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仮説 

 
東京オリンピックと福岡オリンピックの経済効果を比較した場合、実際は福岡の経済効

果のほうがおおきい。 
またさまざまな面を考慮してもオリンピックは福岡のほうが優れている。 
 

検証方法 

 
過去のオリンピック（長野オリンピック等）やワールドカップ等との経済効果と比較す

る。 
採算や施設の建設費用を考慮する。また空港や年毎の特徴を比べて判断する。 
 

定義 

 
そもそも、経済効果とはどういうものか。まず、経済効果と採算の違いを理解してもらいたい。

オリンピック全体としての採算というのも大事な考慮の対象である。採算というのは、オリンピック

大会運営費に対して収入が多いか少ないかを言います。 
よく言う「黒字」とか「赤字」と言われるものです。 
 
これに対しオリンピックには、それ自体の儲け以外にも、景気をよくする効果があると

いわれます。これが所謂「経済効果」と言われるものです。 
これは、オリンピックのために施設建設などを行なえば、建設需要が出ますし，観光客

が来れば観光客の消費需要が生まれます。そのように需要が増えれば、開催地、しいて

は開催国の景気にはプラスに働きます。 
 
長野オリンピックでは、大会運営費としての支出額が 1093 億円であったのに対し、収



入額は 1138 億円と 45 億円の黒字となりました。 
ですが、関連事業費としてこのほかに施設整備費 1363 億円，オリンピック関連道路整

備費 1980 億円、高速道路建設費 6469 億円、新幹線 4461 億円など合計 1 兆 6512 億円

程度の資金を投入しています。 

 

状況把握 

 

１・建設費用 

では、オリンピックに関してどういった点でお金が動くのか？ 

以下のデータは北京オリンピックの際の経済効果である。 

北京五輪関連の総投資２８００億元の内訳 
  （国家統計局試算，０８年まで） 
●地下鉄・高速道路・空港拡張 ９００億元 
●都市美化・緑化       ４５０億元 
●情報都市化         ３００億元 
●水道・発電所建設      １５０億元 
●環境保護対策        ７１３億元 
●スポーツ施設建設      １７０億元 
●オリンピック運営費     １１３億元 
北京五輪の経済効果 
●中国のＧＤＰ伸び率を毎年 0.3～0.4 ポイント押し上げ 
●北京市のＧＤＰを毎年 2～4 ポイント押し上げ 
●北京の雇用創出は毎年 30 万人 
●観光産業収入は 2000 年の 3 倍の 600 億ドル 
 
      (2001.8.16 読売新聞より） 
 
これは主に建設費の観点での費用を表している。建設費用の内訳で注目してほしいのは

都市美化・緑化と環境保護対策である。近年の環境汚染に考慮してこれらの対策に投じ

られた費用は全体の約４０パーセントとなっていて環境問題への注目度の大きさがう

かがえる。 
 

２・空港 



 
福岡空港 
・福岡空港の年間発着回数 14 万回（国内線 12.6 万回、国際線 1.4 万回） 

・年間旅客数は 1588 万 5543 人（2006 年度）。 

空港の大規模拡張が困難な為、旅客数や年間発着回数が非常に多い割には旅客ターミナ

ルがやや狭い感が否めない。そのために利用客の輻輳やそれに伴う発着便の遅延も発生

しやすい。国際線は主にアジア。 

 

成田空港 

• 航空機発着回数：18 万 8820 回（2006 年）日本第 2位  

• 航空旅客数：約 3548 万人（2007 年）日本第 2位、世界第 24 位 

 

羽田空港 
・ 航空機発着回数は約 28 万 5000 回[2] 

・ 航空旅客数は約 6673 万人[3]（一日あたり約 18.2 万人）でそれぞれ国内最大 

３・予算 

 

福岡 

福岡市が 2006 年 4 月 14 日に発表した計画案。 

新設系の競技施設整備費 630 億円 

仮設などの競技施設整備費 506 億円 

交通インフラ整備費 427 億円 

大会運営関連施設整備費 1067 億円 

関連事業 2740 億円 

合計 4864 億円 

財政負担は、市の計画案では上記のとおり市負担は 970 億円であり、残りは国庫の補助

金、大会組織委員会経費（チケット収入やスポンサー広告収入など）、そして民間資金

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E7%94%B0%E7%A9%BA%E6%B8%AF#cite_note-1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E7%94%B0%E7%A9%BA%E6%B8%AF#cite_note-o-six-2


を根拠にした。この民間資金については、市の計画案では、市と民間企業が出資して「再

開発会社」をつくり、須崎埠頭などの土地を買収し、メインスタジアムや選手村、商業

施設を建設し、大会が終わった後、これらの土地・建物を、やはり別の民間企業などで

つくる「特定目的会社」（SPC）に売る。選手村や商業施設などは 3500 戸の住宅やオフ

ィスビルとなり、約 67 万平米、計 2462 億円で売却する見通しだった。 

民間が予定通りに買わなければ新たに市の税金投入が必要になる計画であることから

「財界頼み 危ぶむ声も」（毎日新聞 06 年 4月 15 日付）などの危惧もあった。 

 

東京 

 
新設系の競技施設整備費１４８０億円 

仮設などの競技施設整備費７８２億円 

交通インフラ整備費１７０億円 

大会運営関連施設整備費９５０億円 

合計３３８２億円 

 

主に、民間企業からお金を回収予定。 

 

４・人口 面積 

 

福岡 

 

面積 

4,976.99km²

※境界未定部分あり

総人口 

5,068,634 人

（推計人口、2009 年 11 月 1 日）

人口密度 1,020 人/km²

 

 

東京 

 

面積 2,187.65km²

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E3%81%AE%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E4%B8%80%E8%A6%A7
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※境界未定部分あり

総人口 

12,993,920 人

（推計人口、2009 年 11 月 1 日）

人口密度 5,940 人/km²

 

現状を把握したところで、オリンピックを誘致したい目的が本来の目的とあっていなけ

ればいくら条件が適していても意味が無い。本来のオリンピックの目的を振り返ってみ

よう。 

 

 

オリンピックを誘致したい理由 

 

 

東京の場合では、知事は、東京でオリンピックを開催することで 
「成熟した東京の姿を明らかにして、世界の諸都市に『範』を示す」 
「日本の底力を見せる」と述べている。しかし、そもそもオリンピックは町や年を世界

に見せつけるものではない。 
オリンピック憲章では以下のように書いてある 
 
2 オリンピズムの目標は、スポーツを人間の調和のとれた発達に役立てることに 
ある。その目的は、人間の尊厳保持に重きを置く、平和な社会を推進することに 
ある。 
5 人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差別はいか 
なる形であれオリンピック・ムーブメントに属する事とは相容れない。 
（一部略） 
 

要するに、オリンピックは道徳的教育を目的としている部分が多く営利やスポーツマン

シップを無視したプレーをしてはいけないとなっている。 

なので、オリンピックの表向きの目標としては 

・マイナースポーツの普及 

・スポーツを見て国民全体のスポーツ意識の交流 

・スポーツを通じての国際交流 

・人種差別などの撤廃 

などがあげられる。 

しかし、実際は以下のようである 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E8%A8%88%E4%BA%BA%E5%8F%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%AF%86%E5%BA%A6#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AE.E9.83.BD.E9.81.93.E5.BA.9C.E7.9C.8C.E3.81.AE.E4.BA.BA.E5.8F.A3.E5.AF.86.E5.BA.A6


・経済効果による利益 

・インフラ設備の強化 

この二点が大きい。たとえば愛知万博の際にも名古屋の交通は整備され実際にはあまり

使われないような場所にまで電車等が整備されたりした。また、それに見合った経済効

果も大きい。経済効果にはオリンピックにあやかりグッズや商品が販売され、テレビ番

組等でもさまざまな CM が流される。主にマクドナルドやコカコーラはこれらの恩恵が

大きい。 

 

比較 

 

さて、ここまでの状況をまとめた上で、どちらの都市がオリンピックに適しているか比

較していこう。 

 

東京 

 

メリット 

 

・ 小さなオリンピックによる経費削減また無駄な設備を作らなくて良い。 

・ インフラ設備の充実により、流通の便利化により経済効果やそれにより利益を得る

人が多い。 

・ 二酸化炭素の削減に大きく貢献できる。 

 

東京の一番のメリットは新規の設備が少なくて済むところが一番おおきい。予算だけを

見れば確かに東京のほうが金額はかかっているが、新たな設備はオリンピックスタジア

ムだけであり、これはいわゆる開会式等を行なうスタジアムであり他は現在ある設備で

オリンピックを行なえる。東京なので物価が高いため金額は大きくなってしまった。し

かし、長野オリンピックで問題になったオリンピック関連の施設のオリンピック後の維

持費がかからないのは素晴しいメリットである。長野オリンピックではその後、年間 9

億円の管理費がかかっている。こういったことを考慮すると東京の一番のメリットはこ

こである。また、インフラ設備による経済効果が大きい。東京の人口もしくは関東の人

口を考慮すると特にそうである。愛知万博の際も地下鉄や道路が管理され通学が便利に

なった人も多いだろう。また道路が整備されることによりトラックなどの流通時間が短

縮され、経済効果が生じる。また二酸化炭素の削減にもつながる。 

 



デメリット 

 

・オリンピック憲章に反する。 

・財負担が大きい 

・東京は他にやることがある。 

 

何より私的に問題だといえるのがオリンピック憲章に反するというところである。先に

述べたように東京都知事が「成熟した東京の姿を明らかにして、世界の諸都市に『範』

を示す」「日本の底力を見せる」と述べている。明らかに憲章に反する。また財負担が

大きい。負担は民間企業から集めるつもりらしいが、経済効果が期待でき、関東に企業

が多いとはいえ、３３８２億という金額を集めるには非常に厳しい。また、東京のよう

にインフラ設備や公共交通機関が充実している状況において、東京にはまだやるべきこ

とが多い。保育施設や病院の充実などが最たる例である。 
 
福岡 
 
メリット 
 
・近年東京に集まりすぎた公共施設の緩和 
・福岡空港の国際便の充実 
・物価が安いために安い予算で様々な施設が作れる。 

 

福岡での開催の一番のメリットは福岡空港の活性化にある。福岡空港の一番の問題点で

ある国際便の少なさを改善できるのはおおきい。それに伴い道路や電車も充実し、地方

の活性化につながる。また、物価が安いのも魅力だ。運営スタッフを雇うにしても安い

予算で雇うことができる。新しい施設を作るにも東京よりも地価が安いのは大きな魅力

だ。 

 

デメリット 

 

・オリンピック終了後のオリンピック施設の管理 

・ 経済効果が小さい 

・ 資金の調達が厳しい 

 

福岡でオリンピックやるにあたってはこの二つのデメリットはおおきい。先に述べたよ

うに長野オリンピック施設のその後の維持費は年間 9 億の維持費は大きく、その後の活



用方法も福岡では見出しにくい。また、福岡近辺の交通機能を充実させてもその後の利

用が少なく経済効果はあまり期待できないというのが事実である。また、資金を調達す

るにも企業が少なく、税による集金も厳しい。 

 

結論 

 

東京のほうが経済的な観点ではオリンピックに適している。実際にひらかれて見ないと

わからない部分が多いが未知の部分を考慮しても東京でオリンピックをしたほうが利

益を得られる。また、経済的観点以外を考えても東京でやるほうが優れている。しかし、

東京オリンピックにもまだまだ改善点があるし、オリンピック本来の目的を忘れている

ので選考で選ばれるのは厳しい。 

 

感想 

 

様々な観点からオリンピックを調べてみてやはり経済的な観点でみることが多くオリ

ンピック本来の世界平和等の目的を忘れていると思う。そういった意味では今回のオリ

ンピックが南半球で開かれるのは世界初の試みでオリンピック本来の目的に即してい

るといえる。次回の選考でもオリンピック本来の目的を理解しない限り日本でオリンピ

ックが開かれることはない。 


