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要旨 

昨今、政府が推進している構造改革のキーワードは「規制緩和」である。規制緩和という観点から日

本における航空産業の現在に至るまでにとられてきた政策を振り返った際、この規制緩和によって享受

される利益というものは本来全国民に与えられるべきものであり、それが達成されていないというのは

明らかに理不尽である。 
日本における航空産業の規制緩和による影響として、航空運賃の低廉化など様々な面での利益が国民

に享受されてきたが、この利益の多くは本島の国民ばかりに享受されており、離島住民はあまり享受で

きていない。これまで、離島航空路線網は需給調整規制１によって維持されていた。しかし、規制緩和

により代替手段の乏しい離島において、重要な公共交通機関である離島航空路線が不採算という理由か

ら、民意に反して減便あるいは廃止されてきている。これは現在国が推進している地方分権政策を推進

するためのインフラストラクチャーを失うことから様々な弊害を及ぼすことが予想される。 
本稿では、離島における航空路線の重要性を時間的観点などから分析した上で、既存の補助制度や協

議会制度を再考し、より民意を反映させるためには、米国のＭＰＯ委員会をモデルとした離島航空路線

協議会の導入を提言する。また、離島航空路線維持に必要となる補助金の財源問題においては、米国で

のＥＡＳをモデルとした利用者負担に任せるという政策を提言する。その際に、先に述べた協議会を活

用することによって、住民が国や事業者などと対等な権限を持つことが可能になる。つまり、離島住民

が直接的に路線維持活動に参加することが可能になり、より地域に見合った航空サービスを享受するこ

とが可能になるであろう。 
本稿では上記で提言する新制度の導入によって離島住民の民意を反映させ、より適格な航空サービス

の供給が行われるようにすることと国策で生まれた利益享受の差を是正する必要があることを示唆す

る。 

                                                        
１需給調整規制は、「同一路線に複数社の運航が認められるか否かを、年間輸送人員を基準に判断する」という規
制である。これは、路線毎の輸送需要に対して、供給輸送力が過大とならないようにすることで、複数の事業者
間による過当競争を防ぐことを目的としている。この存在により競争を抑制し、不採算路線の航空ネットワーク
は維持されてきた。しかし、規制が撤廃されたことにより、路線への参入と撤退の自由が認められることになっ
た。 
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はじめに 

昨今の構造改革論議のキーワードは「規制緩和」である。「規制緩和」は既得権に守られ、経営努力

を怠ってきた側に競争意識をもたせ、消費者には価格低下やサービス・利便性の向上などのメリットが

もたらされた。 
日本の航空産業においても「45・47体制」の撤廃後、1987年の日本航空の民営化を始めとして、段

階的に「規制緩和」が行なわれた。その後、2000年の航空法改正により、国策としての「規制緩和」
は達成され、航空市場は需給調整の撤廃や運賃設定の自由化などの実施で、各社、競争促進のもと活性

化されたのである。 
しかしその一方で、航空産業では「規制緩和」による悪影響も生じた。それは「不採算路線の廃止」

である。不採算によって廃止される路線には、離島航空路線も含まれている。交通遠隔度を見ると、本

島と離島の交通における遠隔性には格差が極めて大きいことが分かる。１地方分権が唱えられている現

在、地域活性化は必要不可欠なものとされており、無論離島もその対象である。地域活性化のためには、

人・モノの流れが流動的でなければならない。しかし、離島航空路線の減便・廃止が行なわれると、そ

のツールは失われることになる。したがって、地域の力を弱めるような減便・廃止は地域振興を妨げる

原因となるのではないだろうかと本稿では考えた。 
また、本島の都市においては鉄道・バスなどの代替交通機関が多数存在するが、航空路線が廃止され

た離島の代替交通機関はフェリーのみとなる。そのうえ、所要時間は極端に長くなってしまう。現代社

会において、交通手段の高速ネットワーク化が、情報化社会への対応として重要となってくる。すると、

離島は情報面からも交通面からも本島に比べ遠い存在になってしまうのではないか。以上の点から、離

島での航空路線の存在は、単なる交通手段以上の意味を持つのではないかと考え、我々は不採算により

廃止の危機にある離島航空路線に着目した。 
そのうえで本稿では、地方分権を推進する国の方針と、国策により進められた「規制緩和」のなかで

生じる地方路線の廃止という結果は、互いに矛盾してくるのではないだろうかと考えた。さらに、本来

国策とは、国民全体がその利益を享受するべきものであるのに対し、航空産業の「規制緩和」において

は、正と負の面に二分化されてしまっている。存続を希望する民意があるにもかかわらず、廃止が決定

された路線がある現状のなかで、「規制緩和」による利益を享受できていない離島航空路線は今後、こ

のまま廃止されていくのか、という点に私たちは問題意識を持ち、本稿を作成するに至った。 
本稿では、不採算である離島航空路線における維持を根底に置いた上で、第１章では情報化社会、地

方分権化、交通権の観点から、本稿における問題意識について述べる。第 2 章では、実際の離島航空
路線の現状や廃止が予定されている路線をとりあげて、離島航空路線の概要について触れる。第 3 章
では、離島の交通遠隔度や路線廃止の際の時間的観点から見た損失を取り上げて、離島における航空路

線の必要性を考察する。第 4 章では、国や地方の補助制度の現状や財源を見て、国の不採算路線への
意識の低さについて言及する。また、航空先進国の米国における補助制度を参考に取り上げる。第 5
章では、民意を反映させるための離島航空路線を支援する体制の現状と問題点を指摘し、参考に米国の

PIの概念に基づいた交通計画の策定を取り上げる。第 6章では、「規制緩和」による便益の差を是正し、
離島における航空路線での民意の反映という私たちの目標を根底に置いた上で、そのためにはどのよう

な提言が最適であるか、各章を踏まえながら考察する。その手段として、現行の運航費補助の撤廃のう

                                                        
１  3章 1節を参照 
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えでのチケットによる利用者負担税の導入と、より民意を反映させることが可能な離島航空路線協議会

システムの再構築を私たちの政策提言として、詳細を述べていく。 
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第1章  本稿における問題意識 

 
要旨：この章では、本稿における問題意識について述べる。航空産業の「規制緩和」により、「不

採算路線の廃止」という負の事態が生じた。本稿では、その中でも特に代替交通手段がフェ

リーのみとなる離島航空路線の減便・廃止は、地方分権化、情報化社会、交通権、の観点か

ら見直されるべき問題であると考えた。この章では、この考えを根底に置いた上で、本稿に

おける問題意識を明確にしていきたい。 
 
日本の航空産業は、段階的な「規制緩和」によって、需給調整規制の撤廃や運賃設定の自由化などが

行なわれ、著しい変化を遂げてきた。新規航空会社の参入により競争市場が構築され、運賃の低廉化、

航空会社の選択の幅が広がるなど、消費者便益の向上がみられたのである。 
その一方で、航空各社はサービスや価格競争に鎬を削り、一部では不採算路線を廃止するという手段

を講じた。路線が廃止された地域では、代替交通手段に頼らざるをえない。本島では鉄道・バスなど代

替交通手段が発達しているが、海を隔てた離島では、他の地域への代替交通手段はフェリ‐のみとなる。

だが、フェリ‐は航空に比べて所要時間が極端にかかってしまう。高速化ネットワークの構築が情報化

社会への対応としてかかせない現代において、所要時間の延長は、情報化社会の流れに逆行しているの

ではないだろうか。戸崎（2005）によれば、『コミュニケーションの重要性やセキュリティー面から、
重要な情報の伝達は人と人が直接に面会することによって行なわれることは、これからも変わらない真

理である。』とある。つまり、情報化社会における情報伝達のための高速手段は、人々の交通手段で最

も高速性をもつ航空に求めることができるのである。 
また、地方分権が唱えられている現在、必要不可欠な地域振興には、人、モノの流れを受け入れるた

めの「都市と地方」「本島と離島」という交通網が整備されるべきである。しかし、現に 2006 年 4 月
に慶良間‐那覇、多良間‐石垣の２路線が多額の赤字を背景に、廃止が決定されている事実がある。こ

れらの路線が廃止されるとなると、これを受けて他の航空会社も不採算路線の見直しを図り、赤字の離

島航空路線を廃止するということが予想される。 
だが、一方的に廃止される側の離島住民にも「交通権」がある。交通権学会によれば、『交通権とは

「国民の交通する権利」であり、日本国憲法の第 22 条（居住・移転、及び職業選択の自由）、第 25 条
（生存権）、第 13条（幸福追求権）など関連する人権を集合した新しい人権である』とされている。浅
井（2005）によれば、『交通権は移動の自由の保障、すなわち自由権と、移動の自由を実効あらしめる
ための手段の保障、すなわち請求権の側面を有する』としている。 
上述の通り、離島航空路線の減便・廃止は人・モノの流れを妨げる。これは交通権を自由権として捉

えた場合、離島住民には自由権が享受されていないことになる。さらに存続を希望する離島住民の意に

反して廃止される路線が存在する現実から、彼らには交通権における請求権さえも与えられていないこ

とになる。 
日本では、交通権の意義・内容を定めた法律の規定は存在していない。しかし、交通という社会のイ

ンフラは国民全員に享受されるべきだと我々は考えた。 
これまで述べてきたように、離島航空路線の減便・廃止が行なわれると、地方分権を推進させるため

の大事なインフラストラクチャー、情報化社会において情報の伝達のために必要な高速手段が失われる
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ことになる。また、地域の力を弱めるような減便・廃止は地域振興を妨げる原因となりかねない。つま

り、離島では航空路線は単なる交通手段以上の存在価値を持つのである。 
本来、国策とは国民全体が利益を享受しなければならない。しかし航空産業の「規制緩和」における

利益は、国内の全地域に平等に与えられたと言えないのではないか。なぜならば、国の考えと正と負に

二分化された実際の効果との間に矛盾が生じているからである。 
 本稿では、国策による航空産業の「規制緩和」により、かえって不利益を被った離島で「国策での利

益が享受されていない」「今日の地方分権化・情報化の社会傾向に対して逆行する離島航空路線網の廃

止」「離島住民の民意が十分に反映されずに航空路線が廃止されている」という点に問題意識を持ち、

離島での航空路線の必要性を再考し、その確保・維持のための提言をする。 
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第2章  離島航空路線の概要 

 
要旨：2006 年までに、6 つの離島航空路線が廃止されることが決定した。その要因として、搭乗

率低下による不採算が挙げられるが、これは運賃格差が大きく、利用者負担が極めて重くな

ったことに帰する。この現状を受けて、今後離島航空路線を保有する他の航空会社が赤字路

線の廃止を検討する恐れがある。そこで本章では、実際の離島航空路線の搭乗率を取り上げ

て、離島航空路線の確保・維持の再考が緊急性を要することを明らかにする。 
 

日本は 6852 の島嶼から成っている。このうち本州、北海道、四国、九州、及び沖縄本島を除いた
6847 島が離島であり、さらに、このうち 260 島の有人離島が離島振興法１による振興対策実施地域に

含まれている。該当する地域は現在 76地域（260島、117市町村）が指定されており、このうち、国
土交通省が毎年度、離島振興計画の実施のために必要な公共事業関係予算を一括計上し、その振興を図

っている島は北海道内の 6島を除く 254島（111市町村）である。 
 

表 2‐1 離島振興対策実施地域の概要 
区 分 合  計 内  地 北 海 道 

地  域  数 76 71 5 
指 定有 人島数 260 254 6 
面      積 5.245k㎡ 4,828k㎡ 417k㎡ 
対 全  国  比 1.39％ 1.28％ 0.11％ 
人      口 472千人 456千人 16千人 
対 全 国  比 0.37％ 0.36％ 0.01％ 
関係市町村数 117 111 6 

（2005年 4月 1日現在） 
（注） 1．指定地域は、25 都道県、117 市町村に関係する。 

2．人口は 2000 年国勢調査による。 
（出所：国土交通局 都市・地域整備局ホームページより） 

 
離島は、厳しい自然的条件（環海性、隔絶性、狭小性等）により、本島との格差が大きく、多くの面

で後進性を有している。このように位置づけられている離島は、やはり交通手段の制約が非常に多い。

しかし、交通手段は住民生活の安定や地域経済の維持、発展を支える最も重要な要素である。その中で

「本島と離島」、「離島と離島」を結んでいる交通手段として航空路線がある。その航空路線を運航して

いる航空会社は、現在、日本トランスオーシャン、エアーニッポン、オリエンタルエアブリッジをはじ

めとする全 11 社となっている。さらに全 11 社が運航している離島航空路線数は以下の表の通りの推
移となっている。２ 

                                                        
１ 離島振興法については第 5章で詳しく述べる 
２  国土交通省（2005）離島の航空輸送の確保より 
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図 2‐1 路線数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（国土交通省資料より作成） 
 
この表 2‐1においては 2003年度までの推移実績のみ記されている。多少の変移は見受けられるが、

2003年度実績においては年々微増していることが分かる。しかしながら、以下の章でも述べているが
今年に福岡‐小値賀、福岡‐上五島の 2路線が廃止された。１さらに先に述べたように来年 4月には慶
良間‐那覇、多良間‐石垣の 2路線の廃止が決定され２、また長崎‐小値賀、長崎‐上五島の 2路線も
2006年 3月で廃止が決定されている。つまり、今後の離島航空路線を考えると路線数自体が大幅に減
少されるということが推測できる。この路線数の減少の背景には航空会社の多額の赤字が考えられる。

航空会社の損益を見る上で多くの場合に搭乗率が用いられる。大手航空会社の場合、路線を運航する際

の採算のとれるライン、つまり損益分岐点は一般的に搭乗率が 60～70％といわれている。その実例と
してスカイマークエアラインズ（以下 SKY）の航空路線の路線別損益を見てみる。３ 

 
表 2‐2 スカイマークの路線別損益の試算 
  福岡線 新千歳線 神戸線 那覇線 合計 

客単価 1万 5000円 1万 5000円 1万円 1万 8000円 ‐ 

1便あたりの客数(搭乗率、%) 200人（71） 166人（62） 115人（65） 180人（67） ‐ 

1便あたり売上高(万円) 300 250 115 324 ‐ 

1便あたり運航費(万円) 260 250 140 290 ‐ 

1便あたりの営業損益(万円) 40 0 ▲25 34 ‐ 

1日の運航本数 11 10 7 週 5 
（往復） （B767型） （B767型） （B737型） （B767 型） 

‐ 

年間売上高（億円） 224 169 55 13 461 
年間営業損益（億円） 30 0 ▲12 1.4 19.4 

（出所：日経金融新聞 2005/11/1 004pp） 
 

上記の表を見て、搭乗率に注目してみると、62～71％となっている。しかしながら、この値を新千
歳線と神戸線とで比較してみると搭乗率が高い神戸線のほうが年間営業損失を被っている。これらは運

航本数や運航費の差などといった要因に帰するものとなっている。つまり、様々な航空会社が異なった

航空機で、異なった運航回数で運航している路線の搭乗率は、一概には平均値として表し、比較するこ

とは困難となっている。 

                                                        
１  『西日本新聞』  2005/10/4 
２  『日本産業新聞』 2005/6/23 
３  『日経金融新聞』 2005/11/1 
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 以上の理由により、次に搭乗率という観点から廃止された路線、廃止決定の路線を見てみる。福岡‐

小値賀、上五島は、45％、36.6％、慶良間‐那覇、多良間‐石垣は、40％、31％である。そして長崎
‐小値賀、上五島はそれぞれが 40％台となっている。この搭乗率の現状が赤字を募らせ路線の廃止へ
と導いているのである。では、離島航空路線におけるそれぞれの搭乗率を見ていく。 
 
表 2‐3 離島航空路線の搭乗率別路線数（2002年度）１ 
搭乗率 20-29％ 30-39％ 40-49％ 50-59％ 60-69％ 70-79％ 80-89％ 
路線数 2路線 5路線 14路線 19路線 20路線 8路線 1路線 

（出所：国土交通省資料より作成） 
 
表 2‐4 離島航空路線の搭乗率別路線数（2003年度）２ 
搭乗率 20-29％ 30-39％ 40-49％ 50-59％ 60-69％ 70-79％ 80-89％ 
路線数 1路線 7路線 11路線 19路線 24路線 7路線 3路線 

（出所：国土交通省資料より作成） 
 
上記の表 2‐3、4 をみても分かるとおり廃止された路線、廃止決定路線における搭乗率と同等であ

る路線がすでに 21、19路線ある。つまり、この 21、19路線は廃止される可能性が大いにあるといえ
る。さらに、一般的な搭乗率による比較をすると、70％以上の搭乗率となっている路線はそれぞれ 9、
10路線しかない。つまり、離島航空路線では路線の約 7割が赤字を抱えていると考えられる。さらに
考慮すべき点は、70％以上の搭乗率を示していたとしてもその路線において採算が取れているという
わけではない点である。 
また、この点については現在の運賃からも伺える。図 2‐2は幹線、東京‐ローカル線、離島航空路

線における距離と運賃の相関関係、つまり 1km当たりの賃率を示したものである。 

                                                        
１  国土交通省（2003）政策目標 10地域交通確保より 
２  国土交通省（2005）政策目標 21地域交通確保より 
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図 2‐2 距離と運賃の相関関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（日本政策投資銀行より） 
 
図から分かるように圧倒的に離島航空路線の運賃が高いことが分かる。これは近距離運航・低需要か

らくる影響であることは当然の結果といえる。しかしながら、それぞれの賃率の最高値を比較してみる

と幹線が約 36円／km、東京‐ローカル 65円／km、離島 96円／kmとなっており、離島が明らかに
高いことが分かる。仮に同じ距離を運航すると仮定する、と単純に考えて離島の運賃が約 3倍、1.5倍
となる。近距離運航・低需要であるとはいえ、離島と幹線、東京‐ローカル線との間の運賃格差があま

りにも大きい。つまり、運賃という観点から見ると、離島航空路線利用者は極めて大きな負担を背負っ

ているといえる。 
これまで離島航空路線の現状を見てきたが、搭乗率が低く採算が取れず、また、運賃格差が大きく、

利用者負担が極めて大きいという問題が顕著となった。この問題が原因となり、今年から来年にかけて

多くの離島航空路線が廃止されることとなった。このことを受けて、今後他の離島航空路線を保有する

航空会社が赤字路線の廃止を検討する恐れがある。それ故、本稿では離島航空路線の確保・維持を再考

することは必至であり、緊急性を有する問題だと考えた。 
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第3章  離島航空路線の必要性 

 

第1節  交通遠隔度による分析  
 

要旨：この章では、離島航空路線は本当に必要性があるのかを考察する。そこで、総合的に交通に

おける不便性を表す交通遠隔度と既存の最速交通手段を失うことによる時間的損失という

観点から見る。双方を見る上で、実際に廃止となった路線を例として用いた。交通遠隔度か

らは、離島の交通における不便性が明らかとなり、時間的損失からは、離島住民が航空路線

を失うことによる損失が顕著に表れた。以上の 2点を踏まえて離島航空路線の必要性を述べ

る。 

 
本節では、離島航空路線の廃止の現状を踏まえた上で、路線の必要性を交通遠隔度（日本離島センタ

ー調べ）を比較して実証する。 
交通遠隔度とは、①所要時間、②運賃、③利用交通機関の運航頻度（一日あたり平均運航回数） ④

利用交通機関の欠航率、⑤利用交通機関の代替交通機関数の 5 つの実測値を項目毎に偏差値化し、そ
の合計によって離島の交通における遠隔性を定量的に表わしたものであり、数値が高くなるにつれ不便

であることを表している。尚、交通遠隔度の測定対象地域は①離島地域、②本島の中でも不便である地

域１、に限定されているため、この 2つから考察を行う。 
 
表 3‐1 交通遠隔度による比較 

項目 交通遠隔度 
離島全土の平均 511 

本島の不便な地域の平均 424 
小値賀（長崎） 552 
下田市（静岡） 177 

［出所：日本離島センター（1995）より作成］ 
 

表 3‐1によると離島全土の平均値 511と本島の不便な地域の平均が 424となっている。この数値か
らも離島の遠隔性は見て取ることができるが、離島と本島の交通遠隔度の差をより明らかにするため

に、本稿では静岡県下田市に着目した。この下田市とは、本島において不便とされている地域であるが、

その中で最も交通遠隔度が低い、つまり利便性が高い地域であるということである。その下田市の交通

遠隔度は 177である。この数値から考えられることは、本島において不便でないといわれている地域、
つまり測定対象外となっている地域の交通遠隔度は、下田市の 177 よりも明らかに低いということで

                                                        
１本島の中でも半島・豪雪地帯・過疎地といった、地理的に比較的離島と類似した条件をもった地域と定義されて
いる 
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ある。従って、本島全体の交通遠隔度を算出しようとした場合、上記の 424 を大幅に下回ることが予
想される。これらを考慮すると、離島地域と本島全体との交通における遠隔性には明らかに格差があり、

離島地域は極めて不便であると言える。 

第2節  時間的観点から見た損失  
 
本節では、今年の 9 月に完全に廃止となった路線を見て、路線廃止によって生じる時間的損失を分

析していく。着目した路線は、2003年に航空会社から廃止の申請を受け、今年の 9月に完全に廃止と
なった福岡‐小値賀、福岡‐上五島と、来年廃止が決定した長崎‐小値賀、長崎‐上五島の 4 路線で
ある。 
本稿では「時間的損失」を分析する上で、国土交通省による評価指標を用いる。この評価指標の目的

は、「高速ネットワークを用いた。生活圏の中心都市相互を連絡する、新たな公共交通機関が整備され

ることによる、都市間交通の利便性向上を評価する」というものである。評価点の算出方法は以下の通

りである。１ 
 
 
 

T1＝現況の拠点区間の鉄道による最短時間移動時間（分）、T2＝評価区間供用時の拠点都市間の高速
バスによる最短移動時間（分）とされている。我々は、この評価指標の「新たに交通機関が整備される

ことによる利便性の向上を評価する」ということに注目した。そこで評価指標を利用して既存の最速交

通手段が失われたことによる時間的損失を評価点として表すことができると考えた。つまり、離島住民

にとって最速な交通手段、すなわち航空路線が廃止されると、どの程度の損失を被るかを評価点として

表すのである。そこで、T1＝航空機を利用しての拠点都市間の最速移動時間（分）、T2＝航空機以外の
交通手段を用いての拠点間の最速移動時間（分）とした。以下の表 3‐2は本節においてとり上げた路
線における最速移動時間を、評価指標に当てはめた値である。 
 

表 3‐2 4路線における評価 

路線 空路所要時間（分） 
T1 

空路以外所要時間（分） 
T2 

評価点 

福岡‐上五島 50 280 ‐4.6 
福岡‐小値賀 50 290 ‐4.8 
長崎‐小値賀 35 160 ‐3.6 
長崎‐上五島 35 160 ‐3.6 

（出所：yahoo路線情報より作成） 
 
上の表 3‐2では、すべての評価がマイナスとなっている。つまり、路線が廃止されることで時間的

損失があることは、顕著に表れている。しかしながらこの評価が実際どの程度の損失であるかは実証し

難い。そこで、他の路線においても評価し、その値と比較することで損失の程度を表すこととする。以

下の表 3‐3は日本における路線を評価指標に当てはめ、評価点を表した。尚、上記の 4路線のうち評
価点の絶対値が大きい福岡‐上五島と福岡‐小値賀という 2 路線と比較的評価点が近い路線を選出し
たものである。 

 
表 3‐3 他路線の評価との比較 

                                                        
１  国土交通省（2003）「評価指標の定義と評価点の考え方」より 

（T1‐T2） 
T1 

 

評価点＝  
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路線 空路所要時間(分) 所要時間（分） 評価点 

羽田-札幌 90 476 -4.3 

羽田-庄内 55 320 -4.8 

伊丹-松山 45 249 -4.5 

伊丹-鹿児島 70 361 -4.2 

中部-函館 90 484 -4.4 

中部-新潟 50 299 -5.0 

関空-青森 100 516 -4.2 

福岡-札幌 135 710 -4.3 

福岡-松山 40 224 -4.6 

札幌-稚内 60 332 -4.5 

札幌-新潟 106 653 -5.2 

札幌-広島 135 824 -5.1 

（出所：yahoo路線情報より） 
 
表 3‐2・3を見た上で、福岡 2路線の評価平均が‐4.7であったことからその路線が廃止されること

による時間的な損失というものはこの羽田‐札幌、福岡‐札幌という 2 路線が廃止されるよりも大き
な時間損失を及ぼすということがわかる。 
この分析から離島航空路線の廃止されることによる時間的損失は、本島で幹線が廃止されることと同

等の損失、あるいはそれ以上の時間損失を及ぼすと容易に予想できる。これを距離という観点から見る

と、福岡‐上五島、福岡‐小値賀間の飛行距離はそれぞれ 144km、141km１であり、羽田‐札幌は

894km、福岡‐札幌は 1614km であり、離島住民にとって 144km、141km を運航する路線が廃止さ
れることは、894km・1614km を運航している路線が廃止されることと同価値の損失を被ることと同

等といえる。以上のことから離島航空路線が廃止されることでの問題の重要性が理解できるであろう。 
以上、この章では、交通遠隔度と時間的損失の 2 つの観点を見てきた。交通遠隔度からは離島は総

合的に見て不便であることを明らかとし、さらに時間的損失からは、航空路線が廃止されることによる

損失を顕著に表してきた。我々はこの 2 点から、交通という観点から不便である上に廃止されること
での損失が極めて大きい離島地域には、航空路線の必要性があり、確保・維持すべきであろうと考えた。 
 

                                                        
１ 国土交通省 2003 年度 『航空輸送統計年報』より  
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第4章  離島に関する補助制度 

第1節  国・地方の補助制度  
 

 要旨：本章では、必要とされているにも関わらず廃止された路線があることを問題視し、現在、

国が行っている離島に対する補助制度、特に運航費補助について考察した。国は財政面

で厳しい現状であり、要件を定め、国から補助を与える路線を限定している。そこで、

運航費補助の財源でもある「空港整備特別会計１」に着目したところ、離島航空路線に対

する歳出は極めて少ない。そこで、航空先進国といわれる米国の不採算路線補助制度で

ある EAS制度について触れる。 
 

本章では、これまで述べたような重要性の高い離島航空路線に対して国と地方がどのような政策を行

っているかを考察する。 

現在、国では、離島航空路線を確保するために、下記のような支援政策を行っている。 

 
(1) 機体購入費補助金 
(2) 運航費補助金 
(3) 航空機燃料税の軽減 
(4) 着陸料の軽減 
(5) 固定資産税の軽減 

 
(1)の機体購入費補助金とは「離島航空路線に就航する航空機の購入費用に要する費用に対する補助

金」のことであり、2005年度の予算額は 10億 7500万円と定めている。 
(2)の運航費補助金とは 1999年度に新設されたもので、補助の形式として、国庫補助と地方財政措置

の 2 つに分かれている。国庫補助とは「離島の住民の生活に必要な路線の運航費の一部を航空会社に
対して補助するもの」のことであり、地方財政措置とは「地方公共団体が航空会社に対して行う補助の

一部について特別交付税の算定対象とするもの」を言う。この２つは対象とする路線の要件が異なって

おり、国庫補助の対象要件は、 
①経常損失を計上していること 
②１離島に着き１路線であり、２社以上による競合路線でないこと 
③船舶等の主たる代替交通機関による所要時間が概ね 2時間以上であること 

となっている。それに対して地方財政措置の対象路線の要件は 
①国庫補助対象路線その他の生活路線 

となっている。 

                                                        
１ 特別な事業を行う場合、一般会計ではなく、特別な歳入・歳出を設け一般会計とは切り離し計上する特別な会
計。 
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(3)の航空機燃料税の軽減とは 1999年度に新設されたもので、一定の離島航空路線に就航する航空機
について、通常の 3/4へ燃料費税を軽減することができる。 

(4)の着陸料の軽減は、1999年度に制度が拡充され、離島航空路線に就航するジェット機に係わる着
陸料を軽減するものである。ターボジェット機は一般路線の着陸料の 1/6、その他の航空機は一般路線
に比べて 1/8（内、6t以下は一般路線の 1/16）まで軽減されている。 

(5)の固定資産税の軽減もまた 1999年度に拡充されたものであり、離島航空路線に就航する航空機に
ついて、固定資産税を 20～70tのものは最初の 3年間 1/3に、次の 3年間 2/3に軽減し、20t以下のも
のは最初の 3年間 1/4に、次の 3年間 1/2に軽減する。 
以上が、現在国が離島航空路線確保、維持のために行っている政策である。 
また離島航空路線確保のための政策は各地方自治体においても行われている。離島航空路線を保有し

ている地方自治体の支援政策は以下の表 4‐1の通りである。 
 
表 4‐1 2001年度地方自治体における補助実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2004年安全･政策要求パンフレットより) 
 
ここまで国、地方自治体による補助の概要を見てきたが、我々はその中でも(2)運航費補助金の対象

路線要件に着目した。 
表 4‐2は運航費補助の対象となっている路線の一覧である。国庫補助の対象要件を満たし、国から

補助を受けている路線は、現在国が離島航空路線として定めている 65 路線のうち 13 路線のみである。

その他の離島航空路線も多くは不採算であるが、国による運航費補助は行われていない。 

 

表 4‐2 2005年度運航補助金 
航 空 会 社 路 線 補 助 額 

エアー北海道 ・奥尻‐函館 2811 万円 
エアーニッポン ・大島‐羽田・三宅‐羽田・福江‐長崎 1 億 4 千万円 

オリエンタルエアブリッジ 
・壱岐‐長崎・小値賀‐長崎 
・上五島‐長崎 

3249 万円 

日本エアコミューター ・徳之島‐奄美大島・与論‐鹿児島 5480 万円 
日本トランスオーシャン ・久米‐那覇・与那国‐石垣 1 億 1870 万円 
琉球エアコミューター ・粟国‐那覇・多良間‐宮古 5512 万円 

（2004年安全･政策要求パンフレットより) 
 

しかし、このような現在の運航費補助要件は、本当に適切だと言えるのだろうか。 
今年 9 月に、完全に廃止となった福岡‐小値賀、福岡‐上五島路線は、いずれも国からの運航費補

助は受けていなかった。なぜならば、国庫補助は 1 離島につき 1 路線にしか与えられず、小値賀、上
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五島には既に福岡路線の他にも補助要件に該当する長崎‐小値賀、長崎‐上五島路線が存在したからで

ある。廃止された 2路線は「経常損失を計上していること」「船舶等の主たる代替交通機関による所要
時間が概ね 2 時間以上であること」という国庫補助の要件には当てはまっていたが、「1 離島につき 1
路線であり、2社以上による競合路線でないこと」という要件に該当しなかったのである。そのため福
岡‐小値賀、福岡‐上五島路線は経営維持が困難なほどの赤字を抱えていたにもかかわらず、運航費補

助を受けることなく廃止される事となった。当該 2 路線の廃止の際、地元住民らは『島民の足を考え
る委員会』を設置し、事業者に対し全島民の 3 分の 1 を超える署名を集め路線廃止反対運動を行なっ
た。しかし、補助金不足やパイロット不足等の問題から、民意は反映されることなく路線廃止に至った。

航空労組連絡会の調査によれば、路線の減便や廃止により観光客が減少した、という影響も報告されて

いる。つまり、地方分権という国の方針に反し地域の力を弱めるような航空路線の廃便が起こっている

のである。さらに、沖縄県でも那覇‐慶良間、石垣‐多良間の 2路線が 2006 年 4 月に廃止されること
が決定した。ここでも運航費補助の要件が問題として上げられる。那覇‐慶良間でフェリーを使った場

合の所要時間は最短 50 分であり、石垣‐多良間はフェリーの直行船がないため、両路線とも「船舶等

の主たる代替交通機関による所要時間が概ね 2 時間以上であること」という国庫補助の対象要件に該
当しない。そこで沖縄県と運航事業者が協議した結果、これら 2 路線に対し県と地方自治体からの単
独補助を行うこととなった。しかし、結果的に単独補助だけで離島航空路線の赤字を賄う事は困難であ

ったため、ついに那覇―慶良間、石垣―多良間路線は廃止が決定したのである。 

このようにいくら離島航空路線が補助を必要としていても、補助要件の存在によって適切な補助を受

けることができず、ついには路線の廃止という問題に繋がる。 
しかし現状として、国は財政面で厳しい状況下にあり、不採算路線全てに補助を行う事は不可能であ

る。そのために要件を厳しく定め、国からの補助を与える路線を限定しているのである。そこで、次節

ではこれまで述べてきた国の運航費補助の財源の現況を見るべく、もととなる「空港整備特別会計」に

ついて考察する。 

第2節  空港整備特別会計の現状  
 
現在、国からの補助は「空港整備特別会計」によって賄われていることから、以下現状について見て

いく。 
空港整備特別会計（以下、空整特会）は、1970年「空港整備特別会計法」によって、空港整備事業

に関する政府の経理を一般会計と区別して行い、新たに特別会計を設けることとなり、設置されたもの

である。その目的は空港整備の促進と運営の円滑化を図るというものであった。以後、空整特会は日本

の空港整備事業への資金供給の中核を担ってきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4‐1 空港整備特別会計 
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（参照）国土交通省航空局資料より 
 

図 4‐1からも分かるように、空整特会の主な歳出として挙げられるのが各大都市圏拠点空港（合計
47.4％）と、一般空港等（8.8％）という部分で、全体のなかでも圧倒的な割合を占めている。一方、
離島航空助成費などは全体のわずか 0.3％にすぎない。現在の日本において、重要性のある離島航空路
線に対する歳出は極めて少ないといえる。 
次節では、航空先進国といわれる米国では、どのような政策が行われているか見ていく。 

第3節  米国における補助制度（EAS 制度）  
 

米国において、かつては 1942 年に制定された連邦航空法 406 条「地域独自では航空輸送を維持する

ことが不可能な場合、連邦政府が補助金を支出する」による小需要路線への運航補助によって「小地域」

（離島及び小都市）への運航を維持・保護していた。しかし、1978 年、規制緩和政策の導入によって路

線からの撤退が自由になると「小都市」への路線が廃止されてしまうことが懸念されたため、規制緩和

法に「必要に応じて連邦政府の補助金により、全ての小地域社会や遠隔地域に引き続き定期航空サービ

スを維持すること」と明記され、EAS 制度１（10 年間の時限立法）が成立した。さらにこの年に、新し

い補助金の支出に関する規則「連邦航空法 419 条」が制定された。 

10年後の1988年には小地域が助成金の一部を負担することで新たな路線を追加することも可能とな

った。これが拡大 EAS 制度（10 年間の時限立法）といわれるものである。また 1999 年には制度の失効

規程が削除され、EAS 制度は恒久的な制度として確立した。 

つまり EAS 制度とは、米国において小需要航空路線を支えるために制定された制度であり、日本にお

いての離島航空路線に対する国・地方の補助と同種のものであるといえる。 

さらに、EAS 制度による補助金の財源の確保はどのように行われているのか見ていく。 

EAS 制度は 1991 年会計年度までは一般会計から賄われていたが、1992 年度から「空港・航空路信託

基金」より賄われることになった。 

この「空港・航空路信託基金」は日本においての「空港整備特別会計」と類似した構造を有している

が、税収の方法や歳出の仕方について大きな違いが見られる。 

まず、税収の方法として、両者ともに施設使用料や航空機燃料税など、利用者に間接的な税の賦課が

行われており、財源の大部分が利用者負担により成り立っているという点では、ほぼ同じである。これ

が各会計・基金の歳入に当たる。 

                                                        
１ Essential Air Service 制度：以下、EAS 制度とする。 
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大きな違いとしては、米国における EAS 制度においては、航空利用者に対し、チケット・タックスに

類するような、航空サービス利用者に対し、直接的な税の賦課を行っているという点である。基金の年

間における財源は約 90％がチケット税で占められており、さらに 2000 年においては 5億円の残金があ

るといわれている。 

そして、歳出において米国では現在、基金は EAS の運航補助以外に、FAA（米国連邦航空庁）の空港

改善計画、空港施設及び設備、研究、工事等に対する補助金のすべて、および FAA の運営費（航空管制

官の人件費）を賄っており基金の 75％は FAA にあてられている。 

離島航空路線の維持に必要な財源の確保という問題について、今後日本がどのような政策を行うべき

であるのか、上記の現状をふまえた上での具体的な提言を以下の第 6章で述べる。 
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第5章  離島航空政策における  
民意の重要性 

第1節  離島振興法  
 
要旨：第 4 章第 1 節で述べたように、離島航空路線は、その必要性や住民の意向に反し、路線の減

便や廃止が行なわれている。そこで第 5 章では、民意の反映に対する国の認識として、離島
航空路線維持に関していかなる保障がなされているのか考察する。具体的には法的観点とし

て離島振興法、制度的観点として、離島航空路線協議会を挙げる。その上で、本稿で意図す

る民意の反映のモデルとして、PIならびにMPOシステムの概要に触れる。 
 
第 4 章では国や地方の補助制度について見てきた。さらに国が行っている政策を法律的な観点から

離島振興法に着目する。わが国において、離島振興法による振興対策実施地域は有人離島の 260 島で
ある。１ 
まず、離島振興法を制定した背景は、「離島の後進性を除去するための基本条件の改善ならびに産業

振興に関する対策を樹立し実施することにより、その経済力の培養と島民の生活の安定を目的としたこ

とからである。1953 年に 10 ヵ年の時限法として制定されたが、その後数回延期され、新たに地域の
実情に応じた自立的発展を促すための施策が盛り込まれてきた。」２ 2005年 7月に改正された離島振
興法においては、離島の持つ国家的・国民的役割を踏まえ、離島の地理的・自然的特性を、後進性除去

の観点からだけでなく「価値ある地域差」ととらえ直し、地域の主体性と創意工夫を発揮しつつ、自立

的発展を促進していくという目的が明らかにされた。この改正法では、計画段階から離島地域住民が計

画を作成し、国はこうした地域主導の離島振興を支援することとされている。 
次に、離島振興法の中核ともいえる、第 3 条の「離島振興法基本方針」においては、医療、高齢福

祉、観光開発、災害防止など各事項を定めている。また、交通体系の整備として、「本島と離島及び離

島と離島ならびに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及

び通信施設の整備、その他の必要な措置に関する基本的な事項」として明記している。基本方針を踏ま

えたうえで、第 12条で、「交通の確保」について規定されている。内容は、「国及び地方公共団体は、
離島振興対策実施地域における島民生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸

上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。」である。このよう

に、交通手段の確保が、離島においていかに重要な位置づけにあるかは言うまでもない。 
 先にも触れたが、今回の法改正により、国は離島振興基本方針を作成することに留め、計画段階に離

島地域住民も参加し、市町村が作成する振興計画の案を最大限尊重しつつ、都道府県が離島振興計画を

決定するような仕組みに改められた。また、基本方針より、「交通や情報ネットワーク上の制約等が原

                                                        
１ 第 2章参照 
２ 新版「地方自治辞典」より 
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因で、住民と行政とのコミュニケーションが十分にされていない離島が多い。このような中、離島地域

のニーズに応じた振興が図られるよう、また、市町村合併に伴い一部離島が増加する中で行政サービス

の維持及び充実が図られるよう、行政機関による離島住民との直接対話などにより、住民と行政との信

頼関係の確保に努めることが重要である。」と記されている。しかしながら、第 2章 2節で取り上げた
福岡‐小値賀、上五島路線の廃止の経緯を見てみると、離島住民の１/3 が反対の署名運動を実施した
にも関わらず、その民意は届くことはなく、廃止されてしまった。この現状は国による離島の推進政策

が機能せず、民意に対する意識が低下していることを表しているのではないだろうか。そこで、民意を

取り上げることができる協議システムに着目することにした。 

第2節  離島航空路線協議会  
 
上述した通り、福岡‐上五島、小値賀路線は住民の路線廃止反対を訴える署名運動が、甲斐なく廃止

された例としてとりあげた。このように離島航空路線では、路線維持を求める声が利用者からあがって

いたにも関わらず、結果的に民意は反映されなかったという例がある。このような状況は地方分権が進

められている現在だからこそ見直すべき問題である。そこで、ここでは離島航空における、民意を反映

させることができる協議システムとして「離島航空路線協議会」に着目する。 
 1999年の需給調整規制の撤廃に伴い、離島住民の日常生活に必要となる航空路線の維持・活性化の
ため、国が運航事業者に対し補助金を交付する離島航空補助が行われるようになった。それを受けて、

離島航空路線を保有している各都道府県は国と連帯して運航費補助を新たに実施することとなり、国の

指導のもと、都道府県ごとに離島航空路線協議会が設置され、各都道府県と国による補助事業が始まっ

た。 
離島航空路線協議会での協議内容は 

1. 離島航空路の輸送サービスの改善に関すること 
2. 離島航空路の就航機材及び関連施設の改善に関すること 
3. 離島航空路事業者の経営改善に関すること 
4. その他離島航空路に関する諸問題に関すること 

の４点である。活動実態としては毎年１回、７月下旬に開催し、 
・航空事業者から路線の現況（収支、旅客輸送実績、就航率等）の報告 
・各委員からの意見、質疑応答 
を経て「離島航空路線の活性化のための方策」と「公的支援すべき路線」の方針を決定する。協議会の

決定に法的な拘束力はないが、その決定に基づき港湾局が予算要求を行っている。 
また、協議会は国の予算編成の前に開催されることから、補助対象路線選定の為に行われる印象を受

けるが、実際には関係市町村から航空路線の活性化に対する強い要望が出され、各関係者が知恵を出し

合う場となっている。つまり、利用者は協議会を通して民意を伝え、それを受けて県と協議会とが協議

していくのである。 
補助金を決定する際の離島航空補助事業の関係者は 
① 都道府県 
② 関係市町村 
③ 航空路線運航事業者 
④ オブザーバーとして国 

の 4つの関係者で構成されている。 
下図は、現在東京都が行っている離島航空補助事業の概要図である。 
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図５‐1 離島航空補助事業概観図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上のことを踏まえ、本稿では現在の協議会システムに「客観的視点のできる第三者機関が取り込ま

れていない」ということを問題点としてあげる。現在のシステムは利用者・航空事業者・補助を行って

いる国や地方のそれぞれの言い分を公平に聞く者がいないため、最終的に国の視点に偏る傾向があるこ

とが指摘できる。このような点から、現在のシステムは利用者の要望が反映されにくいのではないだろ

うかと考えた。地方分権が進められている現在、このような現状のシステムを見直す必要がある。同じ

く太田（2003）も「地域交通政策の決定には地域住民の意見が反映されなければならないが、現行の
意思決定システムはそのようになっていない。」と述べている。ここで、規制緩和と地方分権のズレ、

特に地方分権の遅れについて指摘することができるだろう。 

このような問題点を解決するべく、次節では民意を取り入れた交通政策システムの成功例としてアメ

リカの都市圏交通政策機構MPO（Metropolitan Planning Organization）に注目する。 
 

第3節  MPO（Metropolitan Planning Organization） 
 
独立した交通計画の策定組織として米国のMPOがあげられる。MPOとは地方分権に伴い、交通政

策の権限を地方に譲渡するという目的の下つくられた都市圏交通計画機構である。このような地方に権

限を譲渡する政策は PI（Public Involvement）の概念に基づいて進められている。PIとは、政策策定
の段階で人々の意見を吸い上げようとするために、人々に意思表明の場を提供する試みのことをいう。

行政と住民の双方向の情報交換に重要性を置き、事業に対して反対している人を賛成に替えるのが目的

ではなく、できる限り住民の意見を反映した計画作りや整備をするための手法である。この手法は「民

意の反映」を目的としたものであり、MPOは PIを取り入れた交通政策システムでと言える。 
またMPOは国から資金を扱う権限を与えられ、交通計画を策定する義務を負っている。MPOの形

態は図３の通りである。 
 

 

利用者 

離島航空路線 
協 議 会* 

運航事業者 

東京都 国土交通省 

要望（町村長経由） 

協議 

交付 交付 申請 申請 

路線の維持存続 

＊離島航空路線協議会構成メンバー 
  ●東京都：総務局・都市計画局・港湾局・支庁   ●島嶼：町村長   
  ●事業者：運航事業者          ●オブザーバー（アドバイザー）：国土交通省 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００５発表論文  ３rd‐４ th Dec.2005 

 23 

図 5‐2 MPOの図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[太田和博（1999）より] 
以下、米国アイオワ州デモイン都市圏を例にMPOの形態について説明していく。 

 MPOの組織を構成しているものとして、MPO理事会、MPOスタッフがある。 
MPO 理事会とは、MPO の最高議決機関であり、メンバーは選挙などによって選ばれた地域の代表に
よって構成されている。つまり、地方の民意を反映する代表者という役割を担っている。議席数はMPO
設置時の政府間合意書によって決定され、さらに議決権を持たないオブザーバーが 4名出席している。
（アイオワ州交通省、デモイン都市圏公共交通局、デモイン空港、連邦道路局の地方事務所代表者）ま

た、MPO理事会とは別に交通諮問委員会が設けられており、ここでも彼らが参加している。 
MPOスタッフは計画策定を主な任務とする Executive Director（専任の交通専門家）と５名の交通

計画官および秘書 1名からなる。 
上記のように、最高議決機関であるMPO理事会のメンバーは交通問題に精通していない。そのため

交通専門家であるMPOスタッフが計画を策定するのである。その際、交通事業者らは、自治体を通し
て要望を反映させるという形をとっているが、実質的にはMPOスタッフとの会合等で、政策調整を行
なっている。つまり、MPOは計画策定機関、事業者や地方自治体は計画実施主体なのである。さらに
MPOスタッフは計画策定の際、学術的、客観的な視点から、交通研究家によるアドバイスを受け、必
要に応じてコンサルタントにも委託することができる。事業と計画の分離、第三者の客観的視点の介入

がこのシステムのポイントとして挙げられる。また、MPOスタッフの策定した交通政策案は、住民の
代表者である理事会委員の審査を受けるため、住民による合意プロセスが設けられていると言える。 
現在米国では、人口 5万人以上の都市圏にはMPO設置を義務づけており、全米で 360余りのMPO

が存在している。しかし、実際このシステムが有効に働いたかどうかにも注目する必要があるだろう。

米国によるMPOの好例として、州道 5号線移転改良プロジェクトが挙げられる。 
「滑走路延長を含む空港拡張により州道 5号線転移改良プロジェクトが始まった。空港拡張によって誘
発された問題とはいえ、空港拡張計画とは別個のプロジェクトとみなされており、デモイン空港の責任

範囲外とみなされたのが問題の発端であった。そこでデモインMPOが州交通省と地方自治体の間に入
り、費用負担を含む細かな調整を行い、プロジェクト実施への環境を整えた。」１この例は MPO が計
画策定を目的としており、特定団体傘下の事業主体ではなかったことが成功の要因であったことを示し

ている。 

                                                        
１太田 1998 
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以上がMPOの現状である。MPOは本稿において理想とする民意を有効に活用することができる第
三者機関としての交通政策策定システムであり、そのメリットは大きいといえるだろう。故に、日本で

も現状のシステムにかわり、MPOをベースとした新しい地方交通政策システムが必要となる。 
以上の現状分析を踏まえて本稿では離島航空路線の確保のために①民意を反映させるための協議会

システム②現在の補助制度、の２点の見直しという観点から次章において提言する。 
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第6章  政策提言 

 
要旨：第 5、6章で、国の離島航空路線に対する補助・維持政策を見てきたが、現状に見合った政

策とは言い難い。そこで、この章では「運航費補助要件の撤廃」「MPO をモデルとした離島

航空路線協議会の強化」を政策提言として行う。本稿で提言する目的は、離島住民の民意

を反映させた離島航空路線の確保、維持にある。 

 

第1節  政策目的  
 
我々はこれまで、離島航空路線の現状について考察を行ってきた。離島航空路線に対して国は補助・

維持政策を行っているが、十分な成果を挙げているとは言いがたい。そこで我々は、離島航空路線の維

持に向けての政策提言を行う。そしてこの政策提言は、地域に見合った離島航空路線の維持によって、

「民意の反映」「規制緩和による利益享受の格差の是正」「地方分権・情報化社会に向けての航空路線の

充実」を目標としたものである。その為には、これまで述べてきた問題点を改善する必要がある。まず、

各地域において必要性の高い路線の維持を実現させるために、補助要件の再検討を行い、さらに、財源

を確保する為の政策に関しては EAS制度を、民意を反映させる為のシステム構築に関してはMPOを
それぞれ参考にすることが得策であると考えた。 

第2節  政策内容  
 
 第 1 項 運航費補助要件の撤廃  
 
第 4 章第 1 節でも述べたように、現在、国の設定する運航費補助要件が存在し、これにより補助対

象となる路線が限定されるため、補助が受けられず廃止となってしまう路線がある。また、国が定めて

いる補助要件は離島航空路線の現状に見合うものであるとは言い難く、本当に必要性の高い路線や、離

島住民からの要望がある路線に対し、補助が十分に行われていないのが現状である。 
まず、現状の補助要件について、要件の拡大措置をとった場合、補助対象となる路線数自体は増加す

るが、拡大措置を行うだけでは、補助要件の中でひとつでも該当しない要件があることにより、必要性

が高いにもかかわらず補助の適用対象から外れてしまうという状況が考えられる。さらに、要件を拡大

することにより補助対象となった全路線に対し補助を行うことは、現在の財政状態から考えても難し

く、不可能である。 
また、国による一方的な補助対象の選定という方法では、民意が反映される余地はなく、住民に本当

に必要とされる路線の廃止が起こる。現在地方分権が推進されていることに伴い、所有離島に対し、よ

り正確な現状を把握する地域主体の路線選定を行うべきであると考える。 
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よって、現行の補助要件について、拡大措置を行っただけでは十分な効果が得られず、補助金の限界

もあることから、今回我々は、補助要件撤廃についての政策を提言する。 
 
第2項  離島航空路線協議会の再編  
 
第 1 項では現在の補助要件の撤廃を提言した。撤廃されたことによって、今まで補助要件により、

補助の対象外となっていた路線全てに運航費の補助を受ける機会が与えられる。 
そこで新たに全ての路線の中から要件にとらわれずに必要性の高い路線を選定していく必要がある。こ

こであげる必要性の高い路線とは、住民の要望を取り入れた路線であると考える。 
第 5 章第 2 節で述べたとおり、現状のシステムは構成員が国土交通省・地方・事業者・島嶼（住民

代表者）となっている。このような状況では、協議の際には実際に路線を運航している事業者や、補助

金の負担をしている国・地方の意見の方が影響力を持つのはやむを得ない。このままでは、福岡‐上五

島、福岡‐小値賀路線のように、協議を行っても利用者の意見が通らない、という事例が増えかねない。

そこで本稿では地域の実情を最も理解している地域に補助路線の選定を任せるべきではないかと考え

た。さらに、日本における既存のシステムを、より民意を反映させることができるようにするため、本

項ではMPOをモデルとした「離島航空路線協議会の再構築」を提言としてあげる。以下がそのモデル
である。 
 

図 6‐1 離島航空路線協議会拡大図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まず、協議会は、離島、運航事業者、県のそれぞれの代表者、更に専門家からなる政策立案委員会に

よって構成される。ここでの専門家とは、公平且つ経済状況に見合った政策立案(補助対象路線の選定)
を行うために、交通・経済・経営・財政・法律等の様々な分野から国が任命した専門家のことである。

離島、運航事業者、県の代表者はそれぞれ要望を伝え、それらを踏まえ委員会が政策を立案する。政策

立案委員会が専門家からなる第三者であることから公平な政策を立案できるのではないだろうか。そし

てこの政策立案を、離島住民・事業者・県に提示し、彼らの要望を取り入れ、さらに練り直すことで、

より相互の要望が反映された政策を決定する。また、離島住民の要望をより現実性の高いものにするた

めには、住民自ら勉強会を開き、そこで路線の現状や、維持するための方法などについて協議をするな

どして、知識をつけることも当然必要となるだろう。 
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一方で、国は現在のままオブザーバーとしての役割に徹する。国の関与が小さくなることで、より地

域密着型の路線政策が可能となる。地方交通は本来的に地方が行うべきものであり、離島航空路線のよ

うな地域独自の交通政策において、国はなるべく地方に権限を委ねなければならない。 
また、本稿では「民意の反映」を重要視するが、これは必ずしも一方的な要求を実現させようとする

ものではない。あくまで、利用者参加型の政策を推進しようとするものである。 
 
第 3 項 新たな財源の確保  
 
離島協議会の設置によって、民意が反映されれば、廃止を免れ維持される離島航空路線が増大するこ

とが考えられる。すると、現在よりも多額の運航費補助金が必要となる。しかし、厳しい状況におかれ

ている現在の国の財政からは、今以上の運航費補助金を抽出することは難しい。 
そこで、4 章で述べた米国の EAS制度を参考にし、離島航空路線維持のために必要となる財源を確

保する政策を提唱する。米国では航空利用者に対し、チケット・タックスに類する直接的な税の賦課を

行っている。このようなチケット税を日本でも新たに徴収し、離島航空路線維持に必要となる補助金の

財源とする。チケット税で徴収した財源を離島航空路線維持に全て歳出することで現在よりも多額の補

助金を確保することができる。 

表 6‐1 は、財源としてどの程度の金額を得ることが可能であるかを 2003年度の国内総旅客数に当
てはめ、数値として示したものである。利用者負担額を、1、5、10、15、20、25、30円と設定し、利
用者負担としてどれだけ得ることができるかを示している。 
 

表 6‐1 利用者負担の推測値 

2003 年度 

国内総旅客数

（人） 

一人当たりの負担額

（円） 

合計金額 

（千円） 

95,487,098 1 95,487 

 5 477,435  

 10 954,871 

 15 1,432,306  

 20 1,909,742    

 25 2,387,177  

 30 2,864,613  

（出所：2003年度航空輸送統計年報より作成） 
 
この利用者負担額は、現在の運航費補助金の代わりとなる財源の確保を目的としたものである。そこ

で例として、2003年度国土交通省からの運航費補助実績を見てみる。運航費補助金額は約 4億円とな
っており、この約 4 億円を利用者負担で補填するとなると 1 人当たり約 5 円未満ですむという計算に
なる。しかしながら、5円未満の負担とはいえ、国内の旅客者全てから利用者負担金を得るにも関わら
ず、その還元は離島航空路線のみとなっていることが問題視される。本稿では、問題意識で述べたよう

な規制緩和による利益の享受格差が、第 2章図 2‐2で述べたような賃率として表れていると考える。
それ故、利益格差を縮めるためには、利用者負担の対象を国内の総旅客とする必要がある。 
 
 
第 4 項 新たな運航費補助のモデル  
 
第 2 項、第 3 項にて述べてきた各問題点に関する解決策を踏まえた上で、更に双方を同時に解決する
モデルか下図の組織である。 
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図 7‐2 新しい協議会システム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【離島航空路線維持費の流れ】  
① 前年度の決算報告が各航空会社から離島航空路線協議会に提出される。 
② 提出された決算報告を元に協議会の中で次年度の具体的な補助額に関して協議され、国へ詳細と
共に申請する。ここでの詳細とはどの路線にいくらの赤字が生まれており、次年度はどの程度の

補助が必要になるのかなど全て細かく審議したものである。その際、赤字を完全に補填すること

は、各航空会社の経営への怠慢などが生まれる懸念があるため、本稿ではその補助額の申請決定

プロセスを全て離島航空路線協議会に一任する。また、住民から離島航空路線協議会へ持ち込ま

れた様々な意見や要望というものを議論し、１それを国土交通省へ要望として提出することも可

能である。 
③ 提示された申請補助額に関して国土交通省が吟味の上、前年度に集められた離島航空路線維持費
を②の申請を加味した上で再び各協議会へ分配する。 

④ 協議会が実際に割り振られた補助額を各航空会社のそれぞれの赤字路線にどれだけの補助額を
割り当てるのか再び審議し分配する。 

⑤ その補助額を用いて離島航空路線を維持させる。 
 
上述した政策の施策後に得られる効果として、補助要件の撤廃により、これまで国が定めていた要件

に当てはまらず、補助されていなかった路線にも補助が行き届くようになり、不条理に路線の廃止が行

われなくなる。また、利用者負担により財源が増えたことで、離島に確実で安定した財源が確保される。

これにより、本島と離島との利益享受の格差が縮められる。 
そして、これまで離島航空路線協議会には公平に意見を取り込む第３者がいなかったため民意が反映

されにくかったが、そこへ新たに専門家を入れることによって、客観的な視点を取り入れることができ、

さらに民意を汲んだ、より適切な政策案が策定される。 
 

                                                        
１ 第 6章第 2項参照 
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第7章  今後の展望 

以上の様な提言を実施することにより民意が反映されると考えられ、真に生活に必要な航空路線が維

持されることになるだろう。 
離島における航空路線とはこれまで述べてきたように、情報化社会における重要な高速移動手段であ

り、地方分権政策が推進されている社会においても必要不意可決なものである。 
また、昨今政府が打ち出した空港整備特別会計など含む５特会を統合し、必要な分は一般会計から歳

出するという方針を打ち出しているのは周知の事実であろう。今後、特別会計が廃止され一般会計から

のみになるという状況を想定した場合、国が離島航空路線の重要性をしっかりと認識すれば、一般会計

から補助金は歳出されるかもしれない。しかし、現状の特別会計予算のうち離島に当たる割合はわずか

0.3%である１。この現状を見る限りでは、一般財源化された場合、これ以上離島の路線補助のために予

算が割かれるとは思えないのが現実である。それゆえ、本稿では必要なものには特別会計を残すべきだ

と考えた。 
本稿ではこれまで、離島航空路線の必要性というものを様々な面から説いてきた。しかしながら、補

助を始め離島航空を取り巻く現状は依然厳しいものであり、今後も更に厳しい状況を強いられるかもし

れない。我々はこの現状を国や地方自治体や航空事業者のみに説くのではなく、全国民にも説くことに

よって離島航空路線の維持・存続が続けられること、強いては日本の航空ネットワークが拡充されるこ

とを望む。 

                                                        
１第 4章 2節参照 
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