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内容内容

1

１．道路整備が地域経済へ与える効果を経済モデル「１．道路整備が地域経済へ与える効果を経済モデル「RAEMRAEM--
LightLight」を用いて推計します．ここでの効果は，道路整」を用いて推計します．ここでの効果は，道路整
備が備が地域経済へ与える「ストック効果」地域経済へ与える「ストック効果」を示します．を示します．

２．特に，ストック効果の２．特に，ストック効果の地域間バランス地域間バランスに着目した分析をに着目した分析を
行います．行います．

３．分析例として，３．分析例として，東九州自動車道の整備効果（簡易試算版）東九州自動車道の整備効果（簡易試算版）
をご提示します．をご提示します．
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道路事業による経済効果の分類道路事業による経済効果の分類

2

建設期間建設期間 利用期間利用期間開通開通

““フロー効果”フロー効果” ““ストック効果”ストック効果”
※事業実施期間のみの短期的効果 ※事業供用後，長期的に継続する効果
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フロー効果フロー効果

原材料の供給 労働者の供給

土木機械（トラック等）
業者

資材（コンクリート等）
業者

家計（国民）

3

公共投資（道路投資）

政府・自治体

・・・・

・・・・ ・・・・

フロー効果（経済波及効果）

建設業者建設業者

生産・消費誘発生産・消費誘発 消費誘発消費誘発

道路整備道路整備

・・・・

燃料 メンテナンス・・・ 砂利 運搬・・・

追加的に得た所得により・・・追加的な発注と発注に応じて生産した利益により・・・
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ストック効果ストック効果

間接効果

直接効果

代表的なストック効果
（地域経済へ与える効果）

時間短縮

国交省のB/Cマニュアルでは
直接効果の時間短縮効果を
経済効果（便益）として計上

しています

道路整備

時間短縮が地域経済
にどのような効果をも
たらすかを把握するた
めには，間接効果を
計測する必要があり

ます

・・・ストック効果は直接効果と間接効果に分類されます

地域経済の成長

物流（生産）コスト
低減

産業収益（付加価値）
の向上

家計所得
の向上

4



復建調査設計株式会社 2009 All rights reservedC 5

RAEMRAEM--LightLightが表現するストック効果計測のロジックが表現するストック効果計測のロジック
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【出力データ】

便益 産業の生産額
変化

所得水準
変化

地域間交易
変化

【入力データ】

ＤＲＭ（Digital Road Map），
道路交通センサス（交通量配分）

既存統計データ

拠点間の所要時間変化

国勢調査，市町村民経済計算，
工業統計，事業所統計，産業連関表，

道路交通センサス

既存統計データ

モデル用パラメータの算出

地域別の経済状況の再現

【モデル構築用データ】

RAEMRAEM--LightLightの入力データと出力データの入力データと出力データ
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宮崎県におけるRAEM-Lightの簡易的試算結果
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出出出出出水水水水水地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿児児児児児島島島島島地地地地地区区区区区

川川川川川内内内内内地地地地地区区区区区

大大大大大分分分分分地地地地地区区区区区

長長長長長崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

別別別別別杵杵杵杵杵・・・・・速速速速速見見見見見地地地地地区区区区区

日日日日日向向向向向地地地地地区区区区区

熊熊熊熊熊本本本本本地地地地地区区区区区

天天天天天草草草草草地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐世世世世世保保保保保地地地地地区区区区区

八八八八八代代代代代地地地地地区区区区区

諫諫諫諫諫早早早早早地地地地地区区区区区

芦芦芦芦芦北北北北北地地地地地区区区区区

延延延延延岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

宮宮宮宮宮崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

福福福福福岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐伯伯伯伯伯地地地地地区区区区区

大大大大大牟牟牟牟牟田田田田田地地地地地区区区区区

北北北北北九九九九九州州州州州地地地地地区区区区区

北北北北北松松松松松地地地地地区区区区区

島島島島島原原原原原地地地地地区区区区区

日日日日日南南南南南地地地地地区区区区区

南南南南南薩薩薩薩薩地地地地地区区区区区

国国国国国東東東東東地地地地地区区区区区

大大大大大隅隅隅隅隅地地地地地区区区区区

姶姶姶姶姶良良良良良地地地地地区区区区区

指指指指指宿宿宿宿宿地地地地地区区区区区

武武武武武雄雄雄雄雄・・・・・鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊万万万万万里里里里里地地地地地区区区区区

唐唐唐唐唐津津津津津地地地地地区区区区区

宇宇宇宇宇佐佐佐佐佐・・・・・高高高高高田田田田田地地地地地区区区区区

阿阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇蘇地地地地地区区区区区
竹竹竹竹竹田田田田田・・・・・直直直直直入入入入入地地地地地区区区区区

八八八八八女女女女女地地地地地区区区区区

甘甘甘甘甘木木木木木地地地地地区区区区区

筑筑筑筑筑豊豊豊豊豊地地地地地区区区区区

日日日日日田田田田田・・・・・玖玖玖玖玖珠珠珠珠珠地地地地地区区区区区

中中中中中津津津津津・・・・・下下下下下毛毛毛毛毛地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿本本本本本地地地地地区区区区区

鳥鳥鳥鳥鳥栖栖栖栖栖地地地地地区区区区区
佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊佐佐佐佐佐地地地地地区区区区区小小小小小林林林林林・・・・・西西西西西諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区
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球球球球球磨磨磨磨磨地地地地地区区区区区

有有有有有明明明明明地地地地地区区区区区

「分析対象地域の生産状況（地域内総生産；「分析対象地域の生産状況（地域内総生産；GRPGRP）」）」

8
※GRP；Gross Regional Product（地域内総生産）の略称で地域レベルのGDP
※本データは各県のH16市町村民経済計算を集計した値
※サービス業には金融，保険，不動産，公務，教育等を含む
※ゾーン区分は２次生活圏

耕種農業

83

3.0%

畜産

9

0.3%

林業

41

1.5% 水産業

20

0.7%

製造業

314

11.5%

建設業

325

11.9%

サービス業

1,932

71 .0%

耕種農業

594

3.4%

畜産

64

0.4%

林業

32

0.2% 水産業

36

0.2%

製造業

1,923

11.1%
建設業

1,403

8.1%

サービス業

13,275

76.6%

耕種農業

310

5.2%

畜産

33

0.6%

林業

17

0.3% 水産業

0

0.0%

製造業

1,028

17.2%

建設業

439

7.3%
サービス業

4,160

69.5%

耕種農業

61

1.2%

畜産

7

0.1%

林業

26

0.5%
水産業

40

0.8%

製造業

1,217

24.1%

建設業

515

10.2%

サービス業

3,175

63 .0%

延岡地区

日向地区

都城・北諸県地区

宮崎地区

GRP
5,040億円

GRP
2,723億円

GRP
5,988億円

GRP
1兆7,326億円

10,000

5,000

2,500

地域内総生産（GRP）
（億円/年）

■地域内総生産（GRP）
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「分析対象路線」と「試算結果の主な留意点」「分析対象路線」と「試算結果の主な留意点」

分析対象路線；
東九州自動車道

（津久見IC～西都IC）

「分析対象路線」「分析対象路線」
九州地方内の現在の道路ネットワークに対して東九州自
動車道（津久見IC～西都IC）供用後の効果を計測

「試算結果の主な留意点」「試算結果の主な留意点」

１．すべての経済主体が合理的な行動を行うことを
前提とした結果です．

２．算出方法は，ある一時点の経済状況を基準に道
路ネットワーク整備有り無しにより分析してお
ります．そのため，景気変動等の時系列的な経
済変化は考慮されていません．

３．自動車による陸上物流を対象に分析しているた
め，通勤による移動や打ち合わせのための移動
などの人流変化による効果は考慮されていませ
ん．また，海上物流や航空物流へ与える影響は
計測していません．

４．道路整備によって企業は利便性の高い地区へ移
動するように設定しています．ただし，労働者
は地区内の産業間を移動するのみとしており，
地区を越えて移動しないものとして設定してい
ます．（つまり人口移動は想定していません）

５．道路整備による所要時間短縮効果のみを簡易的
にモデルにインプットしています．そのため，
有料道路による料金抵抗および交通混雑緩和効
果などは対象にしていません．

６．産業分類は簡易的に耕種農業，畜産，林業，漁
業，製造業，建設業等，サービス業の７分類で
分析しています．

７．道路整備によってサービス業以外の業種は物流
コストが低減するように設定していますが，
サービス業についてはコスト変化しないものと
しています．

※上述5～7については本格的な分析を実施することで改善する
ことが可能です．
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八八八八八代代代代代地地地地地区区区区区

諫諫諫諫諫早早早早早地地地地地区区区区区

芦芦芦芦芦北北北北北地地地地地区区区区区

延延延延延岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

宮宮宮宮宮崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

福福福福福岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐伯伯伯伯伯地地地地地区区区区区

大大大大大牟牟牟牟牟田田田田田地地地地地区区区区区

北北北北北九九九九九州州州州州地地地地地区区区区区

北北北北北松松松松松地地地地地区区区区区

島島島島島原原原原原地地地地地区区区区区

日日日日日南南南南南地地地地地区区区区区

南南南南南薩薩薩薩薩地地地地地区区区区区

国国国国国東東東東東地地地地地区区区区区

大大大大大隅隅隅隅隅地地地地地区区区区区

姶姶姶姶姶良良良良良地地地地地区区区区区

指指指指指宿宿宿宿宿地地地地地区区区区区

武武武武武雄雄雄雄雄・・・・・鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊万万万万万里里里里里地地地地地区区区区区

唐唐唐唐唐津津津津津地地地地地区区区区区

宇宇宇宇宇佐佐佐佐佐・・・・・高高高高高田田田田田地地地地地区区区区区

阿阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇蘇地地地地地区区区区区
竹竹竹竹竹田田田田田・・・・・直直直直直入入入入入地地地地地区区区区区

八八八八八女女女女女地地地地地区区区区区

甘甘甘甘甘木木木木木地地地地地区区区区区

筑筑筑筑筑豊豊豊豊豊地地地地地区区区区区

日日日日日田田田田田・・・・・玖玖玖玖玖珠珠珠珠珠地地地地地区区区区区

中中中中中津津津津津・・・・・下下下下下毛毛毛毛毛地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿本本本本本地地地地地区区区区区

鳥鳥鳥鳥鳥栖栖栖栖栖地地地地地区区区区区
佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊佐佐佐佐佐地地地地地区区区区区小小小小小林林林林林・・・・・西西西西西諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

都都都都都城城城城城・・・・・北北北北北諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

久久久久久留留留留留米米米米米地地地地地区区区区区

球球球球球磨磨磨磨磨地地地地地区区区区区

有有有有有明明明明明地地地地地区区区区区

-----22222.....77777

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

-----77777.....33333

111113333355555.....44444

-----88888.....44444

1111122222.....99999

8888811111.....44444

-----5555588888.....99999

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

-----22222.....88888

-----77777.....77777

-----77777.....88888

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

111117777788888.....77777

111112222244444.....99999

-----4444422222.....88888

4444499999

-----99999.....44444

-----6666611111.....33333

-----11111.....77777

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

1111100000.....44444

-----22222.....77777

44444.....44444

44444.....55555

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

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

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

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

-----55555.....44444
77777.....11111

-----33333.....22222
00000.....66666

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

-----99999.....66666

-----1111144444.....66666

-----22222.....99999

33333.....44444

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

-----1111144444.....22222
-----1111166666

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

1111177777.....33333

-----1111188888.....33333

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

-----1111122222.....88888
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東九州自動車道が地域経済へ与えるストック効果東九州自動車道が地域経済へ与えるストック効果

■便益分布（億円/年） ■人口当たり便益分布（億円/年・万人）

プラスの便益額プラスの便益額
トップは延岡地区トップは延岡地区

マイナスの便益額トップはマイナスの便益額トップは
北九州地区と熊本地区北九州地区と熊本地区

人口当たりで人口当たりで
見ても延岡地見ても延岡地
区はプラスの区はプラスの
便益トップ便益トップ

延岡地区・北九州地区・熊本地区を対象に，効果のメカニズムを整理します延岡地区・北九州地区・熊本地区を対象に，効果のメカニズムを整理します

便益分布（試算値）

■ 10～
■ 5～10
■ 1～5
■ -1～1
■ -5～-1
■ -10～-5
■ ～-10

凡 例
（億円/年）

便益分布（試算値）

■ 150～
■ 50～150
■ 10～50
■ -10～10
■ -50～-10
■ -150～-50
■ ～-150

凡 例
（億円/年）

総便益；約300億円/年
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出出出出出水水水水水地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿児児児児児島島島島島地地地地地区区区区区

川川川川川内内内内内地地地地地区区区区区

大大大大大分分分分分地地地地地区区区区区

長長長長長崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

別別別別別杵杵杵杵杵・・・・・速速速速速見見見見見地地地地地区区区区区

日日日日日向向向向向地地地地地区区区区区

熊熊熊熊熊本本本本本地地地地地区区区区区

天天天天天草草草草草地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐世世世世世保保保保保地地地地地区区区区区

八八八八八代代代代代地地地地地区区区区区

諫諫諫諫諫早早早早早地地地地地区区区区区

芦芦芦芦芦北北北北北地地地地地区区区区区

延延延延延岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

宮宮宮宮宮崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

福福福福福岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐伯伯伯伯伯地地地地地区区区区区

大大大大大牟牟牟牟牟田田田田田地地地地地区区区区区

北北北北北九九九九九州州州州州地地地地地区区区区区

北北北北北松松松松松地地地地地区区区区区

島島島島島原原原原原地地地地地区区区区区

日日日日日南南南南南地地地地地区区区区区

南南南南南薩薩薩薩薩地地地地地区区区区区

国国国国国東東東東東地地地地地区区区区区

大大大大大隅隅隅隅隅地地地地地区区区区区

姶姶姶姶姶良良良良良地地地地地区区区区区

指指指指指宿宿宿宿宿地地地地地区区区区区

武武武武武雄雄雄雄雄・・・・・鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊万万万万万里里里里里地地地地地区区区区区

唐唐唐唐唐津津津津津地地地地地区区区区区

宇宇宇宇宇佐佐佐佐佐・・・・・高高高高高田田田田田地地地地地区区区区区

阿阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇蘇地地地地地区区区区区

竹竹竹竹竹田田田田田・・・・・直直直直直入入入入入地地地地地区区区区区

八八八八八女女女女女地地地地地区区区区区

甘甘甘甘甘木木木木木地地地地地区区区区区

筑筑筑筑筑豊豊豊豊豊地地地地地区区区区区

日日日日日田田田田田・・・・・玖玖玖玖玖珠珠珠珠珠地地地地地区区区区区

中中中中中津津津津津・・・・・下下下下下毛毛毛毛毛地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿本本本本本地地地地地区区区区区

鳥鳥鳥鳥鳥栖栖栖栖栖地地地地地区区区区区
佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊佐佐佐佐佐地地地地地区区区区区小小小小小林林林林林・・・・・西西西西西諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

都都都都都城城城城城・・・・・北北北北北諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

久久久久久留留留留留米米米米米地地地地地区区区区区

球球球球球磨磨磨磨磨地地地地地区区区区区

有有有有有明明明明明地地地地地区区区区区

北九州北九州
地区地区

福岡福岡
地区地区

熊本熊本
地区地区

鹿児島鹿児島
地区地区

宮崎宮崎
地区地区

延岡延岡
地区地区

78.6分⇒78.6分
変化なし

275.3分⇒275.3分
変化なし

168.9分⇒168.9分
変化なし

281.6分⇒281.6分
変化なし

261.8分⇒230.2分
約32分短縮

出出出出出水水水水水地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿児児児児児島島島島島地地地地地区区区区区

川川川川川内内内内内地地地地地区区区区区

大大大大大分分分分分地地地地地区区区区区

長長長長長崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

別別別別別杵杵杵杵杵・・・・・速速速速速見見見見見地地地地地区区区区区

日日日日日向向向向向地地地地地区区区区区

熊熊熊熊熊本本本本本地地地地地区区区区区

天天天天天草草草草草地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐世世世世世保保保保保地地地地地区区区区区

八八八八八代代代代代地地地地地区区区区区

諫諫諫諫諫早早早早早地地地地地区区区区区

芦芦芦芦芦北北北北北地地地地地区区区区区

延延延延延岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

宮宮宮宮宮崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

福福福福福岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐伯伯伯伯伯地地地地地区区区区区

大大大大大牟牟牟牟牟田田田田田地地地地地区区区区区

北北北北北九九九九九州州州州州地地地地地区区区区区

北北北北北松松松松松地地地地地区区区区区

島島島島島原原原原原地地地地地区区区区区

日日日日日南南南南南地地地地地区区区区区

南南南南南薩薩薩薩薩地地地地地区区区区区

国国国国国東東東東東地地地地地区区区区区

大大大大大隅隅隅隅隅地地地地地区区区区区

姶姶姶姶姶良良良良良地地地地地区区区区区

指指指指指宿宿宿宿宿地地地地地区区区区区

武武武武武雄雄雄雄雄・・・・・鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊万万万万万里里里里里地地地地地区区区区区

唐唐唐唐唐津津津津津地地地地地区区区区区

宇宇宇宇宇佐佐佐佐佐・・・・・高高高高高田田田田田地地地地地区区区区区

阿阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇蘇地地地地地区区区区区
竹竹竹竹竹田田田田田・・・・・直直直直直入入入入入地地地地地区区区区区

八八八八八女女女女女地地地地地区区区区区

甘甘甘甘甘木木木木木地地地地地区区区区区

筑筑筑筑筑豊豊豊豊豊地地地地地区区区区区

日日日日日田田田田田・・・・・玖玖玖玖玖珠珠珠珠珠地地地地地区区区区区

中中中中中津津津津津・・・・・下下下下下毛毛毛毛毛地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿本本本本本地地地地地区区区区区

鳥鳥鳥鳥鳥栖栖栖栖栖地地地地地区区区区区
佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊佐佐佐佐佐地地地地地区区区区区小小小小小林林林林林・・・・・西西西西西諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

都都都都都城城城城城・・・・・北北北北北諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

久久久久久留留留留留米米米米米地地地地地区区区区区

球球球球球磨磨磨磨磨地地地地地区区区区区

有有有有有明明明明明地地地地地区区区区区

北九州北九州
地区地区

福岡福岡
地区地区

熊本熊本
地区地区

鹿児島鹿児島
地区地区

宮崎宮崎
地区地区

延岡延岡
地区地区

261.8分⇒230.2分
約32分短縮

249.0分⇒220.6分
約28分短縮

186.9分⇒186.9分
変化なし

249.5分⇒205.9分
約44分短縮

136.6分⇒93.2分
約43分短縮
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ストック効果発生のメカニズムストック効果発生のメカニズム STEP1STEP1

■「北九州地区」と主な地区との所要時間変化■「延岡地区」と主な地区との所要時間変化

※現況の地区間の所要時間は，H17道路交通センサスの混雑時旅行速度を使用した値．
将来の所要時間は，東九州自動車道を一律80km/hで設定した場合の値（その他の道路は現況の旅行速度と同様の値を設定）
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ストック効果発生のメカニズムストック効果発生のメカニズム STEP1STEP1（つづき）（つづき）

■「熊本地区」と主な地区との所要時間変化

出出出出出水水水水水地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿児児児児児島島島島島地地地地地区区区区区

川川川川川内内内内内地地地地地区区区区区

大大大大大分分分分分地地地地地区区区区区

長長長長長崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

別別別別別杵杵杵杵杵・・・・・速速速速速見見見見見地地地地地区区区区区

日日日日日向向向向向地地地地地区区区区区

熊熊熊熊熊本本本本本地地地地地区区区区区

天天天天天草草草草草地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐世世世世世保保保保保地地地地地区区区区区

八八八八八代代代代代地地地地地区区区区区

諫諫諫諫諫早早早早早地地地地地区区区区区

芦芦芦芦芦北北北北北地地地地地区区区区区

延延延延延岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

宮宮宮宮宮崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

福福福福福岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐伯伯伯伯伯地地地地地区区区区区

大大大大大牟牟牟牟牟田田田田田地地地地地区区区区区

北北北北北九九九九九州州州州州地地地地地区区区区区

北北北北北松松松松松地地地地地区区区区区

島島島島島原原原原原地地地地地区区区区区

日日日日日南南南南南地地地地地区区区区区

南南南南南薩薩薩薩薩地地地地地区区区区区

国国国国国東東東東東地地地地地区区区区区

大大大大大隅隅隅隅隅地地地地地区区区区区

姶姶姶姶姶良良良良良地地地地地区区区区区

指指指指指宿宿宿宿宿地地地地地区区区区区

武武武武武雄雄雄雄雄・・・・・鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊万万万万万里里里里里地地地地地区区区区区

唐唐唐唐唐津津津津津地地地地地区区区区区

宇宇宇宇宇佐佐佐佐佐・・・・・高高高高高田田田田田地地地地地区区区区区

阿阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇蘇地地地地地区区区区区
竹竹竹竹竹田田田田田・・・・・直直直直直入入入入入地地地地地区区区区区

八八八八八女女女女女地地地地地区区区区区

甘甘甘甘甘木木木木木地地地地地区区区区区

筑筑筑筑筑豊豊豊豊豊地地地地地区区区区区

日日日日日田田田田田・・・・・玖玖玖玖玖珠珠珠珠珠地地地地地区区区区区

中中中中中津津津津津・・・・・下下下下下毛毛毛毛毛地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿本本本本本地地地地地区区区区区

鳥鳥鳥鳥鳥栖栖栖栖栖地地地地地区区区区区
佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊佐佐佐佐佐地地地地地区区区区区小小小小小林林林林林・・・・・西西西西西諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

都都都都都城城城城城・・・・・北北北北北諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

久久久久久留留留留留米米米米米地地地地地区区区区区

球球球球球磨磨磨磨磨地地地地地区区区区区

有有有有有明明明明明地地地地地区区区区区

北九州北九州
地区地区

福岡福岡
地区地区

熊本熊本
地区地区

鹿児島鹿児島
地区地区

宮崎宮崎
地区地区

延岡延岡
地区地区

127.2分⇒127.2分
変化なし

168.9分⇒168.9分
変化なし

186.9分⇒186.9分
変化なし

177.7分⇒177.7分
変化なし

172.2分⇒172.2分
変化なし

※現況の地区間の所要時間は，H17道路交通センサスの混雑時旅行速度を使用した値．
将来の所要時間は，供用区間を一律80km/hで設定した場合の値
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出出出出出水水水水水地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿児児児児児島島島島島地地地地地区区区区区

川川川川川内内内内内地地地地地区区区区区

大大大大大分分分分分地地地地地区区区区区

長長長長長崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

別別別別別杵杵杵杵杵・・・・・速速速速速見見見見見地地地地地区区区区区

日日日日日向向向向向地地地地地区区区区区

熊熊熊熊熊本本本本本地地地地地区区区区区

天天天天天草草草草草地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐世世世世世保保保保保地地地地地区区区区区

八八八八八代代代代代地地地地地区区区区区

諫諫諫諫諫早早早早早地地地地地区区区区区

芦芦芦芦芦北北北北北地地地地地区区区区区

延延延延延岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

宮宮宮宮宮崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

福福福福福岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐伯伯伯伯伯地地地地地区区区区区

大大大大大牟牟牟牟牟田田田田田地地地地地区区区区区

北北北北北九九九九九州州州州州地地地地地区区区区区

地地地地地区区区区区

島島島島島原原原原原地地地地地区区区区区

日日日日日南南南南南地地地地地区区区区区

南南南南南薩薩薩薩薩地地地地地区区区区区

国国国国国東東東東東地地地地地区区区区区

大大大大大隅隅隅隅隅地地地地地区区区区区

姶姶姶姶姶良良良良良地地地地地区区区区区

指指指指指宿宿宿宿宿地地地地地区区区区区

武武武武武雄雄雄雄雄・・・・・鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊万万万万万里里里里里地地地地地区区区区区

唐唐唐唐唐津津津津津地地地地地区区区区区

宇宇宇宇宇佐佐佐佐佐・・・・・高高高高高田田田田田地地地地地区区区区区

阿阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇蘇地地地地地区区区区区

竹竹竹竹竹田田田田田・・・・・直直直直直入入入入入地地地地地区区区区区

八八八八八女女女女女地地地地地区区区区区

甘甘甘甘甘木木木木木地地地地地区区区区区

筑筑筑筑筑豊豊豊豊豊地地地地地区区区区区

日日日日日田田田田田・・・・・玖玖玖玖玖珠珠珠珠珠地地地地地区区区区区

中中中中中津津津津津・・・・・下下下下下毛毛毛毛毛地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿本本本本本地地地地地区区区区区

鳥鳥鳥鳥鳥栖栖栖栖栖地地地地地区区区区区
佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊佐佐佐佐佐地地地地地区区区区区小小小小小林林林林林・・・・・西西西西西諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

都都都都都城城城城城・・・・・北北北北北諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

久久久久久留留留留留米米米米米地地地地地区区区区区

球球球球球磨磨磨磨磨地地地地地区区区区区

有有有有有明明明明明地地地地地区区区区区
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1位；宮崎地区 69.0億円増
2位；福岡地区 56.1億円増
3位；大分地区 50.3億円増
4位；鹿児島地区 41.1億円増
5位；北九州地区 36.5億円増

ワースト3位；大牟田地区 0.6億円減
ワースト2位；熊本地区 2.1億円減
ワースト1位；日向地区 14.8億円減

■延岡地区の取引先別変化量の降順

延岡地区の
総取引（出荷）変化量

約442億円増
（7,759億円→8,201億円）

■北九州地区の取引先別変化量の降順

北九州地区の
総取引（出荷）変化量

約180億円減
（8兆8,828億円→8兆8,649億円）

1位；延岡地区 36.2億円増
2位；日向地区 25.4億円増
3位；佐伯地区 4.5億円増

ワースト5位；都城・北諸県地区 11.8億円減
ワースト4位；大分地区 20.2億円減
ワースト3位；福岡地区 24.9億円減
ワースト2位；北九州地区 38.7億円減
ワースト1位；宮崎地区 41.5億円減

■延岡・北九州・熊本地区の取引変化

延岡地区の
総取引（出荷）変化量
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■熊本地区の取引先別変化量の降順

ワースト5位；日向地区 12.0億円減
ワースト4位；熊本地区 13.3億円減

ワースト3位；都城・北諸県地区 14.8億円減
ワースト2位；延岡地区 15.6億円減
ワースト1位；宮崎地区 53.9億円減

熊本地区の
総取引（出荷）変化量

約194億円減
（6兆636億円→6兆441億円）

北九州北九州
地区地区

熊本熊本
地区地区

延岡延岡
地区地区

福岡地区

大分地区

日向地区

宮崎地区

都城・北諸県地区

鹿児島地区

※延岡地区は増加する取引を，北九州・熊本地区は減少する取引を記載
※本取引変化は，モデルによる推計値

北九州・熊本地区の取引先
を延岡地区が奪取

取引増
取引減

～20億円

20～50億円

50億円～

出荷額変化量
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出出出出出水水水水水地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿児児児児児島島島島島地地地地地区区区区区

川川川川川内内内内内地地地地地区区区区区

大大大大大分分分分分地地地地地区区区区区

長長長長長崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

別別別別別杵杵杵杵杵・・・・・速速速速速見見見見見地地地地地区区区区区

日日日日日向向向向向地地地地地区区区区区

熊熊熊熊熊本本本本本地地地地地区区区区区

天天天天天草草草草草地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐世世世世世保保保保保地地地地地区区区区区

八八八八八代代代代代地地地地地区区区区区

諫諫諫諫諫早早早早早地地地地地区区区区区

芦芦芦芦芦北北北北北地地地地地区区区区区

延延延延延岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

宮宮宮宮宮崎崎崎崎崎地地地地地区区区区区

福福福福福岡岡岡岡岡地地地地地区区区区区

佐佐佐佐佐伯伯伯伯伯地地地地地区区区区区

大大大大大牟牟牟牟牟田田田田田地地地地地区区区区区

北北北北北九九九九九州州州州州地地地地地区区区区区

北北北北北松松松松松地地地地地区区区区区

島島島島島原原原原原地地地地地区区区区区

日日日日日南南南南南地地地地地区区区区区

南南南南南薩薩薩薩薩地地地地地区区区区区

国国国国国東東東東東地地地地地区区区区区

大大大大大隅隅隅隅隅地地地地地区区区区区

姶姶姶姶姶良良良良良地地地地地区区区区区

指指指指指宿宿宿宿宿地地地地地区区区区区

武武武武武雄雄雄雄雄・・・・・鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊万万万万万里里里里里地地地地地区区区区区

唐唐唐唐唐津津津津津地地地地地区区区区区

宇宇宇宇宇佐佐佐佐佐・・・・・高高高高高田田田田田地地地地地区区区区区

阿阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇蘇地地地地地区区区区区
竹竹竹竹竹田田田田田・・・・・直直直直直入入入入入地地地地地区区区区区

八八八八八女女女女女地地地地地区区区区区

甘甘甘甘甘木木木木木地地地地地区区区区区

筑筑筑筑筑豊豊豊豊豊地地地地地区区区区区

日日日日日田田田田田・・・・・玖玖玖玖玖珠珠珠珠珠地地地地地区区区区区

中中中中中津津津津津・・・・・下下下下下毛毛毛毛毛地地地地地区区区区区

鹿鹿鹿鹿鹿本本本本本地地地地地区区区区区

鳥鳥鳥鳥鳥栖栖栖栖栖地地地地地区区区区区
佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀地地地地地区区区区区

伊伊伊伊伊佐佐佐佐佐地地地地地区区区区区小小小小小林林林林林・・・・・西西西西西諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

都都都都都城城城城城・・・・・北北北北北諸諸諸諸諸県県県県県地地地地地区区区区区

久久久久久留留留留留米米米米米地地地地地区区区区区

球球球球球磨磨磨磨磨地地地地地区区区区区

有有有有有明明明明明地地地地地区区区区区
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熊本地区

生産額の変化量（億円）

生産額の変化率（％）
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北九州地区

生産額の変化量（億円）

生産額の変化率（％）

4.7 4.8 4.9 8.7
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延岡地区

生産額の変化量（億円）

生産額の変化率（％）

熊本地区熊本地区
宮崎，延岡，都城・北諸県地区など南九州地域との取引（出荷）の減
少（市場競争力の相対的減）により，特に，製造業の減少が見られる．
しかし，変化率（成長率）ベースでは大きな変化はみられない．

北九州地区北九州地区
福岡・北九州地区など北九州地域及び宮崎地区との取引（出荷）の
減少（市場競争力の相対的減）により，特に，製造業の減少が見られ
る．しかし，変化率（成長率）ベースでは大きな変化は見られない．

延岡地区延岡地区
宮崎・大分などの沿線地区や福岡方面に対する市場競争力の相対的
な強化により，取引（出荷）を増大させることが可能となり，特に製造業
に関して著しい生産増が期待される．さらに，変化率（成長率）ベース
でみると製造業のみならず畜産業でも大きな効果が期待される．

延岡延岡
地区地区

熊本熊本
地区地区

北九州北九州
地区地区

熊本地区の生産変化 北九州地区の生産変化

延岡地区の生産変化
建
設
業

建
設
業

建
設
業

※GRP；Gross Regional Product（地域内総生産）の略称で地域レベルのGDP

地域内総生産（GRP）成長率；0.43%減

地域内総生産（GRP）成長率；5.65%増

地域内総生産（GRP）成長率；0.30%減

我が国の経済成長率
（GDP成長率）

年率1.9%（2007年）

GRP成長率は延岡の
増加が顕著で，

北九州・熊本の減少は
大きくない
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-----88888.....44444

1111122222.....99999

8888811111.....44444

-----5555588888.....99999

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

-----22222.....88888

-----77777.....77777

-----77777.....88888

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

111117777788888.....77777

111112222244444.....99999

-----4444422222.....88888

4444499999

-----99999.....44444

-----6666611111.....33333

-----11111.....77777

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

1111100000.....44444

-----22222.....77777

44444.....44444

44444.....55555

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

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

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

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

-----55555.....44444
77777.....11111

-----33333.....22222
00000.....66666

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

-----99999.....66666

-----1111144444.....66666

-----22222.....99999

33333.....44444

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

-----1111144444.....22222
-----1111166666

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

1111177777.....33333

-----1111188888.....33333

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

-----1111122222.....88888
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ストック効果発生のメカニズムストック効果発生のメカニズム STEP4STEP4～～66

便益分布（試算値）

■ 150～
■ 50～150
■ 10～50
■ -10～10
■ -50～-10
■ -100～-50
■ ～-100

所得水準；所得水準；0.270.27％減％減
消費量；消費量；88兆兆4.3454.345億円億円

→ → 88兆兆4.2384.238億円億円

（（107107億円億円//年減）年減）
便益；便益；－－61.361.3億円億円//年年

所得水準；所得水準；4.424.42％増％増
消費量；消費量；8.0098.009億円億円

→ → 8.3038.303億円億円

（（294294億円億円//年増）年増）
便益；便益；178.7178.7億円億円//年年

所得水準；所得水準；0.350.35％減％減
消費量；消費量；66兆兆204204億円億円

→ → 66兆兆106106億円億円

（（9898億円億円//年減）年減）
便益；便益；－－58.958.9億円億円//年年

凡 例
（億円/年）

■便益分布（億円/年）

総便益；約300億円/年
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地域間公平性の視点でみる東九州自動車道の必要性地域間公平性の視点でみる東九州自動車道の必要性

■既存の高速道路ネットワーク（P9の黒実線）の効果 ■既存の高速道路ネットワーク＋東九州自動車道整備の効果

便益分布（億円/年）

現在のネットワーク体系でマ
イナスの便益をうけている延
岡・日向地区が，東九州自動
車道整備でプラスの便益

に転換

便益分布（試算値）

■ 200～
■ 50～200
■ 10～50
■ -10～10
■ -50～-10
■ -200～-50
■ ～-200

凡 例
（億円/年）
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地域間公平性の視点でみる東九州自動車道の必要性地域間公平性の視点でみる東九州自動車道の必要性

現在のネットワーク体系でマ
イナスの便益をうけている延
岡・日向地区が，東九州自動
車道整備でプラスの便益

に転換

■既存の高速道路ネットワーク＋東九州自動車道整備の効果

人口当たり便益分布（億円/年・万人）

便益分布（試算値）

■ 10～
■ 5～10
■ 1～5
■ -1～1
■ -5～-1
■ -10～-5
■ ～-10

凡 例
（億円/年）

■既存の高速道路ネットワーク（P9の黒実線）の効果
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簡易的試算結果の総括簡易的試算結果の総括
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１．東九州自動車道の整備は，延岡地区を代表に宮崎県内産１．東九州自動車道の整備は，延岡地区を代表に宮崎県内産
業の業の地域間競争力を強化することによって地域内総生産地域間競争力を強化することによって地域内総生産
（（GRPGRP）を向上）を向上させることが期待されます．させることが期待されます．

２．宮崎県内の延岡・日向地区は既存の高速道路ネットワー２．宮崎県内の延岡・日向地区は既存の高速道路ネットワー
ク整備によりク整備により負の便益を受けていたのに対して，東九州負の便益を受けていたのに対して，東九州
自動車道整備によって，正の便益に転換する自動車道整備によって，正の便益に転換することが期待ことが期待
されます．このことは，されます．このことは，地域間公平性（効果のバラン地域間公平性（効果のバラン
ス）の観点からみて当該道路整備の有効性を示しているス）の観点からみて当該道路整備の有効性を示している
と言えます．と言えます．


