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一般財団法人青森地域社会研究所

青森ワッツの経済波及効果
～初年度（2013-14 シーズン）は 5 億 2,200 万円～

青森地域社会研究所 (理事長 浜谷哲)は、2013-14 シーズンから bj リーグに参入したプロ・バス
ケットボールチーム「青森ワッツ」が当該シーズンにおいて県内経済にもたらした経済波及効果に
ついて、チーム運営会社の青森スポーツクリエイション㈱(代表取締役 下山保則氏)の協力を得な
がら試算を行いました。その結果がまとまりましたので公表します。
本試算結果を含むリポートは、改めて「月刊れぢおん青森」8 月号(8 月 11 日刊行予定)に、掲載し
ます。

■ 試算結果の概要
1. 直接効果
青森県内初のプロスポーツチームである青森ワッツの初年度(2013-14 シーズン)の活動およ
び青森ワッツの試合を取り巻く消費活動が青森県内にもたらした最終需要増加額(直接効果)
は、3 億 4,000 万円と推計された。
2. 第 1 次波及効果
この県内需要の増加分が中間需要を喚起し、県内においてさらに新たな生産が誘発される。
これを第 1 次波及効果といい、本試算では 1 億 600 万円となった。
3. 第 2 次波及効果
直接効果と第 1 次波及効果によって生産が増加すると雇用者の所得も増加する。所得の増
加は消費支出の増加をもたらし、さらに生産が誘発される。これを第 2 次波及効果といい、本
試算では 7,600 万円となった。
4. 総合効果
上記の直接効果、第 1 次波及効果、第 2 次波及効果の合計額は 5 億 2,200 万円となり、こ
れが青森ワッツの初年度における経済波及効果である。直接効果に対する総合効果の割合
(効果倍率)は、1.54 倍となった。
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■

担当者コメント


地域を拠点としたスポーツチームには、地域イメージの向上や青少年の健全育成など、さまざまな
役割が期待されるが、地域に対する経済効果の側面からみても、青森初のプロスポーツチーム「青
森ワッツ」の貢献度は高い。



「ベストブースター賞」の受賞理由でもあるが、特筆すべきは初年度にして 4 万人を超えたホーム
ゲーム観客動員数である。県内外のブースターによる交流人口の増加は、会場となった各地の消費
需要を大いに刺激した。



初年度でこれだけの観客動員ができた理由として、秋田ノーザンハピネッツ(2010～)、岩手ビッグ
ブルズ(2011～)の近隣県 2 チームの存在が大きい。先輩強豪チームの大応援団の来県は、新規参
入チームのブースターにとって良きお手本となったほか、直接的に県外客の動員数に寄与した。

■

試算結果に関する留意事項


産業連関表は 5 年ごとに作成されるが、表が対象とする基準年から 5 年程度経過した時点
で公表されるため、本試算では、現時点で最新の平成 17(2005)年青森県産業連関表（37 部門
表）を使用した。



本試算は、当研究所が対象範囲を絞りこみ、できる限りのデータ収集やヒアリング等を重
ねたうえで、一定の手法で試算した事例にすぎない。少なくとも、他のプロスポーツの経済
波及効果に関する先行事例と単純に比較し、金額の多寡を論じる性質のものではない。
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■

参考資料 1．経済波及効果測定の概要

前提条件や直接効果とした対象支出額に関する基本的な考え方は以下のとおりである。
本試算は青森ワッツ(青森スポーツクリエイション㈱)から、同社の財務内容に関し情報提供を得て行った
ものである。個別項目の金額については公表しない。
対象とする項目
使用する産業連関表

基本的な考え方
青森県内の経済効果を測定可能な平成 26(2014)年度時点で最新の
産業連関表である「平成 17 (2005)年青森県産業連関表(37 部門)」を

前
提

用いた。
試合数

基本的な需要推計は、bj リーグ 2013-14 シーズンのホームゲーム 26

条

試合を対象とした。プレーオフはアウェイゲームだったので対象外とし

件

た。
観客数

bj リーグ 2013-14 シーズンのホームゲーム 26 試合における、のべ
42,579 人(1 試合平均 1,638 人)を対象とした。

１．チーム運営・興行に関する
経費

チーム全体の運営とホームゲームの開催にかかわる県内支出額を対
象とした。ただし、アウェイゲーム関連でも、地元消費が明確なもの
（例：バスチャーター費）は計上した。
選手・スタッフへの人件費は消費部門として別途計上した。

２．対戦相手の遠征に伴う消費

青森県内で宿泊を要するものと仮定。交通費は相手の地元バス会社
が基本となるため、県内の移動も対象外とした。飲食費は県内で需要
が発生すると考えた。
(個別の支出額は青森ワッツのアウェイゲーム関連支出を参考にした)

３．試合に関連する観客消費

相手チームごとに、ホーム客数とアウェイ客数に按分し、それぞれの
宿泊比率等を推計した。その上で、ブースター(応援客)の属性別に、
各支出項目の行為比率や単価を推計し、合算した。
対象費目は、交通費(公共交通、ガソリン代)、宿泊費、飲食費(場内、
場外)、土産購入費、グッズ購入費、チケット代。
(参考資料：青森県観光入込客統計調査、青森ワッツヒアリング、プロ
スポーツに関する経済波及効果の研究事例各種)

４．所属選手・スタッフの消費
(生活費)

人件費×消費性向(家計調査)×民間消費支出計数※
※ 産業連関表の最終需要部門の民間消費支出の各産業の比率
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■

参考資料 2．青森ワッツの経済波及効果
①

県内最終需要増加額（直接効果）A

直
接
効
果

分析フロー図
340 百万円

×投入係数Ｂ

×粗付加価値率、×雇用者所得率

92 百万円

うち雇用者所得額Ｌ

151 百万円

原材料投入額Ｃ

188 百万円

粗付加価値額 Ｉ

×自給率Ｄ

県内需要額Ｅ

79 百万円

移輸入

˄

第
一
次
波
及
効
果

×逆行列係数Ｆ 〔Ｉ－（Ｉ－Ｍ）Ａ〕-1

②

106 百万円

生産誘発額Ｇ

×粗付加価値率Ｈ、×雇用者所得率Ｋ

28 百万円

うち雇用者所得額Ｍ
粗付加価値誘発額Ｊ

58 百万円

うち雇用者所得額

246

粗付加価値額

120 百万円

百万円

消費支出増加額Ｐ
第
二
次
波
及
効
果

消費転換率Ｎ

89 百万円

0.737

×最終需要項目別生産誘発係数（民間消費支出）Ｑ

③

生産誘発額Ｒ

76 百万円
×粗付加価値率Ｈ、×雇用者所得率Ｋ

うち雇用者所得額Ｔ
粗付加価値誘発額Ｓ

19 百万円

50 百万円

①+②+③=522百万円
注）四捨五入により合計値が表示の数値と合わない場合がある。
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