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国は、2012年 4月に新関西国際空港株式会社（以下、新関空会社）を設立し、同年 7月に

新関空会社の下に、関西国際空港（関空）と大阪国際空港（伊丹）の経営を統合した。 新

関空会社は、地元自治体などの所有する大阪国際空港ターミナル株式会社を 2013年中にグル

ープ内に置き、また、来年度末を目途に、関空と伊丹２空港を経営委託するといわれている。 

また、最近の報道によれば、政府はこれら２空港に加えて、神戸空港についても空港経営の

統合対象として検討することを表明した。 このレポートでは、利用者の視点から近畿地方

の航空ネットワークの中心にあるこれら３空港の経営統合の意味と、今後望まれる施策につ

いて、基礎的なスタディーを踏まえて整理している。 

 

１．近畿地方の航空交通の現状 

 

伊丹空港の潜在価値を検討するために日本における政治経済の中心である関東地方と、第

２の中心である近畿地方の航空交通（国内線）を比較することによって、近畿地方の航空交

通の現状、ならびに伊丹空港の現状を理解する。 

 

関西圏を関東圏と比較すると、航空需要が経済規模のわりに小さい。 伊丹空港を発着する機

種は羽田や関空よりも客席数が少なく、需要が拡大しない。 また、空港の運用時間帯が短いた

め、夜間帯は旅客の選択肢が鉄道、バスなどの他の交通機関に流れがちである。 こういった関

西地方を取り巻く現状は、これまでの関係者のご苦労を将に物語るものであるが、今般の諸施策

を好機として、今後更に需要は拡大できる余地があると思われる。 

 

表１に示されるように、関東圏を 100とすると、関西圏は実質 GDPで 41、人口で 47の規模であ

る。一方、国内線航空利用者数を比較してみると、経済規模（県内総生産）や人口での比較を１
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０ポイント程度下回り、航空需要の相対的な低さが見てとれる。 

 

表２は２０１０年度に自動車、JR、

航空、それぞれの商業交通手段でどの

くらいの人員が近畿圏、関東圏から他

の経済圏に移動したかを整理した表

である。近畿圏の航空便移動は全体の

１４．１％を構成している。 関東圏

のそれと比較してみると、航空便移動

は全体の２２．３％であ

る。  

 

関東、近畿の地理的な

位置の違いからくる要因

もあるとは思われるが、

航空移動の少なさが近畿

地方の特徴的なポイント

である。 

 

また、近畿圏の

国内線航空の様

子を関東と比較

してみると、1 便

当たりの座席数

は６９％（１６６

席）の規模であり、出発便数の規模は４３％あるが、総旅客数は３１％に留まる。因みに、

旅客 1人あたりの平均移動距離は７５９km（８１％）と比較的短距離である。 

同じ数字を、伊丹空港と羽田空港とで比較してみると、一層、その差は拡大する。便数は

３４％、航空機のサイズは６４％（１５６席）、旅客数は２３％、平均移動距離は羽田空港

の９３７kmに対し、伊丹空港は６３３km（６８％）しかない。 

 

別のデータを使って、羽田と伊丹それぞれの空港の出発便数を航空機サイズ別に整理した

ものが３つのグラフである。データは今年(2013 年)3 月の大手３社の羽田空港、伊丹空港の

出発ダイヤである。 
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これら２空港の出発便数の規模を比較すると、羽田３に対し伊丹は１であり、それぞれの

空港を出発する便の航空機のサイズを見ると、羽田空港は９８％の便が７３７クラスの小型

機以上のサイズの航空機であるのに対して、伊丹空港では５９％の便が、それらより更に小

型のリージョナル・ジェット旅客機やプロペラ機の便である。出発総便数が 1/3 規模である

ことに加えて、航空機サイズが小型であることから、伊丹空港からの年間旅客数は羽田空港

と比較すると２３％しかない。 

 

以上を要約すると、経済の規模や人口、他の交通手段による輸送の需要規模から見ると、

近畿圏の国内線航空需要は関東圏のそれに比べて、明らかに小さい。 地理的な要因も考え

られるが、発着規模、空港運用時間、使用機種の制限など、伊丹空港の規制が大きな要因と

なっていると考えられる。一言でいえば、これまでの歴史の結果ということではあるが、こ

の機会に、地元が中心となって伊丹空港の運用に関する規制緩和を実現することが、近畿圏

の航空需要の増加、ひいては近畿圏の経済喚起につながることが期待できるものと考える。 
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２．伊丹空港の存続 

 

国交省の過去の資料を読むと、国は「伊

丹存続」の方針を明確にしていた。 しか

し、地元関係者の多くは未だに伊丹空港の

将来に懐疑的である。 昨年 7 月の空港経

営の統合方針の中では、国土交通省のスタ

ンスは「廃止も含めた検討」に傾いている。

(後述)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．関空と伊丹、神戸 ３空港の新たな棲み分け(機能) 

 

国の指針に基づき、３空港の機能分担を整理すると以下のとおりとなる。 

 

（関西国際空港） 

① 近畿エリアにおける唯一の国際線空港としての機能 

② 国際線への国内線乗り継ぎ機能 

③ ローコストキャリアの国内・国際路線の中心空港としての機能 

④ 近畿地方における航空貨物の集積基地としての機能 
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（大阪国際空港） 

① 幹線および地方路線で構成する国内航空路線ネットワークの中心とする機能 

 

（神戸空港）＝政府案のように神戸を含めた一体経営とする場合 

 

① 伊丹の発着（便数・運用時間帯）を補う国内線の補完空港機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．伊丹空港の騒音対策について 

 

一般的に、混雑空港の最重要課題

は、飛行騒音と旅客輸送能力の調和

をいかに保つかという点にある。 

すなわち、「地元住民への配慮」と

「航空利用者の利便向上」をバラン

スよく保つことにある。  

 

伊丹空港も騒音の問題が大きく、

空港の運用に制限を加えざるをえ

ないという見方が一般的に多い。 

ところが、過去の経緯はともかく、現状を見る限りは、伊丹空港の騒音レベルはすでに低く、

騒音問題の地元窓口となっている「１０市協」（大阪国際空港周辺都市対策協議会）も現在は、

空港と地元の共存をテーマに、如何に伊丹空港を活かして周辺地域を活性化させるかという

点に意識を移している。 現在でも空港存廃の議論がくすぶり続ける背景には、騒音の問題

ではなく、関空の建設に関連して、現在でもバブルの後遺症で財政破たんの危機にさらされ
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ている、大阪府南部自治体の財政健全化問題があるものと思われる。 

 

右のグラフに示されるように、伊丹空港

で騒音問題が起こった当時、伊丹空港に飛

来したのはダグラス DC-8等の第 1世代の

ジェット機で 110EPNdBの騒音レベルであ

った。 現在、就航している中大型旅客機、

ボーイング 777型機や 767型機は 90EPNdB

程度の騒音レベルである。また近年就航し

たボーイング 737の新型機や、787型機は

85 EPNdB の水準にまで騒音レベルが低下

している。 「EPNdB」で、110 から 90 へ

の 20の低下は、実際の音のエネルギーで

は 10分の 1の水準への低下となる。 現

在、開発過程にある航空機は燃費向上によ

り、更に小さなエンジン出力で飛行が可能となるため、同時に騒音低減も進むことになる。 

 

５．関西地域の空港経営の統合 

 

国は 2012年 7月、関空・伊丹の統合方針を示した。 項目の内、重要と思われる箇所をピ

ックアップし、補足すると、以下のとおりである。 

① 「伊丹空港の『都市型空港』の特性を活かす」としている。伊丹空港の経営の基本を

決めている事項であるが、「都市型空港」という言葉は一般に定着したものではない

ので、「その特性を活かす」の意味も含めて、正確に把握しておく必要がある。 

② 「津波等の自然災害への対策に万全を期す」としている。 関空に関しては、過去に

地盤沈下を経験し、また、阪神大震災時の被災経験や台風による島内での出水経験も

ある。 一方、関東地区では東日本大震災の際に、埋め立て地の大規模液状化を経験

した。 今回想定する自然災害は東南海・南海地震であるが、関空における新たな対

応については一定の範囲に限定し、最悪ケースでは、航空インフラは内陸空港の伊丹

で対応するなど、専門家の判断により想定の前提、および対応の幅を明確にして、受

託者の責任関係を明らかにしておく必要があると思われる。 また、工事等の所要資

金を受託会社が捻出するという前提であれば、工事の仕様についても予め明確にして

おく必要がある。 

③ 運用時間、発着便数、機種制限など、伊丹空港の運用に関する基本事項は現状を踏襲

することとしている。 伊丹空港の増収により関空島の債務償還の原資を確保し、あ

わせて伊丹空港周辺地域の経済活性化を進める方策として、航空機騒音の総量の低下



Copyright : 2013 Japan Aviation Management Research Co.,Ltd

JAMR レポート 
 

 

  7 

 

を反映した、運用枠の拡大による伊丹空港の生産性向上策・航空需要の拡大策などが

必要である。地元 10市協等と共に検討を開始することが望ましいと思われる。 

④ 「土地保有会社による債務の早期、確実な返済」とあるが、具体的な方策を必要とす

る。 

⑤ 基本方針を 3 年後に見直すこととしているが、このことは経営受託にあたっての事業

計画を曖昧にするものと思われる。 

⑥ 3空港をとりまく状況変化への対応として、「空港運営事業者は・・・中央リニア新幹

線の開通など・・・、その廃港も含め、将来のあり方を今後検討」としているが、伊

丹の存続に関する検討を民間の受託者に委ねるのは難しいものと思われる。 このこ

とが受託候補者を遠ざけることになるのではないかと危惧される。 

 

 

 

６．伊丹空港の経営の現状 

 

次ページの上の表は国土交通省が発表している空港別の収支などの試算結果に基づき、

伊丹をはじめとして、主要な空港のデータをまとめたものである。 2008 年度以降は伊丹

空港が調査対象から外れたため、2007 年度のデータを用いている。 表示した 4 空港を見

ると、空港ごとの収支は空港ごとに、それぞれの性格を持っていることがわかる。 伊丹の

特徴は、建物、構築物の資産評価額が小さい、すなわち施設の償却が進んでいる（古くなっ

ている）こと、環境対策費が大きいこと、無借金であること、土地の資産価値が大きいこと

などである。 更にその下の表は、2010-2011年度の伊丹と羽田のターミナル会社の経営実

績である。対象年次が上下の表で異なるため、厳密な比較は難しく、概数を知るに留まるが、

それぞれの規模は知ることができる。  
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空港経営とターミナル経営の間の取引（地代など）

を捨象して、それぞれの収入を一表にすると、右のよ

うになる。 あえてこういった試算を試みたのは、空

港の着陸料収入他と、ターミナルの施設使用料収入、物品販売収入それぞれの収入の規模感

を掴むためである。 表からわかるように、羽田空港ではターミナル収入が空港収入の３倍

近くある。 空港経営で滑走路・ランプエリア経営とターミナル経営を一体化した後に空港

の収益・収益性を高めるにはターミナル経営が大きなポイントとなることがここからわかる。 

 

空港の収入を着陸回数で、ター

ミナルの収入を旅客数で除して作

った係数を、それぞれ伊丹と羽田間

で比較すると、伊丹空港の着陸回数あたりの空港収入は、羽田の７４％であり、同様に、旅

客人数あたりのターミナル収入は６４％である。 １着陸あたりの空港収入の違いは着陸機

の平均的サイズの違いからきており、乗客数あたりのターミナル収入の違いは、国際線経営

の影響も考えられるが、主として物品販売やレストラン飲食の売上高の違いからきているも

のと思われる。 
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７．経営委託を成功させるための方策 

 

今回の経営委託にあたってのキーポイントは、受託会社の収益・収益性向上の前提となる、

空港としての競争力を高めるための「生産性向上」をどのように実現するかという点である。 

空港の生産性を高め、収入を極大化するための有力な方法は、基本は運用時間、発着便数、

機種制限など、運用規制の緩和により空港を活性化して集客力を高め、加えて、乗客にとっ

て魅力的な空港施設を展開することである。  

 

すなわち、航空会社に対しては、着

陸回数の増加や乗り入れ航空機の平均

サイズの大型化を誘導して、着陸料な

どの収入増と乗客数の増加を行うとと

もに、増加旅客に対応できる商業施設

を展開し、同時に旅客一人当たりの売

り上げの増加を目指すことである。 

 

そのためには、航空機の低騒音化、航空管制の技術革新等を反映した空港発着の規制緩和

に加えて、長期的に見た乗降数の拡大に対応できる空港施設、すなわち航空機および乗客の

円滑なハンドリングのための、給油他のランプエリアのサービス設備の近代化やターミナル
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施設の充実、空港周辺機能の再開発など、現状の古くなった空港施設を総合的にリニューア

ルすることで空港の能力向上を図り、生産性やサービス性を高めることが必要である。 

 

国は今回の経営委託により、関西圏における航空需要を喚起して関西経済圏の発展に結び

つけるとともに、国の大切な資産である関空・伊丹の両空港を最大限活用して、受託会社の

安定した経営と関空建設資金の円滑な回収を進めることとしている。 地元とともに、新し

い伊丹空港づくりを進めて、空港周辺地域の活性化に取り組み、乗降客の増加や空港におけ

る商業の興隆を近畿圏全体の経済興隆につなげていく発想が今回の施策を成功につなげるキ

ーとなろう。 

 

尚、空港に関する施策の遂行にあたっては、加えて以下の 3 点にも留意することが望まれ

る。 

① 空港経営に関する市場独占に伴う弊害の排除のしくみ 

② 航空会社間の「自由競争維持」（＝航空業の寡占化排除）【オープンスカイ】 

③ 着陸料における、自由価格設定 

 

以   上 

 

 

＊＊ 本レポートに関連するデータ、詳細資料をお求めの方は JAMRまでご連絡くださ

い。 
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