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William PettyWilliam Petty曰く曰く RAEM-Light
のご紹介

「私がこのことこのことをおこなうばあいに採用する方法は，現在のところあま

りありふれたものではない．というのは，私は，比較級や最上級のこと

ばのみを用いたり，思弁的な議論をするかわりに，自分のいわんとする

ところを数（数（Number)Number)・重量（・重量（Weight)Weight)または尺度（または尺度（MeasureMeasure））を用

いて表現し，感覚にうったえる議論のみを用い，自然のなかに実現しう

る基礎をもつような諸原因のみを考察するという

手つづき（Course)をとったからであって，個々

人のうつり気・意見・このみ・激情うつり気・意見・このみ・激情に左右される

ような諸原因は，これを他の人たちが考察するの

にまかせておくのである．ぺティ，1690」

『政治算術』，大内兵衛・松川七郎訳，岩波文庫

William Petty (1623-1687)
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便益

費用

「費用便益（対効果）分析」

便益 ： 政策による効用（満足度）の増加分の金銭価値
費用 ： 政策実施に必要な費用

公共投資評価の基本的な考え方公共投資評価の基本的な考え方 RAEM-Light
のご紹介
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公共投資評価の基本的な考え方公共投資評価の基本的な考え方 RAEM-Light
のご紹介

Volume 1 

June 1998
December  1999 Revised

Volume 2 

January 2000
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公共投資評価の基本的な考え方公共投資評価の基本的な考え方 RAEM-Light
のご紹介

費用便益比

便益（Benefit）

費用（Cost）
＝ B/C（ビーバイシー） ＞ １

4



政策実施

従来の費用便益分析であれば・・・
政策実施によって，社会全体の満足度が向上したことは分かる．

しかし，
社会の中で生じている変化（増減）は分からない．

政策実施による社会への影響政策実施による社会への影響 RAEM-Light
のご紹介
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例えば
その１

政策実施による社会への影響政策実施による社会への影響 RAEM-Light
のご紹介

費用 便益

+10

費用便益比（B/C）＝20/10=2.0

+10 +10
+20
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政策実施による社会への影響政策実施による社会への影響 RAEM-Light
のご紹介

費用 便益

+10

費用便益比（B/C）＝20/10=2.0

+40 -20
+20

例えば
その２
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政策実施による社会への影響政策実施による社会への影響 RAEM-Light
のご紹介

費用 便益

+10

費用便益比（B/C）＝7/10=0.7

+10-3

貧しい地域

例えば
その３
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政策実施による社会への影響政策実施による社会への影響 RAEM-Light
のご紹介

費用 便益

10+10=+20

費用便益比（B/C）＝27/20=1.4

-20+10=-1040-3=+37

20+7=+27

貧しい地域

例えば
その４
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そこで，
政策評価に対して

経済シミュレーション経済シミュレーション
「「RAEMRAEM--LightLight」」
を適用する

RAEMRAEM--LightLightの適用の適用 RAEM-Light
のご紹介

ラームラーム ライトライト
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経済シミュレーションモデル経済シミュレーションモデル RAEM-Light
のご紹介

11

需要

価格

供給需要

価格

家計
供給

財供給労働・資本供給

要素財市場 財市場



RAEMRAEM--LightLightの特徴の特徴
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1111133333
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2222288888
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2222233333 44444
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-----11111

00000
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地域別の便益地域別の便益
を計測を計測

細かく
プラス・マイナス
が分かる

ラームラーム ライトライト

RAEM-Lightによるアウトプット

「RAEM-Light」を使うと，
政策実施による社会への影響が，
地域別に「細かく」把握できるため，
その影響が「プラス」なのか「マイナス」なのかが分かる．

RAEM-Light
のご紹介

ラーム ライト
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中国地方における道路ネットワーク整備が
地域経済へ及ぼす影響を「RAEM-Light」を使って分析

中国地方の道路ネットワーク整備への適用中国地方の道路ネットワーク整備への適用 事例分析
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間接的な効果間接的な効果

直接的な効果直接的な効果

従来から多く計測
されている効果

道路が地域に及ぼす影響道路が地域に及ぼす影響

道路整備 時間短縮
費用節減

利用者
増加

代替路の
混雑緩和

生産費
の低下

環境への
被害変化

生活機会
の増大

財・サービス
需要の増大

生産額
の増加

産業立地
の魅力向上

土地資産価値
の向上

土地関連税
の増収

政策規模
の増大

所得税・
法人税の
増収

財・サービス
価格の変化

住宅立地
の魅力上昇

企業利潤
の増加

住民の
所得水準
の向上

人口増加雇用増加

産業立地
の増加

便益計測

RAEMRAEM--LightLightでで
計測する効果計測する効果

事例分析
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分析の対象とする範囲分析の対象とする範囲 事例分析

対象
ネットワーク

対象地域

資料/DRM（Digital Road Map）
九州は道路時刻表を活用 15



資料／国土交通省道路局「道路整備の中期ビジョン」（http://www.mlit.go.jp/road/press/press06/20060601/20060601.html）

概ね１０年後までの供用が目指されている整備計画（赤線）

中国地方の将来道路網計画中国地方の将来道路網計画 事例分析
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対象範囲内のすべての高速道路ネットワークが整備されなかった場合

概ね10年後までに計画されている道路ネットワークが整備された場合

概ね10年後までに尾道松江線が整備されなかった場合

概ね10年後までに姫路鳥取線が整備されなかった場合

概ね10年後までに山陰道（鳥取～山口）が全線整備された場合

シナリオの設定シナリオの設定 事例分析

⇒高速道路が無いと，地域はどうなるのか？

シナリオ

１

シナリオ

２

⇒現在事業化されている道路ネットワークが整備されると，地域はどうなるのか？

シナリオ

３

シナリオ

４

⇒姫路鳥取線がそれぞれ予定通り整備されない場合，地域はどうなるのか？

シナリオ

５

⇒尾道松江線がそれぞれ予定通り整備されない場合，地域はどうなるのか？

⇒山陰道整備が促進された場合，地域はどうなるのか？

※すべてのシナリオについて，「現況に対する影響」を計測 17



-----22222.....55555

-----7777722222.....77777
-----4444411111.....55555

-----222222222211111.....88888-----2222211111

-----6666611111.....66666
-----3333300000.....11111

-----1111177777.....99999

-----77777.....66666
-----1111122222.....22222

4444400000

1111111111

77777.....99999

-----1111133333.....33333

55555.....66666

1111133333.....55555

3333300000.....88888

1111133333.....33333

1111188888.....66666

2222255555.....99999
-----3333333333.....44444

11111.....22222
2222233333.....55555

-----3333333333.....77777

-----1111177777.....11111

11111.....22222

-----99999

-----2222288888.....99999

33333.....44444

1111144444.....77777

-----2222288888.....99999

-----2222277777.....66666

-----11111.....44444
1111100000.....44444

00000.....66666

-----22222.....444441111155555.....66666

1111166666

33333.....44444

-----2222299999.....33333 -----2222244444.....44444
-----55555.....11111

-----3333366666.....22222

1111100000.....55555

66666.....33333

-----1111166666.....55555

総便益（試算値）総便益（試算値）
マイナスマイナス
約１兆円約１兆円//年年

対象範囲内のすべての高速道路ネットワークが整備されなかった場合
シナリオ

１

※黒実線が未整備だった場合

大阪地区

益田地区

鳥取地区

松江地区

長門地区

倉吉地区

津山地区

出雲地区

呉地区

浜田地区

大田地区

庄原地区

三原地区
東広島地区

岡山地区

広島地区

岩国地区

松山地区

萩地区

その他大阪地区

神戸地区
姫路地区

丸亀地区

高松地区

宇和島地区

米子地区

山口地区

下関地区

北九州地区

福岡地区

久留米地区

竹原地区

英田地区
真庭地区

阿新地区

高梁地区

徳山地区

柳井地区

山陰側で便益がプラス

広島・岡山をはじめ都市圏
を中心に便益が大きくマイナス

現状の高速道路ネットワークが無いと，地域全体で便益はマイナス約１兆円！
しかし，地域別にみると，山陰側では便益がプラスになっており，現状の高速道路ネットワーク
の恩恵を十分に受けていないことが分かる

⇒高速道路が無いと，地域はどうなるのか？

人口当たり便益分布
（試算値）

■ 20～
■ 10～20
■ 5～10
■ -5～5
■ -10～-5
■ -20～-10
■ ～ -20

凡 例
（億円/年・十万人）
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11111.....11111

22222.....22222
00000.....66666

11111.....66666-----00000.....44444

-----00000.....33333
-----00000.....22222

00000.....11111

33333.....44444
11111.....11111

11111.....55555

00000

33333.....55555

22222.....44444

11111

11111.....55555

66666.....88888

11111.....88888

2222288888

22222.....99999
11111

-----22222.....11111 -----1111122222.....99999

1111155555.....99999

-----11111

22222.....44444

33333.....77777

22222.....22222

1111177777

6666655555.....11111

99999.....66666

-----11111.....66666

22222.....66666
1111111111.....66666

2222211111

1111111111.....1111122222.....55555

2222200000.....99999

1111133333.....22222

-----77777.....66666 44444.....99999
-----22222.....77777

-----66666.....44444

-----22222.....66666

11111.....22222

2222233333.....11111

概ね10年後までに計画されている道路ネットワークが整備された場合
シナリオ

２

⇒現在事業化されている道路ネットワークが整備されると，地域はどうなるのか？

※赤実線が全て整備された場合
三次地区

福山地区

鳥取地区

松江地区

津山地区

呉地区

庄原地区

三原地区
東広島地区

広島地区

岩国地区

真庭地区

徳山地区

郡家地区

智頭地区

総便益（試算値）総便益（試算値）
プラスプラス

約６５０億円約６５０億円//年年

便益がプラスになっている地区は尾道松江線．姫路鳥取線沿線，東広島呉自動車道沿線に
かたまっている．その他の地区は大きな変化はなく，特に山陰側は現状と大きく変わらない状
況がうかがえる．

人口当たり便益分布
（試算値）

■ 20～
■ 10～20
■ 5～10
■ -5～5
■ -10～-5
■ -20～-10
■ ～ -20

凡 例
（億円/年・十万人）

東広島・呉自動車道整備により，
呉～東広島で
便益がプラス

尾道松江線整備により，
松江～福山にかけて
便益がプラス

姫路鳥取線整備により，
鳥取周辺で
便益がプラス
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11111

33333.....66666
11111

11111.....22222-----00000.....11111

-----00000.....77777
-----00000.....55555

-----00000.....33333

33333.....66666
11111.....22222

00000.....99999

00000.....22222

44444.....88888

55555.....77777

-----00000.....44444

-----1111199999.....66666

-----11111.....66666

11111.....33333

2222288888.....44444

33333.....33333
11111.....44444

-----11111.....99999 -----1111133333.....77777

1111144444.....22222

-----00000.....88888

33333

44444.....22222

22222.....66666

22222.....33333

6666655555.....44444

99999.....44444

-----00000.....88888

-----33333.....99999
77777.....22222

-----44444.....55555

111111111111111.....88888

2222200000.....55555

1111133333

-----44444.....44444 66666.....44444
-----11111.....33333

-----44444.....33333

-----00000.....99999

11111.....66666

-----22222.....44444

概ね10年後までに尾道松江線が整備されなかった場合
シナリオ

３

⇒尾道松江線がそれぞれ予定通り整備されない場合，地域はどうなるのか？

※尾道松江線以外の赤実線が
全て整備された場合

尾道松江線 鳥取地区

出雲地区

呉地区

三原地区
東広島地区

広島地区

岩国地区

徳山地区

郡家地区

智頭地区

浜田地区

英田地区

総便益（試算値）総便益（試算値）
プラスプラス

約５００億円約５００億円//年年

松江～大田地区および三次・庄原においては，便益がマイナスになっており，尾道松江線の
影響を非常に受ける地域といえる．逆に，浜田から下関にかけては，シナリオ２に比べて便益
が上昇しており，広島周辺の取引先が松江から山口方面にシフトした結果であるといえる

人口当たり便益分布
（試算値）

■ 20～
■ 10～20
■ 5～10
■ -5～5
■ -10～-5
■ -20～-10
■ ～ -20

凡 例
（億円/年・十万人）

便益がマイナス

福山でも，シナリオ２に比べて
便益が大きく減少

福山地区

庄原地区

三次地区

大田地区

松江地区

浜田から下関にかけては，
尾道松江未整備により
広島方面との取引活発化し
シナリオ２に比べて便益が上昇

益田地区

長門地区

萩地区

山口地区

下関地区

宇部地区

20



11111.....55555

-----00000.....66666
00000.....44444

11111.....22222-----00000.....44444

-----00000.....33333
-----00000.....22222

00000

22222.....88888
00000.....88888

11111.....44444

-----00000.....11111

33333.....33333

22222.....33333

11111

11111.....55555

77777

11111.....66666

22222.....88888

22222.....88888
00000.....99999

-----22222.....11111 -----1111122222.....88888

1111166666.....11111

-----11111.....11111

22222.....44444

33333.....66666

22222.....11111

1111177777.....11111

6666655555.....33333

99999.....55555

-----11111.....66666

22222.....88888
1111111111.....66666

2222211111.....11111

00000.....6666633333

2222211111.....11111

11111.....66666

-----77777.....11111 11111.....33333
-----22222.....77777

-----66666.....11111

-----22222.....44444

22222

2222233333.....11111

概ね10年後までに姫路鳥取線が整備されなかった場合
シナリオ

４

⇒姫路鳥取線がそれぞれ予定通り整備されない場合，地域はどうなるのか？

姫路鳥取線

※姫路鳥取線以外の赤実線が
全て整備された場合

三次地区

福山地区

松江地区

津山地区

呉地区

庄原地区

三原地区
東広島地区

広島地区

岩国地区

真庭地区

徳山地区

総便益（試算値）総便益（試算値）
プラスプラス

約５７０億円約５７０億円//年年

人口当たり便益分布
（試算値）

■ 20～
■ 10～20
■ 5～10
■ -5～5
■ -10～-5
■ -20～-10
■ ～ -20

凡 例
（億円/年・十万人）

鳥取周辺ではシナリオ２に比べて大きく便益が減少．関西方面では姫路地区で便益がマイナ
スになっている．

鳥取地区

郡家地区

智頭地区

鳥取周辺では
シナリオ２に比べて
大きく便益が減少

姫路地区では
便益がマイナス

（シナリオ２ではプラス）

姫路地区
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11111.....44444

22222.....33333
00000.....55555

11111.....77777-----00000.....44444

00000
-----00000.....11111

00000

33333.....44444
00000.....55555

11111.....55555

00000.....22222

1111166666.....99999

1111155555.....88888

99999.....22222

55555.....22222

99999.....55555

11111.....88888

3333388888.....55555

33333.....77777
2222222222.....66666

-----22222.....33333 -----1111155555.....44444

1111144444

-----00000.....99999

33333.....33333

1111100000.....55555

44444.....99999

1111166666.....44444

6666644444.....77777

99999.....55555

-----11111.....99999

11111.....66666
1111111111.....11111

2222200000.....99999

1111133333.....8888855555.....66666

1111199999.....99999

1111177777.....55555

-----88888 44444.....88888
-----22222.....77777

-----66666.....55555

-----22222.....66666

66666.....77777

2222233333

11111.....44444

22222.....33333
00000.....55555

11111.....77777-----00000.....44444

00000
-----00000.....11111

00000

33333.....44444
00000.....55555

11111.....55555

00000.....22222

1111166666.....99999

1111155555.....88888

99999.....22222

55555.....22222

99999.....55555

11111.....88888

3333388888.....55555

33333.....77777
2222222222.....66666

-----22222.....33333 -----1111155555.....44444

1111144444

-----00000.....99999

33333.....33333

1111100000.....55555

44444.....99999

1111166666.....44444

6666644444.....77777

99999.....55555

-----11111.....99999

11111.....66666
1111111111.....11111

2222200000.....99999

1111133333.....8888855555.....66666

1111199999.....99999

1111177777.....55555

-----88888 44444.....88888
-----22222.....77777

-----66666.....55555

-----22222.....66666

66666.....77777

2222233333

概ね10年後までに山陰道（鳥取～山口）が全線整備された場合
シナリオ

５

⇒山陰道整備が促進された場合，地域はどうなるのか？

山陰道

※赤実線に加えて山陰道全線
が整備された場合

益田地区

鳥取地区

松江地区

長門地区

倉吉地区

津山地区

出雲地区

呉地区

浜田地区

大田地区

庄原地区

三原地区
東広島地区

広島地区

岩国地区

萩地区

米子地区

竹原地区

真庭地区

徳山地区

三次地区

福山地区

郡家地区

智頭地区

総便益（試算値）総便益（試算値）
プラスプラス

約７６０億円約７６０億円//年年

山陰側で便益が大きくプラスになっている．特に，浜田～長門にかえての地域で便益が大きく
プラスになっているのが特徴的である．一方で，岡山周辺地域では姫鳥をはじめとした周辺
地域の道路整備促進により便益が全体的にマイナスになっている．

人口当たり便益分布
（試算値）

■ 20～
■ 10～20
■ 5～10
■ -5～5
■ -10～-5
■ -20～-10
■ ～ -20

凡 例
（億円/年・十万人）

山陰側全域で
便益がプラス

岡山周辺では
他地域のネットワーク整備の
影響で便益がマイナス
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シナリオ２
概ね１０年ネット

シナリオ３
概ね１０年ネット-尾松

シナリオ４
概ね１０年ネット-姫鳥

シナリオ５
概ね１０年ネット＋山陰道

億
円
／
年
・
十
万
人

山陰 山陽 その他

シナリオ別の人口当たりの便益額（試算値）

シナリオ間の比較 事例分析

現状の計画であれば，
山陰・山陽ほぼ同様の効果がある

山陰道整備により
山陰側では便益が大きくプラス

道路ネットワークの観点からは道路ネットワークの観点からは
必ずしも格差是正にはつながらない必ずしも格差是正にはつながらない

尾道松江線・姫路鳥取線が無ければ，
陰陽格差は一層拡大することが予想される

道路ネットワークの観点からは道路ネットワークの観点からは
格差是正への一歩となる格差是正への一歩となる
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どのような道路ネットワークが望ましいのか？どのような道路ネットワークが望ましいのか？ まとめ

陰陽格差が
是正される
ネットワーク？

そもそも
道路は，もう
いらないのか？

RAEM-Lightは
そんな複雑な意思決定時
に有益な情報を
ご提供します

ラーム ライト

山陽側の
競争力を高める
ネットワーク？

公共投資額が削減される中，
今後，一層，重点的かつ適切な政策判断が求められる
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経済シミュレーションモデルの今後経済シミュレーションモデルの今後
今後の
動き

25

（評価のプラットホーム）



ご清聴
ありがとうございました
Thank you very much


