人口を多くすればその地区も潤い、

地価下落も大幅な変化は抑えられると考えた。そのためにも住みやすい街つくりをすればオリ

ンピックが終わっても一時的な成長では終わらないと考えた。 

 そのためには交通網の整備も重要になる。前述したようにポートランドでは環境にも配慮

し、バス(公共交通機関)を多く使用して自家用車の交通は規制していた。競技場周辺は大渋滞

が予想され、安全面も懸念される。よって、大会期間中はバスの専用道路を作るなど施作を提

案したい。 

 

 以上が本稿の政策提言である。 
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