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パシフィコ横浜では、地域経済への貢献を測定するため、2012 年度に開催されたＭＩＣＥ（※）によ

る経済波及効果測定調査を実施いたしました。あわせて、パシフィコ横浜が存在することで、横浜市民

に、ＭＩＣＥへの参加機会を提供してきた”価値”を測定し、可視化する調査を実施いたしました。 

  パシフィコ横浜は、経済効果を目的とした産業インフラとしての役割のみならず、社会インフラとしての

役割を通じて、横浜市民にも貢献しています。 
 

※ ＭＩＣＥ：Meeting（企業ミーティング）、Incentive Travel（報奨旅行）、Convention（国際会議）、Exhibition/Event

（展示会/イベント）等のビジネスイベントの総称。 

 

対地域経済 

１． 2012 年度開催催事経済波及効果  

  前回調査は、リーマンショック前の 2007 年度に行ったのに対し、今回はアベノミクス効果が本格化する

前の経済環境下での調査であったが、対全国の経済波及効果は約 2,070 億円と前回調査の約 1.07 倍。 

横浜市内の経済波及効果は、約 870 億円と前回調査の約 1.26 倍となった。 

 

  全国 神奈川県 横浜市 

①直接効果 約 940 億円 約 610 億円 約 580 億円 

②経済波及効果 
（  ）内は、前回調査 

約 2,070 億円 
（約 1,930 億円） 

約 920 億円 
（約 770 億円） 

約 870 億円 
（約 690 億円） 

③雇用効果 
雇用者所得誘発額 

約 17,800 人分 
約 545 億円 

約 9,300 人分 
約 253 億円 

約 7,900 人分 
約 238 億円 

④誘発税収額 
約 270 億円 

国税･地方税合計 

約 24 億円 
県民税・事業税・その他間

接税 

約 14 億円 
主に市民税 

 【主な増加要因】 

①  前回調査に比べ、調査対象者数が増加（前回 303 万人⇒今回 338 万人）。 

②  市内においては、対事業所サービスや対個人サービス業の域内自給率が前回より伸長。（添付資料参照） 
 

対市民 

２．横浜市民が感じるパシフィコ横浜の価値  

  横浜市民に対して、約 35億円/年の価値を提供 

  横浜市内にパシフィコ横浜が存在していることで、市民が時間をかけて市外まで出かけずに、低コスト（安

い交通費等）で高頻度に様々なＭＩＣＥに参加できるという価値（※）を測定。 

 

※提供価値＝市民がＭＩＣＥへの参加を通じて感じる価値 － 訪問に必要な費用（交通費＋時間価値） 

 

 

 

 

 

PACIFICO NEWS

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

パシフィコ横浜（㈱横浜国際平和会議場）総務部総務課 経営企画担当 佐藤 

TEL：045-221-2122 FAX：045-221-2137 

Web：http://www.pacifico.co.jp/   E-mail：pr@pacifico.co.jp 

2012 年度に開催された催事の経済波及効果は、全国で約 2,070 億円（対前回 1.07 倍）

2013 年度の延べ総来場者数は、開業以来初の 400 万人超の約 420 万人の見込み

1991 年の開業以来の累計延べ総来場者数は、約 6,090 万人の見込み

うち横浜市内で、 約  870 億円（対前回 1.26 倍）



パシフィコ横浜は市内外から消費を呼び込み経済波及効果を生み出している

１．パシフィコ横浜が提供している価値の概念

パシフィコ横浜は市内外から消費を呼び込み経済波及効果を生み出している。

さらに、横浜市民に対する”ＭＩＣＥ参加機会の提供”という価値も生み出しており、その価値は約
35億円/年と推計された。

パシフィコ横浜がMICE開催に伴い各ステークフォルダーに提供している効果や価値

横浜市
産業見本市・展示会等出展者

（市内外の企業等）
主催者

（市内外の団体）

パシフィコ横浜がMICE開催に伴い各ステークフォルダーに提供している効果や価値

• パシフィコ横浜は市内外から
催事開催による消費を呼び込

経済波及効果

新規契約

誘発効果※
催事主催による

み、日本全体に対して約
2,070億円の経済波及効果を
創出

• そのうち、横浜市に対しては
約870億円の経済波及効果を

市内外からの来場者

地域経済
（市内企業）

営業余剰119億円

誘発効果
約1,430億円

催事主催による
消費約109億円

約 億円 経済波及効果を

生み出し、図中の青矢印は、
その効果の内数である。

パシフィコ横浜

市 外 場者

雇用者所得誘発額
約238億円 催事参加による

消費約693億円
催事開催による消費

催事開催による消費

凡例

雇用者所得や営業余剰を通じて
約7 900人分の雇用を創出

横浜市民への
ＭＩＣＥ参加機会の提供
に関する価値約35億円

催事開催による消費
に伴う経済波及

見本市等出展による
新規契約誘発効果

ＭＩＣＥ参加提供

横浜市内企業の雇用者

約7,900人分の雇用を創出
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横浜市民

に関する価値約35億円 ＭＩＣＥ参加提供
に関する価値

他自治体在住者

※出展企業は横浜市以外の企業も含まれているため、新規契約誘発効果は、市内外の企業にもたらされる効果である。
また、新規契約誘発効果は経済波及効果には含まれていない。



２．2012年度開催催事 経済波及効果測定結果 概要

2012年度にパシフィコ横浜で開催された催事による経済波及効果は、全国で約2,070億円、神奈川県で
約920億円、横浜市で約870億円と推計。

パシフィコ横浜の催事開催に伴う消費 催事開催による経済波及効果

指標 全国 神奈川県 横浜市

主催者
109億円
11.4％

出展者

産
業
連
関
表

経済波及
効果

（億円）
約2,070 約920 約870

総消費額
954億円

出展者
152億円
16.0％

表
に
よ
る
経
済

（億円）

雇用効果
（人分）

約17,800 約9,300 約7,900

来場者
693億円
72.6％

済
波
及
効
果
分

（人分）

誘発税収額
（億円）

約270 約24 約14分
析

（億円）
約270 約24 約14
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【調査概要】
・調査依頼先：株式会社野村総合研究所
・調査期間 ：2013年10月～2014年2月
・調査方法 ：主催者・出展者は、郵送によるアンケート調査。来場者は、2013年開催催事の会場内でヒアリング調査を実施。



前回調査時は ク前 あ た に対 今回調査は ク 効果 本格化前 経済状況は厳

３．2012年度開催催事 経済波及効果 前回比較

前回調査時は、リーマンショック前であったのに対し、今回調査は、アベノミクス効果の本格化前で経済状況は厳
しい環境にあったが、対全国の経済波及効果は約2,070億円で前回調査時の約1.07倍となった。

今回（2012年度） 前回（2007年度）

指標 全国 神奈川県 横浜市 単位 指標 全国 神奈川県 横浜市 単位

総消費額 95,364 百万円 総消費額 89,025 百万円

１．直接効果 93,690 61,319 57,586 百万円 １．直接効果 86,331 50,964 46,544 百万円

２．間接効果 112,949 31,081 29,714 百万円 ２．間接効果 106,579 26,260 22,465 百万円

間接1次波及効果 70,633 19,365 18,114 百万円 間接1次波及効果 65,207 15,375 13,625 百万円

間接2次波及効果 42,316 11,716 11,600 百万円 間接2次波及効果 41,371 10,885 8,841 百万円

経済波及効果（「1.」＋「2.」） 206,639 92,400 87,299 百万円 経済波及効果（「1.」＋「2.」） 192,909 77,224 69,009 百万円

３ 粗付加価値誘発額 109,816 51,982 50,376 百万円 ３ 粗付加価値誘発額 100 789 44 267 38 304 百万円３．粗付加価値誘発額 109,816 51,982 50,376 百万円 ３．粗付加価値誘発額 100,789 44,267 38,304 百万円

直接効果（粗付加価値分） 50,205 33,795 32,523 百万円 直接効果（粗付加価値分） 44,370 28,297 24,768 百万円

1次粗付加価値誘発額 35,419 10,478 10,145 百万円 1次粗付加価値誘発額 32,948 8,807 7,672 百万円

2次粗付加価値誘発額 24,191 7,709 7,708 百万円 2次粗付加価値誘発額 23,471 7,164 5,864 百万円

４ 雇用者所得誘発額 54 534 25 328 23 772 百万円 ４ 雇用者所得誘発額 53 173 23 818 20 522 百万円４．雇用者所得誘発額 54,534 25,328 23,772 百万円 ４．雇用者所得誘発額 53,173 23,818 20,522 百万円

直接効果（雇用者所得誘発分） 27,262 17,866 16,425 百万円 直接効果（雇用者所得誘発分） 25,626 16,909 14,482 百万円

1次雇用者所得誘発額 17,107 4,812 4,724 百万円 1次雇用者所得誘発額 16,801 4,283 3,825 百万円

2次雇用者所得誘発額 10,165 2,651 2,623 百万円 2次雇用者所得誘発額 10 746 2 627 2 214 百万円2次雇用者所得誘発額 10,165 2,651 2,623 百万円 2次雇用者所得誘発額 10,746 2,627 2,214 百万円

５．雇用効果 17,836 9,320 7,876 人分 ５．雇用効果 16,249 7,089 5,872 人分

うち誘発雇用者数 14,371 8,078 6,920 人分 うち誘発雇用者数 12,194 6,101 5,493 人分

６．誘発税収額 26,566 2,359 1,417 百万円 ６．誘発税収額 26,631 2,056 1,227 百万円

個人税収増加額 8 371 944 993 百万円 直接税収増加額 8 161 887 934 百万円
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個人税収増加額 8,371 944 993 百万円 直接税収増加額 8,161 887 934 百万円

法人税収増加額 8,125 626 272 百万円 8,453 332 177 百万円

間接税収増加額 10,070 789 152 百万円 間接税収増加額 10,017 837 117 百万円



４．2012年度開催催事 経済波及効果 主な増加要因

①前回調査時に比べ 調査対象者数が約303万人⇒約338万人と約35万人増加①前回調査時に比べ、調査対象者数が約303万人⇒約338万人と約35万人増加。

②横浜市においては、特に消費額の大きい対事業所サービス業や対個人サービス業の域内自給率の伸びが寄与。

域内自給率の値は前回は2000年産業連関表、今回は2005年産業連関表の値となっている

産業 全国 神奈川県 横浜市
項目

全国 神奈川県 横浜市

波及係数の前回比較 産業の域内自給率の前回比較※

対事業所サー
ビス業

前回
98% 61% 51%

今回

総消費額
⇒直接効果の比率

前回 97% 57% 52%

今回 98% 64% 60% 今回
98% 53% 52%

対個人
サービス業

前回
96% 67% 62%

今回 98% 64% 60%

直接効果
⇒間接効果の比率

前回 123% 52% 48%

今回 121% 51% 52% サ ビス業 96% 67% 62%

今回
95% 69% 72%

今回 121% 51% 52%

直接効果
⇒間接1次波及効果

の比率

前回 76% 30% 29%

産業全体 前回
94% 60% 58%

今回

の比率
今回 75% 32% 31%

直接効果
⇒間接2次波及効果

前回 48% 21% 19%
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今回
93% 59% 61%

間接 次波及効果
の比率

今回 45% 19% 20%



５．市民が感じる価値測定 概念

市民が催事に参加することに対して感じる価値と、訪問に必要な費用との差からパシフィコ横浜が提供している“価
値”を推計。この際、横浜市民はパシフィコ横浜が近いため、訪問に必要な費用は低く、結果的にパシフィコ横浜か
ら提供される価値は市外在住者よりも大きくなる傾向があると考えられる。また、訪問頻度も横浜市民は市外在住者
よりも高くなると考えられる。

パシフィコが

市民に対する価値を把握するため、プライベート目的によるパシフィコへの訪問を対象に価値を集計しており、ビジネス目的による訪問は対象外とした。

また、トラベルコスト法では、施設からの距離が遠くなるほど、訪問頻度が下がることを価値推定の前提としているが、ビジネス目的の訪問の場合は必ずし
もこの前提が当てはまらない。

催事参加に
催事参加に
感 値

費用

提供している価値

横浜市

横浜市外
横浜市民全体分※を
集計したものがﾄﾗﾍﾞﾙ
ｺｽﾄ法で測定する価値

催事参加に
感じる価値

費用感じる価値

パシフィコが
提供している価値

⇒費用が参加価値を上回る
ためパシフィコに来ない

催事参加に
費用

提供している価値

凡例

市外在住者については
価値測定の対象外プライベート目的で

パシフ に来ている

パシフィコに
来ていない

催事参加
感じる価値

費用

⇒パシフィコから遠く費用が
高いため訪問頻度は低くなる。

価値測定の対象外

ビジネス目的の訪問は対象外
また パシフィコに来ていない人や市外在住者は対象外 ※15歳以上人口を対象とした

ビジネス目的で
パシフィコに来ている

パシフィコに来ている
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来ていない また、パシフィコに来ていない人や市外在住者は対象外 ※15歳以上人口を対象とした

【調査概要】
・調査依頼先：株式会社野村総合研究所 ・調査期間 ：2013年9月
・調査方法 ：インターネットアンケート ・対象者 ：横浜市民6,000人



６．市民が感じる価値測定 測定方法

価値の把握には 公共施設整備の事業評価等に用いられるトラベル スト法とCVMを検討 今回は MICE参加という

トラベルコスト法による価値の算出方法

 港南区を例にあげれば 区民の感じる価値は下図表の灰色部分である

価値の把握には、公共施設整備の事業評価等に用いられるトラベルコスト法とCVMを検討。今回は、MICE参加という
実際に利用することによって生じる価値・便益を把握することから、トラベルコスト法による測定を採用。

 港南区を例にあげれば、区民の感じる価値は下図表の灰色部分である。

• 港南区民1,000人あたりのパシフィコ横浜の来場回数が550回、訪問に必要な費用（往復）が2,500円だとする。来場者Aが訪問に感じ
る価値は7,000円だが実際に必要な費用は2,500円であり、差額4,500円はパシフィコの提供価値となる。この計算を550人・回分積み
上げたものが港南区民1,000人が催事参加に感じる価値となり、約110万円となる。

• これが港南区民の15歳以上人口約19万人の場合では約2億1,000万円となる。これが港南区民の15歳以上人口約19万人の場合では約2億1,000万円となる。

 港南区以外の17行政区についても同様の計算を行い、それらを合計したものが、パシフィコ横浜が催事参加機会の創出を通して、横浜市民
に提供している価値となる。

その他17行政区民の感じる価値例）港南区民の感じる価値

旭区 約2億2 000万円

これが測定対象である“価+

旭区 約2億2,000万円
磯子区 約1億8,000万円
栄区 約8,000万円
金沢区 約1億4,000万円
戸塚区 約1億9,000万円

全

訪
問
に
必
要
な
費

7,000円 港南区民1,000人当たり
に対する価値⇒約110万円

5,000円 港南区民の15歳以上人口
約19万人では⇒約2億1,000万円 象 価

値”⇒約35億円
パシフィコ横浜が催事参加機
会の創出を通じて横浜市民に
提供している価値

港北区 約2億7,000万円
神奈川区 約2億3,000万円
瀬谷区 約１億円
西区 約1億6,000万円
青葉区 約1億6,000万円

全
18
行
政
区
の
合

用
（交
通
費+

時
間
価

2,500円 港南区 訪問のコストと頻度の
関係を示す曲線（需要曲線）

⇒アンケートより把握

⇒パシフィコが市内にあるた
め、市外まで出かけずにＭＩＣ
Ｅに参加できる価値

青葉区 約1億6,000万円
泉区 約1億6,000万円
中区 約2億8,000万円
鶴見区 約2億4,000万円
都筑区 約1億4,000万円
南区 約3億5 000万円

合
計

550人・回 1,000人当たりの来場回数

価
値
）

•7 000円支払ってもよい •5 000円支払ってもよい

横浜市18行政区

その他自治体
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南区 約3億5,000万円
保土ヶ谷区 約2億8,000万円
緑区 約1億1,000万円

来場者A

7,000円支払ってもよい
•実際の支払は2,500円
⇒差額4,500円が価値

5,000円支払ってもよい
•実際の支払は2,500円
⇒差額2,500円が価値

来場者B



＜参考＞ トラベルコスト法

トラベ ト法 パシ 横浜 開催される に市民が参加する とにより感じ

項目 トラベルコスト法

トラベルコスト法で、パシフィコ横浜で開催されるMICEに市民が参加することにより感じ
る「直接利用価値」を測定。

概要 •対象地までのトラベルコスト（旅行費用；交通費や往復時間の時間価値）をもとに価値を定量化
する手法

•国土交通省「公共事業評価手法の高度化に関する研究」（平成17年3月）において実施手法等
が解説されているが解説されている

適用範囲 • 公共施設・公園
• 観光拠点 等

仮定 • 特定の施設を訪れるために人々が費やす旅行費用（往復の交通費や時間価値※）は、その施
設や訪問に対する人々の評価を反映している

特徴 • 必要な情報が比較的少ない（訪問頻度および交通費、往復時間の時間価値）
政策評価においてよく利用される手法であり 定の信頼性を有している• 政策評価においてよく利用される手法であり、一定の信頼性を有している

留意点 • 距離が遠くなればなるほど（旅行費用が高くなるほど）、訪問頻度が低下するという仮説に
立った手法である。

今回測定対象
とする価値

パシフィコ横浜の存在により、横浜市民が多数の催事に（高頻度かつ低コストで）参加する
ことに対して感じる価値
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※「時間価値」とは時間の確保（移動時間の短縮等により）に対して支払って良いと感じる価値であり、単位時間あたりの金額で表される。


