
地下鉄の車窓から
名古屋大学経済学部根本ゼミナール



全体の流れ

Ⅰ.研究動機

Ⅱ.名古屋市の地下鉄の現状と東部線に関して

Ⅲ.東部線新設の事業評価
①地価上昇額の推定

②東部線建設の費用推定及び経済波及効果

③東部線の運用収支

Ⅳ.結論



研究動機

①現在ささしまをはじめとする名古屋駅周辺や栄地区な
ど名古屋市の再開発が進んでいる。

②過去に計画された地下鉄事業の経済効果が上昇してい
る可能性がある。

③頓挫した計画の1つに、ささしまなどの開発地区と名
古屋大学を結ぶ東部線がある。

→現在、東部線が新設された時の経済効果の導出と事業

評価を行いたい。



名古屋市の地下鉄の現状



名古屋市営地下鉄の歴史

•今年の11月15日で名古屋市営地下鉄は開通６０周年を迎えた。

• 1957年11月15日、1号線(現：東山線)の名古屋-栄町(現：栄)間が開

通したのが最初である。

• 2011年、桜通線の野並-徳重間が開通し、現行の路線が完成した。





1957 名古屋 -栄 1978 八事 -赤池

1960 栄 -池下 1981 浄心 -伏見

1963 池下 -東山公園 1982 中村公園 -高畑

1965 栄町 -市役所 1984 庄内緑地公園 -浄心

1967 東山公園 -星ヶ丘 1989 中村区役所 -今池

栄 -金山 1993 上小田井 -庄内緑地公園

1969 星ヶ丘 -藤が丘 1994 今池 -野並

名古屋 -中村公園 2000 大曽根 -砂田橋

1971 金山 -名古屋港 2003 平安通 -上飯田

市役所 -大曽根 砂田橋 -名古屋大学

1974 金山 -新瑞橋 2004 名古屋大学 -新瑞橋

1977 伏見 -八事 2011 野並 -徳重



現在の財政状況

平成27年度

依然として厳し
い状況

名古屋市交通局ホームページより



東部線とは



東部線とは

•平成４年１月１０日運輸政策審議会において、平成20年までに整備
することを検討された路線

•現在の市営地下鉄東山線の南側を東西に走る路線

•西名古屋港線（あおなみ線）と接続し、金城ふ頭まで直通



ささしま

名古屋大学



出展：まるはち交通センター http://www.maruhachi-kotsu.com/subline/601newl-chamber.html



東部線－廃案の経緯

•既存の東山線と並行する区間が多く、路線周辺に新たな開発も見
込まれず、利用者にとっては利便性が向上するものの、事業者に
とっては多額の新規投資に対して新たな需要をみこめなかった。

•上記のことをふまえると、費用対効果や採算性の面で現状の経営を
さらに圧迫することにつながりかねないと判断したため。



東部線新設事業の評価方法



費用便益分析

純便益＝得られた便益－かけられた費用

今回の分析では以下のような便益と費用を考えた。

便益：①沿線の経済価値の上昇（外部効果）
②建設にともなう波及効果
③地下鉄事業の営業収益（生産者余剰）

費用：①建設費
②営業コスト



ランニングコストの
Σ割引現在価値

地価上昇

運賃等収益のΣ割
引現在価値

建設事業から生
まれる付加価値

建設費

■①地下鉄事業による外部効果
■②建設から派生する便益
■③事業者の収支

費用便益分析（図解）

（会計上の収支との関係）



①東部線沿線の外部効果の推定



地価上昇で外部効果を計測する

地下鉄が開通することによる外部効果は地価上昇に反映される。

地下鉄開通による地価の上昇具合がわかれば東部線
開通による沿線の経済価値の上昇がわかる。



分析の流れ

（１）桜通線開業時の地価の上昇額の推定

（２）地価と駅からの距離の相関関係の推定

（３）地価上昇額の推定



（１）桜通線開業時の地価の上昇額の推定



桜通線を選んだ理由

1.名古屋市営地下鉄の中で桜通線の開通が最も新しい。

2.中村区役所━今池間は東部線と開通場所が類似している。
（東山線は古いためデータを集めることが困難）

現在の東部線開通による地価の上昇を説明するのに
最適だと考えたため。



桜通線沿線の地価の推移

中村区役所～今池間
の開業

今池～野並間の
開業

野並～徳重間の
開業



分析方法

経済水準をコントロール

※桜通線沿線の地価（LP）を被説明変数とした重回帰分析を行う。

データは1985年から2015年の時系列

▶説明変数の説明

･桜通線開業ダミー（D） （0：1985～1987 1：1988～2015）

･日経平均株価(SP)

･消費者物価指数（GP）

･１年前の地価（LP_lag） 系列相関を防ぐ



推定結果

桜通線沿線の地価(LP)
=2,377,000+403,300D+16.37SP

(2.413)       (2.418)      (2.568)

-29,740GP+0.7589LP_lag
(-2.743)     (11.453)

𝑅2=0.8958 DW=2.5211
※括弧内はt値

SP,GP,LP_lagをコントロールしたと

き桜通線の開業によって地価が
403,300円上昇したことを示す



結果

回帰分析の結果から桜通線沿線の地価(円/𝑚2)は開業によって約400,000円
上昇したと考えられる。



（２）地価と駅からの距離の相関関係の推定



分析の理由

地価の上昇額は駅から離れていくに従って減少していくと考えられる。

地価と駅からの距離の関係を反映させた上昇額を推定す
ることで実感に近い結果が得られる。



分析方法

※桜通線の駅が最寄りとなっている基準地価（LP2）に対数をとったものを被
説明変数とした重回帰分析を行う。

クロスセクションのデータ（2017年）

▶説明変数の説明

･駅からの距離（r）の対数

･各駅の乗降客数 (p)の対数（2015年）

駅の規模を説明



推定結果

Log（地価(LP2)）
=1.96327-0.34753Log(r)+0.86197Log(p)

(1.111)       (-4.338)              (8.274)

𝑅2=0.7155 DW=1.9394
※括弧内はt値



結果

回帰分析の結果から桜通線沿線の地価(円/𝑚2)は距離が1％離れるごとに約0.35％
減少する。
→開業による地価の上昇額も同様に距離が離れるごとに減少すると考えられる。



（３）１駅あたりの地価上昇額の推定



分析方法

※地価上昇が及ぶ範囲を駅を中心とした半径300m円の内部と仮定する。

駅周辺の地価上昇額の合計 =地価の上昇額 × 
0

300

2𝜋𝑓 𝑟 𝑟 𝑑𝑟

※ 𝑓 𝑟 ：距離の減少関数
（２）の結果より、𝑓(𝑟) = 𝑟−0.35



結果

・計算の結果から駅周辺の地価上昇額は１駅あたり約178億円上昇する。
・東部線の駅数は17駅である。

開業による地価上昇額の合計は約3023億円となる

出展：まるはち交通センター http://www.maruhachi-kotsu.com/subline/601newl-chamber.html



➁建設にともなう波及効果



分析方法

（１）重回帰分析を用いて、東部線の建設費を推定。

（２）推定された建設費を用いて、産業連関分析を行い、

経済波及効果を求める。

※建設費は費用便益分析において、費用の一部を構
成する。



（１）東部線建設費用



分析方法

東京、名古屋、仙台の既存路線建設時のデータを使い、
総建設費（実質値）を重回帰分析を用いて算出した。

・各変数の説明
【被説明変数】
RPRICE ：当該区間の総建設費の実質額（百万円）
【説明変数】
STA ：当該区間の駅数
MXDEP：当該区間のうち既知の最深部の深さ（ｍ）
CS：車両の断面の面積（m^2）。高さ×幅で導出する。



説明変数に関して

STA： 東部線の距離あたりの駅数は、他の路線とほとんど等
しい。つまり、「距離」と「距離あたり駅数」を代表する変数とし
て「駅数」を使う。

MAXDE： 最深部の深さと平均深度との相関係数は0.72で、

両変数間に高い相関がある。したがって、最深部の深さは該
当区間の深さを代表する変数と考える。

CS： トンネルの太さは車両規格に影響されるため車両の断
面の面積を使う。



推定結果

𝐿𝑜𝑔𝑅𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸(実質建設費） = 3.6196 + 0.9780𝐿𝑜𝑔𝑆𝑇𝐴
（ 3.520 ） （ 8.619）

+1.3682𝐿𝑜𝑔𝑀𝐴𝐷𝐸𝑃 + 0.8455𝐿𝑜𝑔𝐶𝑆
（ 7.048） （ 1.860）

 𝑅2 = 0.9195 
標準誤差 0.3364 

☆括弧内の値はｔ値



東部線の建設費用（推定）

東部線のデータ
全駅数：17
最深部の深さ：名古屋大学駅 30.88m
車両の断面の面積（m2）： 11.22m2

→相互乗り入れを行う予定となっているあおなみ線から引用した。

これらの値を代入すると・・・
総建設費 5026億8600万円（2011年物価で）



➁経済波及効果



産業連関分析

•東部線の総建設費 5026億8600万円

•対象とするべき地域：名古屋市
•事業の受益者や費用負担者の範囲から、市内の数字が
重要

•愛知県(2011年)の43部門表を利用



入力する値の選択（１）

•直接効果(自給分)
• 域内の建設業者が一括して請け負うものとして、建設費全額を直接効果に
計上する。

• マージン率の算出
• 最終需要増加に計上する項目が建設だけであるため、マージン=0で、算出
作業は不要。

•自給率の設定
• 愛知県の自給率を用いる（詳細後述）



入力する値の選択（２）

• 消費転換率*民間消費支出構成比を選択する。

• 必需品等除く民間消費各費目の所得に対する構成比が一定であるという仮定
に基づく

• 所得総増分に対する各費目構成比ベクトル 𝑐 = 𝛾 𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛 = 𝛾 ∗  𝑐𝑖 ∗
𝑐1
 𝑐𝑖
,
𝑐2
 𝑐𝑖
, … ,

𝑐𝑛
 𝑐𝑖

• 各費目の消費増分 ∆𝐶 = ∆𝐼 ∗ 𝑐

•東海地方の2人以上勤労者世帯における平均消費性向0.734を𝛾と
して用い、また次に述べる𝑐𝑖の各値より、消費転換率𝛾  𝑐𝑖は0.240と
なった

• 𝑐𝑖は主に、取引基本表の民間消費支出に占める各産業の割合を用いるが、生
活必需品等一部の費目で下方修正した
• 不動産、飲食料品、医療福祉、下着、公務、対事業所サービス、etcは0

• 商業、運輸郵便、廃棄物処理は原系列に消費増分全体と同じ 𝑐𝑖を掛けて得る



結果の概要

生産誘発額 粗付加価値誘発額
（除く資本減耗引当）

雇用者所得誘発額

直接効果 5027億円 2099億円 1742億円

間接1次効果 2157億円 886億円 584億円

2次効果 546億円 215億円 142億円

総合効果 7730億円 3201億円 2468億円

• 波及効果倍率： 7730億/5027億＝1.538倍
• 雇用誘発数：66107人



結果の概要（イメージ図）

東部線建設投資
5027億円

市内他産業
2157億円

民間消費増
546億円

建設業従事者
1742億円

市内就業者
727億円

産出額
7730億円
増

購入

材
料
・サ
ー
ビ

ス
の
受
発
注

要素供給・所得分配

雇用者所得
2468億円増

※建設業32億円を含む



雇用誘発数の内訳

•建設 47760人

•対事業所サービス 5389人 （※物品賃貸業、広告業など）

•商業 3634人

•対個人サービス 3139人 （※飲食、理美容など）
・・・

・・・

二次産業ではこの他に「金属製品」(1237人)や「パルプ・紙・木製品」(496人)
などで雇用誘発数が大きい。一次産業では「農業」(50人)などで雇用誘発数
が大きい。



愛知と名古屋の自給率の差

•全産業計では愛知県の自給率75.1%に対し名古屋市の自給率が
75.9%となり、全体的には経済効果が過小に推計されている。

•中でも、以下の産業などで影響が大きい。→雇用誘発数等の内訳
値に修正が必要。

愛知県自給率 名古屋市自給率 自給率の格差 名古屋市総需要

農業 40.7% 2.5% 16.2倍 2484億円

飲食料品 28.9% 57.4% 2.0倍 12532億円

汎用機械 13.9% 74.0% 5.3倍 9769億円

商業 67.6% 99.9% 1.5倍 51160億円

運輸・郵便 84.4% 67.0% 1.3倍 20255億円

対事業所サービス 76.8% 83.0% 1.1倍 28577億円
名古屋市の自給率の出典：朝日幸代「平成7年名古屋市産業連関表の作成の試み」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/papaios/12/1/12_16/_article/-char/ja/



雇用誘発数の内訳’

•建設 47760人

•対事業所サービス 5389+人 （※物品賃貸業、広告業など）

•商業 3634+人

•対個人サービス 3139人 （※飲食、理美容など）
・・・

・・・

二次産業ではこの他に 「金属製品」(1237人) や「パルプ・紙・木製品」(496

人) で雇用誘発数が大きい。一次産業では 「農業」(50−人)で雇用誘発数
が大きい。



経済効果の余剰化



地下鉄事業 直接効果（地下鉄建設） 間接1次効果 2次効果

労働者 +賃金 -余暇の効用
＝長期運用では雇用率に影響せず
＝0

+賃金 -余暇の効用 +賃金 -余暇の効用 +賃金 -余暇の効用

企業 / 交通局 -建設額(減価償却)
＝別途計上
＝0

+建設額 -賃金 -仕入 +生産額 -賃金 -仕入 +生産額 -賃金 -仕入

+運賃等収入 -賃金 -その他仕入
＝別途計上
＝0

購入者 / 住民 +輸送サービスの効用 -運賃
＝計測しない
＝0

購入者に余剰は発生しな
い

購入者に余剰は発生しな
い

+生産された財の効用
-生産額

合計 0 付加価値額
-余暇の効用

付加価値額
-余暇の効用

付加価値額 +購入者余剰
-余暇の効用

仮定の下での
合計

0 付加価値額 付加価値額 付加価値額

仮定
 追加的に投入された労働の不効用は計上しない（賃金の満額を労働者の余剰とする）
 2次効果の消費者余剰は計上しない

「経済効果」の余剰化（１）



（再掲）結果の概要

生産誘発額 粗付加価値誘発額
（除く資本減耗引当）

雇用者所得誘発額

直接効果 5027億円 2099億円 1742億円

間接1次効果 2157億円 886億円 584億円

2次効果 546億円 215億円 142億円

総合効果 7730億円 3201億円 2468億円

資本減耗引当を除く粗付加価値誘発額合計の3201億円は、費用便益分析にお
ける便益の一部を構成している。



③東部線の運用収支



建設費や地価上昇、波及効果は、同じ建設完了年で起こったフローとする。
ランニングコストや運賃等収益は建設完了年の次の年から毎年発生し続けるものとする。

建設開始時における将来運用収支の割引現在価値合計は
以下のように求められる。

 1~∞(𝑃 /(1 + 𝑟)
𝑘)＝ 𝑃 / 𝑟

P：単年度収支
𝑟：利子率

将来運用収支の割引現在価値合計



科目 定義 按分基準 年単価 東部線の数量 東部線の年額

経常収入 運輸収益

一般会計補助 運用収支には算
入しない

運輸雑収等

経常支出 人件費

経費

減価償却費 運用収支には算
入しない

支払利息 運用収支には算
入しない

運用収支に計上する科目の選別



科目 定義 按分基準

経常収入 運輸収益 輸送量[キロ*千人/年]

運輸雑収等 広告料収入や資産
の有効活用及び附
帯事業収入など

輸送人数[千人/年]

経常支出 人件費 駅務員をはじめとし
た職員の人件費

駅数

経費 電車動力費や施設
の修繕費など

運行量[キロ*本/週]

収支各科目の決定要因（輸送人数）

 桜通線の輸送人数（H23年の値に各駅乗車人数の増加倍率を掛けて最新の輸送人数とする）を、
各駅周辺人口比(桜通対東部)で調整して、東部線の見込輸送人数とする。

 (88290[千人/年]*1.127) * 人口比調整0.875倍 = 87043[千人/年]

輸送人数(利用者数)や運行本数といった、浮動する数量が問題になる

H23桜通線の輸送人数
“https://ja.wikipedia.org/wiki/名古屋市営地下鉄桜通線”

各駅乗車人口の増加
“http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000068179.html”



収支各科目の決定要因（運行本数）

 運行本数は需要（具体的には輸送人数や輸送人キロ数など）に依存すると考えられる

 輸送人キロ数の方が当てはまりは良い。しかし、輸送人キロ数に比例して決まる運行本数に、さ
らに営業キロ数を掛けて経費が決まることになり、理屈上正当化できない

 輸送人キロ数ではなく輸送人数が運行本数を決める需要であるとして計算する
 桜通線2090[本/週] * (東部線見込利用者87043千人/桜通線利用者99478千人) = 1829[本/週]

科目 定義 按分基準

経常収入 運輸収益 輸送量[キロ*千人/年]

運輸雑収等 広告料収入や資産
の有効活用及び附
帯事業収入など

輸送人数[千人/年]

経常支出 人件費 駅務員をはじめとし
た職員の人件費

駅数

経費 電車動力費や施設
の修繕費など

運行量[キロ*本/週]

輸送人数(利用者数)や運行本数といった、浮動する数量が問題になる



科目 既存事業
全体

年単価 桜通線の基準
数量

桜通線の年額 東部線の基準
数量

東部線の年額

運輸収益 700億円 2万6300円
per千人キロ/年

396785 104億円 396146 104億円

運輸雑収等 64億円 1万1000円
per 千人/年

99476 11億円 87043 10億円

(▲)人件費 240億円 2億4200万円
per 駅

21 51億円 17 41億円

(▲)経費 161億円 7万1900円
per本キロ/週

39919 29億円 29078 21億円

差引合計 35.62億円 51.58億円

単年度の運用収支（結果 1）
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つまり1人1キロ26円。
参考に、名古屋~星ヶ丘の
普通運賃は270円/9.6km



科目 既存事業
全体

年単価 桜通線の基準
数量

桜通線の年額 東部線の基準
数量

東部線の年額

運輸収益 700億円 2万6300円
per千人キロ/年

396785 104億円 396146 104億円

運輸雑収等 64億円 1万1000円
per 千人/年

99476 11億円 87043 10億円

(▲)人件費 240億円 2億4200万円
per 駅

21 51億円 17 41億円

(▲)経費 161億円 7万1900円
per本キロ/週

39919 29億円 29078 21億円

差引合計 35.62億円 51.58億円

単年度の運用収支（結果 2）

 桜通線の収支を超えるほどの需要純増が見込めるとは考えにくいので、今回は桜通線の単年度
運用収支（上掲表：35.62億円）を東部線の単年度運用収支として流用する
 ちなみに、同様の方法で推測した他各路線の収支（H24年度）は、東山線175億円、名城名港線90億円、鶴舞
線78億円、上飯田線▲3億円



利子率の選択

「平成27年度の決算見込」・「平成28年度の決算見込」
https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/ABOUT/TRP0000708.htm
https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/ABOUT/TRP0001813/TRF0010902.pdf
https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/ABOUT/TRP0002194/TRF0013088.pdf

平成28年度の支払利息(企業債分)
＝平成28年度の支払利息 – (平成27年度末の資金手当債残高*名古屋市の公債利子率)

利息 / 元本
＝平成28年度の支払利息(企業債分) / 平成27年度末の企業債残高
＝92億円 / 5434億円
＝1.801%

 利子率は、交通局の鉄道事業が実際に直面しているものを用いる

※最近の負債ポートフォリオで算出した平均的利子率



 建設費や地価上昇、波及効果は、同じ建設完了年の1年間で起こったフローとする。
 ランニングコストや運賃等収益は建設完了年の次の年から毎年発生し続けるものとする。

単年度の運用収支は35.62億円、利子率は1.801%なので．．．

建設完了年における将来運用収支の割引現在価値合計
＝  1~∞(𝑃 /(1 + 𝑟)

𝑘)
＝ 𝑃 / 𝑟
＝ 35.62億円 / 1.801%

＝ 1977億円

将来運用収支の割引現在価値合計



結論



費用便益分析の結果

便益の合計値＝3,201億円＋3,023億円＋6,398億円
＝1兆2,622億円

費用の合計値＝5,027億円＋4,421億円
＝9,948億円

純便益＝総便益－総費用＝2674億円



ランニングコストの
Σ割引現在価値

4,421億円

地価上昇

3,023億円

運賃等収益のΣ割
引現在価値

6,398億円

建設事業から生
まれる付加価値

3,201億円

建設費

5,027億円

■事業者以外の享ける便益
■事業者の収支
■地下鉄事業による外部効果

図解
（会計上の収支との関係）



名古屋城木造復元との比較

・名古屋城木造復元について

（平成27年度2月名古屋市タウンミーティング資料より引用）

建設費：400億円

建設工事による波及効果：780億円

収益のΣ割引現在価値：約555億円

純便益＝（780億円＋555億円）－400億円
＝935億円
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ご清聴ありがとうございました。


