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要約 

 本稿の目的は国土交通省と成田空港国際株式会社に対し、首都圏国際空港である東京国

際空港と成田空港の「内際分離」見直しを提言し、新たな空港運営の一助となる指標を示す

ことにある。両空港が 2010 年に再拡張工事を完成させ、また政権交代により航空行政が見

直されようとしている昨今、我が国の拠点空港である羽田空港と成田空港の効率的な運航を

考えることは、非常に意義のあることだと我々は考える。 

 まず冒頭、現在の羽田空港と成田空港がおかれた現状を、政策的な面と国際的な面から明

らかにする。アジア各国は急激な経済成長を遂げるなか、多くの国々が大規模拠点空港を建

設・運営、ハブ空港として利益を上げている。一方日本では、「一県一空港」ネットワーク

がほぼ完成し、今後の空港行政は整備から運営へと政策転換を余儀なくされており、今後の

航空行政、特に国際拠点空港である羽田空港と成田空港の運営方法は効率的になされなけれ

ばならない。 

 第 1 章では、羽田空港と成田空港の成り立ち、空港能力、運航実績を検証し、問題意識

を明確化する。羽田空港は国内拠点空港として国内旅客・貨物の航空輸送の根幹を担ってお

り、成田空港も、日本の玄関口として国際旅客・貨物の輸送の拠点として機能している。し

かし一方で、成田空港は拡張の余地がもはやなく、羽田空港は国際貨物を担えない構造的欠

陥を抱えている。これまで両空港は「内際分離」の取り決めのもとに運営されてきたが、こ

の政策が現在見直され、新たな取り決めが必要とされる中、羽田空港と成田空港の抱える事

情を考慮して、その具体的な運行方法を決定しなければならない。 

 以上の背景より、我々は以下の問題意識を掲げた。 

1 首圏国際空港として羽田空港・成田空港が一体的運用を行っていくために、 

     両空港の外部効果を明確にし、今後の航空行政のひとつの指標とする。 

2 羽田空港と成田空港が客貨分離して運用された際の経済波及効果を計測し、 

政策の有効性を検討する。 

 第 2 章では、空港の外部性を計測する意義と、これまでに空港の外部性に関してなされ

てきた先行研究を挙げる。騒音費用や経済波及効果に関しては、国土交通省を始めとする各

自治体による計測が行われてきたが、羽田空港と成田空港の外部性を計測、比較する研究は

本稿が初となる。 

 第 3 章では負の外部性である、騒音の社会的費用を計測する。羽田空港と成田空港の比

較では、成田空港の騒音費用が羽田空港と比較し相対的に低いことが明らかとなった。この

分析により、成田空港の時間的運航制限が緩和される可能性が示唆される。 

 第 4 章では、外部経済として経済波及効果をみた。分析は産業連関表を用いて行った。投

資額を空港整備特別会計より 1000 億投じたと仮定し、最終需要額を設定した。 

経済波及分析では、東京都と千葉県の産業連関表を用いて、成田空港と羽田空港に空港整備特

別会計からそれぞれ１０００億円投じた場合に各地域に及ぼす経済波及効果額を導出した。その

結果、成田空港では１４７８億円、羽田空港では１２９２億円の一次波及効果がでることがわか

った。これにより、成田空港、羽田空港はともに地域経済に大きな価値を与えている。 

今回の投資空港整備特別会計を財源としているため、現在のこの会計の不透明さなどの問題も

今後の課題となった。 
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また、一体的運用の具体策として新たに「半客貨分離」を提唱している。これは空港のみなら

ず、周りの環境と利用する人々の視点に立ち、講じられた案である。具体的には、国際線の旅客

を分担するものである。受け入れを成田空港で行い、日本から飛び立つ際には羽田空港の利用を

行うものである。 

以上の流れを踏まえて、第 5 章では政策提言を行っている。まず、首都圏空港における国際

空港の在り方として内際分離から脱却を図るべきである。次に、それに代わる策として貨物と旅

客を分離する方法をとる。また、その分離は周りの環境や利用者の立場に立ったものであるべき

だ。 
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はじめに 

本稿の目的は国土交通省に対して今後の航空行政の一助となる指標を示し、我が国におけ

る理想的な国際空港の在り方を提言することである。特に日本の玄関口である成田国際空港

（以下、成田空港）と、国際線の役割を拡大させつつある東京国際空港（以下、羽田空港）

に焦点を当てる。この章ではそのような目的に至った背景と、その意義について述べる。 

 

我が国の航空行政の転換 

戦後日本の航空行政は、「一県一空港」の号令の元、全国各地に空港建設を推し進めた。

その結果、2009年現在日本全国に点在する空港は全 98空港にも上り、近年になってその無

計画な空港建設の果ての赤字経営が問題化している。国土交通省が 2009年 7 月に発表した

試算では、国管理の空港 26空港の内 22空港が赤字を計上したことが判明、１他の地方管理

空港の赤字も懸念されている。 

このように、我が国の航空ネットワークが完成され空港の数が飽和状態にある現状におい

て、空港整備・運営の財源である空港整備特別会計の主な用途先も大きく転換を迎えている。

これまでその大部分が新たな空港建設のために割かれてきたが、今後は現存する空港の運

営・整備・拡張に重点が置かれるという２。新規の空港建設は抑制され、特に首都圏大規模

空港への投資が進められる。図 1は空港整備特別会計における、空港整備事業に占める大都

市拠点空港の歳出シェアの推移を示す。1980年時点では全体の約 8割が一般空港等に振り

分けられているが、2003年段階では一般空港等への投資が 25％に留まり、拠点空港と呼ば

れる成田・関空・中部・羽田への投資拡大が顕著に表れている。日本の航空行政は、新規の

空港建設から既存空港の運営へと転換点を迎えたといえよう。 

 

アジアの国際空港の台頭 

 日本の玄関をうたう成田空港だが、アジアの中での相対的地位は低い。航空関係を専門と

する英国の調査会社・Skytrax が発表した《2009 ワールド・エアポート・アワード》によ

ると、空港満足度調査の 1 位は仁川国際空港（韓国）、2 位は香港国際空港（中国）、3 位は

チャンギ空港（シンガポール）と、上位はアジアの国際空港によって占められている。成田

空港はトップ 10 入りも果たせないという結果であった。 

 世界各国の空港の乗降客数、貨物取扱量のランキング３では、やはりアジアの国際空港の

存在感が強い。特に貨物取扱量に関しては、アジアの空港を示す赤色が目立ち、その勢いを

主張している。 

 アジア各国、措いても中国は大規模国際空港の整備に余念がない。上海では従来の虹橋空

港を国内専用空港に特化し、新たに浦東空港が国際空港として開港した。この空港は最終的

に 4000m 規模の滑走路を 4 本整備する計画である。中国は他にも香港や広州白雲といった

国際空港を抱え、アジアのハブとして着々と成長を続けている。 

                                                      
１ 2009 年 7 月 31 日付 朝日新聞朝刊より 国土交通省による 2006 年営業損益ベースの試算 
２ 空港整備五カ年計画より 
３ 図 2・図 3 にそれぞれ乗降客数と貨物取扱量のランキングを掲載した。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文 12th – 13th Dec. 2009 

 6 

 また、他のアジア各国の国際空港も、それにつづけと整備を進めている。シンガポールの

チャンギ空港、マレーシアのクアラルンプール空港、タイのスワンナプーム空港や韓国の仁

川空港など、旅客貨物を問わず、航空輸送の拠点となりうるだけの能力を備えた空港が次々

と建設されている。 

 このようにアジアの空港整備が競争的に進められる中、これ以上の拡張の余裕をもたない

日本の国際空港、羽田空港と成田空港は、その国際的地位を高めるための効率的な運行を模

索しなければならない。 

 

成田空港・羽田空港の拡張完成 

 2010 年という年は羽田・成田の両空港にとって節目となる年である。羽田空港には第 4

滑走路が完成し、年間の発着処理能力が 30.3 万回から 40.7 万回へ増加する。一方成田空港

では全長 2100 メートルの B 滑走路が 2500 メートルまでの延長工事を終え、年間発着回数

が現在の 20 万回から 30 万回へと増加する。 

 これらの拡張が完成し、増加した発着回数容量をどのように運用するかが課題となってい

る。日本への就航を希望する海外航空会社は数多く存在するが、現在はその需要に応えられ

ないのが現状であり、成田空港に関して拡張後には多くの航空会社の就航が見込まれている。

国際線が過小供給に陥っている一方、国内線に関しても羽田空港は容量不足が問題視されて

いる。地方空港は多くの需要が見込まれる、いわゆるドル箱路線である羽田路線の開設を望

んでいるのである。 

 したがって、羽田空港と成田空港の拡張完成後の運用計画は、明確な目的意識の元に効率

的になされなければならない。 

 

本論文の目的 

 このように日本の航空行政が大きく転換点を迎え、アジアの国際空港が着々と競争力を

つけている現在、拠点空港である成田空港と羽田空港の運営に関する提言を行うことは、意

義のあることだと我々は考える。 

 拠って本稿の目的は、国土交通省に対して我が国における国際空港の在り方、すなわち成

田空港・羽田空港の理想的な運営方法を提言することにある。 

 

図 1 
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第1章  現行の空港行政に対する

問題意識 
本章では現在の成田空港・羽田空港の運航能力に対して現状分析を行った。また、これま

で為されてきた航空行政、特に「内際分離」について取り上げ、その見直しを模索した。 

 そして本稿の問題意識として、 

1 首都圏国際空港として羽田空港・成田空港が一体的運用を行っていくために、 

     両空港の外部効果を明確にし、今後の航空行政のひとつの指標とする。 

2 羽田空港と成田空港が客貨分離して運用された際の経済波及効果を計測し、 

政策の有効性を検討する 

以上の 2 点を掲げる。 

 

第1節 成田空港・羽田空港の現状 
 

第1項 空港能力の検証 

 羽田空港は 1931 年、国の基幹空港として建設された。以降拡張を重ね、現在に至る。日

本の経済成長とともに航空需要は拡大の一途を辿り、国際化が進むにつれて国際線需要は増

大し、首都圏において羽田空港のみ当時の建設技術では、海上に十分な耐久性のある滑走

路・ターミナルを作ることが難しく、新たに首都圏大規模空港を建設する計画が持ち上がる。

そして羽田空港のみではまかないきれない需要に対応するため、首都圏第二空港として、そ

して国際線専用空港として成田空港は開港した。現在の両空港の概要を表 1 に示す。 

〈表 1〉 

羽田空港 成田空港
設置管理者 国土交通省 成田国際空港株式会社

滑走路 3000m×3本、2500m×1本 4000m×1本、2500m×1本
ターミナル面積 1271ha 1084ha
年間発着能力 40.7万回 30万回

運用時間（利用時間） 24時間 24時間(6:00-23:00)

成田空港 羽田空港 仁川国際 香港国際 チャンギ国際
発着回数 18.5万回 31.2万回 16.1万回 25.9万回 20.4万回

滑走路
4000m　2180m

（2500mに整備中）

3000m  2500m
3000m (2500整備

中)

3750m　3750m
（4000m整備中）

3800m　3800ｍ 4000m　4000m

乗降客数（国際線） 2705万人 130万人 2559万人 3980万人 3072万人
乗降客数（国内線） 112万人 6229万人 46万人 0万人 0万人
乗降客数（合計） 2817万人 6359万人 2605万人 3980万人 3072万人

運用時間（利用時間） 24時間（６～23時） 24時間（24時間） 24時間 24時間 24時間

 
 

日本を代表する拠点空港である羽田空港と成田空港だが、その設置管理者は異それぞれに

異なり、羽田空港が国土交通省の管轄下にある国営空港であることと比べ、成田空港は 2003

年に民営化を果たし、成田国際空港株式会社によって運営されている。 

同じく 2010 年に拡張工事を完成させる両空港だが、その年間発着能力では羽田空港が成

田空港を上回る。海上空港である羽田空港は、広大な面積をもち、滑走路も拡張完了後には

4 本を保有する。更に、今後も沖合に向けて拡張の可能性が残る羽田空港と異なり、成田空

港は今後の拡張の余地が無く、現在の規模が飛躍的に拡大することはあり得ない。 

 特に滑走路に関して、成田空港が保有する 4000m と 2500m の各一本ずつという設備は

非常に小さいものだといえる。表 2 に他のアジアの主要国際空港の概要を示すが、それら

と比較しても成田空港設備の不十分さがうかがえる。 
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〈表 2〉 

 

空港の発着能力を示す一つの指標となるものが、滑走路の長さである。大型機が大量の燃

料を積み込み長距離路線を飛ぶためには、長い滑走路を使用した離発着が必要不可欠であり、

国際拠点空港として運用されるためには 3000‐4000m 級の滑走路が必要となる。他のアジ

アの国際空港が 3000‐4000m 級の滑走路を複数抱えていることに対し、成田空港の能力不

足は否めない。 

一方の羽田空港には、これまで国際線の乗り入れ制限という、政策的欠陥が備わっていた。

後に述べる「内際分離」の取り決めである。更に、滑走路の長さからも国際貨物の運航に制

限がかかっている。長距離路線の運航のためには、3000‐4000m 級の滑走路が必要となる

ことは上で述べたが、旅客と比較して重量のある貨物機を国際路線で飛ばすためには、安全

面から 4000m の滑走路が必要となる。羽田空港が保有する滑走路は最長 3000m であるた

め、長距離国際貨物を取り扱うことは難しい。またその規模からいっても、現在の国際・国

内航空需要を単独でまかなうことは不可能である。 

 このように、羽田空港・成田空港がそれぞれ単独で首都圏国際空港の地位を築くことは非

常に難しい。よって一体的な運航政策が考えられる必要がある。では、具体的にどのような

運用方法が望ましいのか。これが本稿の第一の問題意識である。 

 

第2項 運航実績の検証 

 つづいて日本における国際・国内航空輸送の実績を述べる。 

日本の航空輸送は国内・国際の別、貨物・旅客の別を問わず輸送量の多くが羽田空港・成

田空港に集中している。他の拠点空港や地方空港と比較し圧倒的に大きな輸送シェアが両空

港に集中しており、成田空港を示す緑色と、羽田空港を示すオレンジ色が各グラフのほとん

どの割合を占めている。日本の航空輸送の一極集中傾向が以下のグラフより見てとれる。 

 

 仁川国際空港 香港国際空港チャンギ空港 浦東国際空港
滑走路 3750m×2本　 3800m×2本 4000m×2本 3400m×1本

4000m整備中 3800m×1本　4000m×1本
年間発着能力 16.1万回 25.9万回 20．4万回 23.2万回

運用時間 24時間 24時間 24時間 24時間
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成田空港

3062万人

（56.90%）

羽田空港

156万人

（2.90%）

関西空港

1095万人
20.35%

中部空港

510万人
9.48%

その他

557万人
10.36%

国際旅客

約9289万人

成田空港

112万人

（1.20%）

羽田空港

6453万人

（69.47%）

関西空港

540万人

（5.81%）

中部空港

655万人

（7.05%）

その他

1530万人

（16.47%）

国内旅客

約5382万人
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成田空港

6,084ｔ

（0.33%）

羽田空港

695,197ｔ

（37.31%）

関西空港, 44,024ｔ

（2.36%）

中部空港, 41,363ｔ

（2.22%）

伊丹, 145,364ｔ

（7.80%）

その他

931,288ｔ

（49.98%）

国内貨物

約186万ｔ

成田空港

2,235,548ｔ

（66.7%）

羽田空港,

5,087ｔ

（0.15%）

関西空港

768,393ｔ

（23.00%）

中部空港

250,022ｔ

（7.45%）

その他
95,781

（2.86%）

国際貨物

約335万ｔ
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成田空港は国際旅客の約 56%、国際貨物の約 67%を取り扱っており、他の拠点空港の追

随を許さぬ規模を誇る。対して羽田空港は国内旅客の約 70%、国内貨物の約 37%を取扱い、

特に旅客に関しての規模は圧倒的である。経営難に苦しむ地方空港が対羽田路線の就航を希

望する理由がここにある。 

 このように羽田空港・成田空港が我が国の航空輸送の根幹を担っている現状では、両空港

の効率的な運用が、ひいては日本経済全体の発展につながると考えられる。 

 また、両空港の旅客数、貨物取扱量の年度別推移のグラフを以下に示す。一時的な減尐

はあるものの、全体的にどちらの指標も常に上昇傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田空港の国際旅客に関して、2001 年時の減尐はアメリカ同時多発テロの影響、2003 年

時の減尐は SARS の流行が関係していると考えられる。その二点を除けば、国際旅客は緩

やかな増加傾向にある。羽田空港の旅客に関しては、国際旅客以上の勢いで旅客数が伸びて

おり、日本の国内航空市場がアメリカに次ぐ規模である、ということを認識させられる。 

また、羽田空港は旅客優位、成田空港は貨物優位にあるという状況がこのグラフより見て

とれる。国内貨物輸送は代替交通が充実し、航空輸送に重点がおかれないという現状がある

が、先に述べたように、羽田空港の滑走路の不備が貨物輸送量を低下させているとも考えら

れる。 
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第2節 羽田・成田の新たな役割取り決め 
 

第1項 内際分離の見直し 

 1978 年の成田空港開港以来、日本の首都圏においては「国際線は成田、国内線は羽田」

という航空運営が原則とされてきた。これは「国際線は距離が長いから遠い成田、国内線は

距離が短いから近い羽田」１といった基準に因ってなされてきた政策だが、国際線のうち長

距離路線が占める割合が大きかった時代には合理的であっても、近距離国際線が増加してき

た昨今では不合理な政策となっている。そのため政府はこれまでにも内際分離の見直しを進

めようと試みてきた。 

2007 年、当時の安倍晋三内閣は＜アジア・ゲートウェイ構想＞を打ち出し、その最重要

項目として「航空自由化（アジア・オープンスカイ）に向けた航空政策の転換」を掲げた。

その中で政府は、羽田空港の更なる国際化を明記している。具体的には、 

・ 羽田空港 2010 年拡張後の発着枠増加分のうち約 3 万回分を、国際旅客定期便の就航

に充てること 

・ 暫定国際ターミナルの拡張 

・ 税関・検疫・出入国審査の充実 

・ 深夜早朝利用のために、出来得る限りの施策を行うこと（24 時間アクセスの改善等） 

などの項目が挙げられている。 

 また同じ年の 5 月には、内閣府規制改革会議が＜今後の航空行政の展開に関する規制改

革会議の見解＞なるものを発表した。この文書の中では、「内際分離政策を転換し、羽田空

港における国際線就航を認めることにより、利用者・航空会社の選択肢を拡大するとともに、

両空港が競争できる環境を整備すべき」ということが明文化されている。 

2009 年 10 月 14 日、前原国土交通相は「羽田空港をハブ空港化する」、すなわち羽田空

港の国際化を推進し、内際分離の取り決めを見直すことを明言したが、これは現在進行中の

問題を再確認したに過ぎない。 

 

第2項 新たな政策―客貨分離 

 このように、内際分離の政策が改められようとしている現在、それに代わる新たな政

策が求められている。首都圏空港として羽田空港と成田空港が一体的運用を行うためには、

効率的な役割分担が必須となる。 

そこで我々が注目したものは、「客貨分離」の政策である。旅客と貨物を分離する政策、

すなわち羽田空港を旅客の基幹空港とし、成田空港を貨物の基幹空港とする取り決めである。

この政策は、内際分離の不合理さが論じられ始めた頃から、その代替案として航空関係者の

議論に上ってきた。 

 羽田空港が貨物に関してハンデをもち、成田空港が都心からのアクセス面でハンデをもつ

現状では、それぞれの比較優位を生かしたこの客貨分離の政策が非常に有効であると考えら

れる。 

「客貨分離」の中身を再度、ここで深く確認しておきたい。一言で説明すると、国内線、

国際線関係なく、羽田空港を旅客便の基幹空港にする、成田空港を貨物便の基幹空港にする、

ということである。なぜ、このように分類したのであろうか。先に挙げたように、それぞれ

のハンデを克服するためという理由も１つであるといえる。しかし、逆にそれぞれの特性を

活かした結果といいたい。具体的に見ていこう。羽田空港に関して言えば、アクセスのしや

すさは最大の武器だ。たとえば、街から空港に向かう利用者は都心からのアクセスが容易で

ある。また、空港から都心へ、つまり街へのアクセスする利用者にとっても同様にアクセス

がしやすいということが挙げられる。これは日本から海外へ飛び立つ際に、また海外から日

                                                      
１ 首相官邸 HP＜アジア・オープンスカイ構想と空港の効率的運営整備＞資料より 
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本に来た際の両方にとって便利であるといえる。逆に成田空港に関していえば、貨物輸送が

世界の TOP30 以内にランクインしている。また、成田空港ある千葉県に関しては輸送施設

の増加傾向がみられている。このことから、尐々余談になるが成田一体を貨物輸送に特化し

た地域という新たな枠組みを作るのも良いかもしれない。 

 しかし、客貨分離政策はこれまで国土交通省から正式に発表された概念ではなく、航空関

係者から提出された意見のひとつに過ぎない。また、この客貨分離政策施行に関して具体的

な分析が行われた論文も未だ存在しない。新たな首都圏国際空港の役割取り決めとして、客

貨分離の政策にはどのような経済効果、また不経済効果が生じるのか。これを本稿の第二の

問題意識とする 

  

 

第3節 問題意識の整理 
 ここで本稿の問題意識を整理する。 

 我々は我が国の航空行政を振り返り、羽田・成田両空港の現状を整理する中で、以下の問

題意識を抱いた。 

・ 首都圏国際空港として、羽田空港と成田空港はどのように一体的運用を行っていくべ

きか。 

・ 新たな両空港の取り決めとして、客貨分離政策は経済的効果をもつか。 

 我々はこれらを集約させ、その解決のために以下のような問題意識を設定した。 

 

問題意識 1 首都圏国際空港として羽田空港・成田空港が一体的運用を行っていくために、 

      両空港の外部効果を明確にし、今後の航空行政のひとつの指標とする。 

問題意識 2 羽田空港と成田空港が客貨分離して運用された際の経済波及効果を計測し、政

策の有効性を検討する 
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第2章 羽田・成田空港の外部性計測 

本章では公共インフラである空港の外部性を計測する意義について触れ、これまでに為さ

れてきた空港外部性に関する論文を紹介する。 

 

第1節 外部経済、外部不経済 
 ある活動の影響が、市場取引を通さずに各経済主体に及ぶ場合、外部性または外部効果が

存在しているという。例として有名なものが、ある企業が海に工場排水を流すことによって、

環境が汚染され、漁師の漁獲高が減り、彼らにマイナスの影響を及ぼす外部不経済である。

この例においては、行動主体である企業の活動によって、漁師は市場を通さずに被害を受け

ている。このようなマイナスの影響は負の外部性とも呼ばれる。 

 反対に外部経済、もしくは正の外部効果の例としては、道路に面して設置された花壇の存

在が挙げられる。道路に向かって開放された花壇の存在は、通行人の目を楽しませ、彼らの

効用を増大させる。このとき、通行人は花壇の設置者に対してなんら対価を支払っておらず、

効用は市場の外側で発生していることとなる。 

 空港は公共インフラの一面をもっており、その設置や運営によって、周辺地域には大きな

影響が及ぼされる。外部経済としては、旅客や貨物が集積される際の経済波及効果が存在す

る。また、整備や拡張に伴う経済波及効果も生じる。対する外部不経済の一例としては、飛

行機運航に伴う騒音被害などが挙げられる。 

 

第2節 これまでになされた経済波及効果の計測 
 これまで空港の経済波及効果は折に触れて分析がなされてきた。 

2008 年に国土交通省が発表した「成田空港と羽田空港の国際線発着回数増加による経済

波及効果の計測効果について」では、成田空港と羽田空港が 2010 年に拡張を終え、増加し

た容量を国際線に充てた場合の経済波及効果を計測している。この計測では、訪日外国人増

加による国内消費額の増加と、海外渡航日本人による羽田・成田空港へのアクセス消費額の

増加を合わせ、経済波及効果としている。結果、 

・ 生産誘発額は合計 9804 億円 

・ 付加価値誘発額は合計 4935 億円 

・ 産業部門別では生産誘発額について「旅館・その他宿泊所」、「航空輸送」、「商業」、「飲

食店」、「食料品」など観光と関連が深い産業部門において、特に大きな結果 

ということが明らかとなった。 

 また、同じく国土交通省による「羽田空港再拡張による経済波及効果について」では、羽

田空港拡張後の増加発着容量分に国内線を振り分けた場合と、国際線に振り分けた場合とで

経済波及効果を計測している。すなわち、再拡張によって地方の空港における羽田空港路線

の旅客数の増加及び地方への訪日外国人の増加により、地方の各地域に生じる経済波及効果

の計測を行っている。その結果、 
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・ 羽田空港拡張後の増加分容量を、国内線に充てた場合の経済波及効果（全国）は 

126,146 億円 

・ 羽田空港拡張後の増加分容量を、国際線に充てた場合の経済波及効果（全国）は 

176,890 億円 

ということが計測された。 

 我々はこの２つの分析から以下のことを整理したい。 

・ 羽田空港・成田空港ともに、拡張後の発着回数容量増加分は国際線に振り分けることが

望ましい。 

・ 羽田空港の国際線増加後の経済波及効果は、成田空港のものを上回る。 

・ それらの経済波及効果は訪日外国人の消費に因るところが大きい。 

 

第3節 これまでになされた騒音費用の計測 

 経済波及効果と同様、騒音は空港の周辺地域に重大な影響を与える問題である。国土交通

省をはじめとし、空港周辺地域の自治体も各地点で定期的に騒音測定を行っている。 

 国土交通省による〈東京国際空港固定点 WECPNL 値〉測定結果では、羽田空港周辺の 5

地点での WECPNL 値１を 1993 年より計測し、航空機騒音の指標としている。以下にその

推移を示す。 

 

30
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都立工業高専 八潮中学校 平和島 大森第四小学校 新仲七会館

 
 

 国土交通省によれば、羽田空港周辺の航空機騒音は年々改善しているという。確かに 10

年間の間に WECPNL 値は低下し、現在、この測定対象地域においてはすべて、環境省が

定める騒音環境基準である WECPNL 値 70 を下回っている。 

 また、騒音水準の計測のみならず、その損害を明らかにする意味での騒音の社会的費用が

求められているが、羽田空港・成田空港に関してその騒音費用を明らかにする試みは未だな

されていない。 

                                                      
１ WECPNL 値とは、別名うるささ指数とも呼ばれ、ある地点における航空機騒音の『うるささ』を評価

する尺度。詳しく後述する。 
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 しかし、大阪伊丹空港周辺の騒音費用の計測については先行研究が存在する。高松・山本・

吉野（2006）「大阪国際空港の運用に係る費用便益分析」では、この WECPNL 値と地価

の関係を用いて、伊丹空港周辺の騒音費用の計測を行っている。年間発着回数に、処理能力

以上の制限がかけられている伊丹空港の運営に対し、その運航制限を撤廃した際の、利用者

便益とともに騒音の社会的費用の計測がされており、その研究では、 

・伊丹空港の運航制限を撤廃した場合、142 億円の社会的費用（騒音費用）が発生する。 

・この 142 億円という騒音費用は、現在投下されている周辺対策費と比べて非常に小さ

い。 

 ・伊丹空港周辺地域の騒音に対する耐性が、騒音が社会問題化した頃と比較して、かなり

の程度向上した可能性がある。 

 ・ジェット機の騒音水準自体が、技術の向上によって低下し、騒音費用の低下に寄与して

いる。 

 ・この騒音費用を周辺対策費として認識した場合、約 3000 億円の利用者便益が伊丹空港

の運航制限によって犠牲となっていると考えられる。 

という事項が挙げられている。 

 更に、伊丹空港が関西国際空港開港後に廃止される計画であったことに触れ、関西国際空

港との共生のために、不当な制限がかけられ、損失が発生しているのではないか、と指摘し

ている。アクセスの悪い関西国際空港は、開港後も見込まれた需要を達成することが出来ず

におり、対して利便性の良い伊丹空港は高い水準で利用者を確保している。伊丹空港の制限

が撤廃されれば、関西国際空港の需要は更に減り、存続が危ぶまれる可能性すらある。運航

制限による機会費用の3000億円は決して小さな額ではなく、無視できない規模ではないか、

というのがこの研究の主張となる。 

 

第4節 本稿において、羽田空港・成田空港の 

外部性を計測する意義 
 これまで見てきたように、空港が公共インフラである以上、その外部効果の計測は重要な

意味をもつ。国土交通省をはじめとする各自治体は、幾度も空港の影響力の数値化を行って

きた。 

しかし、首都圏国際空港である羽田空港と成田空港を比較する目的で、同様の手法に拠っ

て外部性を計測した論文は存在しない。 

 そこで、我々が新たに羽田空港・成田空港の外部性を計測し、今後の航空行政、空港運営

の指標としたい。 

 また、経済波及効果においては、我々の考える新しい両空港の役割分担を想定し、今後羽

田空港、成田空港が周辺地域にどのような経済波及効果をもたらすのか、を明確にしたいと

考える。 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文 12th – 13th Dec. 2009 

 18 

第3章 外部不経済―騒音費用の 

計測 

本章では、空港の外部性の指標として騒音費用の算出を行う。羽田空港と成田空港の騒音

費用を計測し、両者を比較した。 

 

第1節 先行論文 

 我々は先行研究として、「交通騒音の社会的費用の計測」（岩田・浅田／1985）を用いた。

先行研究では伊丹空港周辺の騒音費用を地価を指標として計測しており、本稿でもその手順

に倣って羽田空港・成田空港の騒音費用を導出する。 

まず、先行論文の重要な前提として以下の事項に留意する必要がある。 

 

1. 本稿では、地価低下総額を持って騒音の社会的費用とする。 

 本稿では、地域的な環境と地価の間には一定の関係が存在する、という点に着目して、特

定の環境（ここでは騒音による被害を被っている環境）の価値を貨幣タームで計測する。手

順に従い、分析によって空港周辺の航空機騒音による地価低下総額と、航空機一機当たりの

限界的地価低下額をおおまかに試算する。これらの騒音による地価低下総額は、もしも住民

が移転費用をかけることなく、騒音公害が発生する以前の効用を維持できるように他の地域

に移転できる、という完全移動の仮定が満たされるならば、前者は騒音の社会的費用に、後

者は騒音の社会的限界費用に等しくなる。しかし現実には、移転には住民の効用を低下させ

るような移転費用が伴う。その場合には、騒音の社会的費用は地価低下額に移転費用を加え

たものに等しい。 

 つまり、本稿で導出される騒音の社会的費用は、実際に起こりうる移転費用等を除いた、

社会的費用の下限である可能性が存在する。 

2. 本稿では、外部不経済に伴う費用をもって社会的費用と定義する。 

 社会的費用とは、通常、詩的費用に外部不経済に伴う費用を加えたものと定義されるが、

本稿では、外部不経済に伴う費用をもって社会的費用と定義する。 

 

 計測は、以下の 5 つの段階を経て騒音費用を計測する。 

 

《騒音費用計測の手順》 

① 飛行機の便数と騒音レベルの関係 

飛行機が 1 便増加した際の、騒音レベル WECPNL の上昇率を算出する。 

騒音レベル WECPNL とは、「ある場所における一日辺りの航空機騒音の『うるささ』を

評価する尺度」であり、別名『うるささ指数』と呼ばれる。この騒音レベルによって騒音対

策区域が指定され、騒音対策費が割り当てられている。 

算出には成田空港・羽田空港の周辺からそれぞれ 5 地点を選択し、各地点の騒音レベル、

各空港の総発着便数、タイムトレンドという 3 項目を用いて推計を行った。データは平成 5

年から 15 年までを用いた。 
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② 騒音レベルと地価の関係 

 地価の上昇に騒音レベルがどの程度影響しているかを調べる。騒音レベルを計測した 5

地点について、地価を被説明変数としたパネル分析を行い、騒音レベルが 1 パーセント上

昇することで、地価にどのような影響が出ているかを計測した。 

③ 対象区域の住居系地域面積の導出 

 先行研究では、地価低下総額を算出するため、騒音の被害範囲を騒音指定区域の住居系区

域に限定している。本研究ではデータ上の制約のため、被害範囲を騒音レベル測定地点が属

する市・区・町全体の住居系地域と定義した。そのため、騒音費用額が先行研究と比較し、

過大評価となる可能性が生じている。 

④ 1 年間の地価低下総額の算出 

 地価低下被害を受けている地域の面積と各地点の地価低下額の積によって、1 年間の地価

低下総額を算出する。 

⑤ 1 便辺りの航空機騒音の限界費用 

 最後に、1 便辺りの航空機騒音の限界費用を算出する。 

 

第2節 羽田空港の騒音費用の計測 
 まずに初めに羽田空港の騒音費用の計測を行う。 

 本研究では、羽田空港周辺の【都立工業高専・八潮中学校・平和島・大森第四小学校・新

仲七会館】（図４）の 5つの地点について分析していく。各地点における飛行機の発着回数

が騒音レベルに及ぼす影響は、以下の通りとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、5地点について個別に推計を行う。 

 次に地価の上昇と騒音レベルの関係性を明らかにする。都立工業高専におけるデータを例

に取ると、騒音レベルが１％上昇すると地価は 0.99 円の上昇を示す、という結果が出た。 

 岩田・浅田（1985）では、一測定地点で発着便が 3便増加すると WECPNLが 82.5 から 82.7 

へ上昇したというシミュレーション結果から、 

-38.39log82.7-(-38.39log82.5)=-0.09295  

より、便数が 3 便増えると「地価は 1 平方メートル当たり約 93 円低下する」と推計して

いる。この式における-38.39とは、騒音レベルが 1％上昇した際の地価低下額である。この

推計の仕方に倣って飛行機が 1便増加したときの地価低下額を算出する。 

  

 

都立工業高専 八潮中学校 平和島 大森第四小学校 新仲七会館

0.000029537 0.000122118 0.000122517 0.000132316 0.000135718

0.202314 0.870079 0.818658 0.505028 3.0743

-1.77899 -2.84858 -3.97004 -2.86871 -2.49666

-1.38608 -2.30868 -3.01757 -1.24551 -6.43315

59.1064 47.8529 55.1206 44.3046 43.3334

2.06803 1.74161 1.88141 0.863806 5.01413

標本数 11 11 11 11 11

決定係数 0.586187 0.696801 0.835581 0.383245 0.931828

自由度修正済
決定係数

0.482733 0.621001 0.794476 0.229056 0.914785

定数項

観測地点
各説明変数の

係数

発着回数

トレンド項
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羽田空港周辺 5地点の、発着便が 1便増加したときの 1平方メートル辺りの地価低下額は

以下の通りである。 

都立工業高専 ：20.01円 

八潮中学校   ：83.47円 

平和島    ：210.2円 

大森第四小学校：114.8円 

新仲七会館  ：75.13円 

  

 次に被害範囲の面積を求める。品川区と大田区の総面積、住居系地域の割合から、被害範

囲を 4388.412haと仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 被害範囲と発着便が 1 便増加したときの 1 平方メートル辺りの地価低下額を用いて、発

着便が増加した際の地価低下総額が算出される。それぞれ、以下の結果となった。 

都立工業高専  ：20.01円×4388.412ha＝878,121,241 

八潮中学校   ：83.47円×4388.412ha＝3,663,007,496 

平和島    ：210.2円×4388.412ha＝9,225,758,547 

大森第四小学校：114.8円×4388.412ha＝5,040,091,182 

新仲七会館  ：75.13円×4388.412ha＝3,297,013,935 

 

最後に、１便あたりの航空機騒音の限界費用を出す。上で算出した被害総額は地価で表さ

れており、地価には、将来の地代分が市場における割引率で割り引かれて含まれている。つ

まり、現在の地価は地代を X、割引率を 1.04 と置くと、 

地価 XXXX n

n

)04.1/1(....)04.1/1()04.1/1(
0

2






  

と表せる。地価低下総額もこの式で表すことが出来る。ここで、割引率は４％とする。これ

は、公共事業の割引率として広く用いられている値である。以下では、都立工業高専の値を

例にとって計算を進める。地価低下総額のうち今年の地代分を X と置くと次の式が成り立

つ。 

  894,773,33(1/1.04)-1/(11/878,121,24 X  

以上より、Xについて求めると地価低下総額のうち、今年の地代分の低下額が 33,773,894 

円と算出される。つまり、飛行機が 1 便増えることによる限界費用が年間で 3377 万 3894

円と推計された。 

 同様に、他の 5地点で発着便数が 1日 1便増えることによる限界費用（年間）は、以下の

値をとる。 

都立工業高専  ：33,773,894 円 

八潮中学校   ：140,884,904 円 

平和島    ：354,836,867 円 

大森第四小学校：193,849,661 円 

新仲七会館  ：126,808,228 円 

 すなわち、羽田空港における航空機増加にとる限界費用は 3377 万円から 3 億 5484 万円

の間に分布していることとなる。 

 

区 面積（ヘクタール） 住居系地域の比率(％)

大田区 5946 33.4

品川区 2272 73.4

平均 53.4
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第3節 成田空港の騒音費用の計測 

 次に成田空港の騒音費用を計測していく。 

成田空港周辺の【芦田・遠山・野毛平・本三里塚】（図５）の 5つの地点について分析を

行った。各地点における飛行機の発着回数が騒音レベルに及ぼす影響は、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽田空港と同様に、成田空港周辺地域に関しても、個別に推計を行っていく。先行研究に

倣い、騒音レベルが 1％上昇した際の地価低下額を導出した結果、成田空港周辺５地点にお

ける、成田空港にて発着便が１便増加したときの１平方メートルあたりの地価低下額は以下

のようになった。 

なお、今回の推計では５つの観測地点のうち芦田と南三里塚の地価低下額が望ましい結果

が出なかったため、遠山、野毛平、本三里塚の３地点の推計結果のみ採用することとした。 

 

遠山      ：10.95円 

野毛平    ：7.83円 

本三里塚  ：11.24 円 

 

次に被害範囲の面積を求める。対象市は WECPNLの資料で観測地点とされていた４市であ

る。４市の総面積合計のうちの住居系地域の割合から、被害範囲を 2480.863 ha と仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芦田 遠山 野毛平 本三里塚 南三里塚

0.000018889 -0.000004244 -0.000018785 0.000008177 -0.000017562

-0.752858 -0.271762 -2.04032 1.01294 0.56503

-0.202314 -0.870079 -0.818658 -0.505028 0.030432

-0.103812 -2.14749 -2.74914 -4.32805 -0.518715

76.1013 77.8883 81.5688 79.0559 77.5726

-27.3297 -48.4796 -86.1251 -95.2029 -67.2016

標本数 11 11 11 11 11

決定係数 0.206971 0.641541 0.871166 0.790677 0.288155

自由度修正済
決定係数

0.00871329 0.590332 0.852761 0.760774 0.186463

各説明変数の
係数

観測地点

発着回数

トレンド項

定数項

市・町 面積（ヘクタール） 住居系地域の比率(％)

栄町 295 85

富里市 362 76

横芝光町 409 72

成田市 2057 85

平均 79.5
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被害範囲と発着便が 1便増加したときの 1平方メートル辺りの地価低下額を用いて、発着

便が増加した際の地価低下総額が算出される。 

それぞれ、以下の結果となった。  

  遠山   ：10.95円×2480.863ha= 271596630.4 

野毛平  ：7.83円×2480.863ha= 194294171 

   本三里塚 ：11.24 円×2480.863ha= 278912359.3 

最後に羽田空港と同様の方法で発着便数が 1日 1便増えることによる限界費用（年間）を

出すと、以下の結果になった。 

遠山      ：10,446,024円 

野毛平    ：7,472,852円 

本三里塚  ：10,727,398円 

 

 

以上の結果から航空機増加にとる限界費用は1045万円から7473万円の間に分布している

こととなる。 

 

第4節 分析結果の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

上記のグラフが、 
 

 

 

  計測した各地点での、航空機増加の年間限界費用の分布は、上記のグラフのように表わさ

れる。オレンジが成田空港周辺の限界費用、ブルーが羽田空港周辺の限界費用であり、圧倒

的に成田空港周辺の限界費用が低いことがわかる。 

 この推計は地価低下額によって算出されたものであり、羽田空港周辺の地価は成田空港周

辺の地価と比較して相対的に高い、という影響も考慮に入れなければならないが、この点を

踏まえても、羽田空港と比較して騒音費用の水準は格段に低い。 

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000

都立工業高専

八潮中学校

平和島

大森第四小学校

新仲七会館

遠山

野毛平

本三里塚

都立工業高専 八潮中学校 平和島 大森第四小学校 新仲七会館 遠山 野毛平 本三里塚

オレンジ＝成田

空港周辺

ブルー＝羽田

空港周辺

（円）
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 このことから、成田空港の運航制限は効率的ではなく、より大規模な運用がなされるべき

だと考えられる。 

 用地的には拡張の余地をもたない成田空港において、より運航を拡大させるためには、時

間的な制限を緩和する必要がある。現在成田空港の利用時間は AM6:00-PM23:00となってお

り、深夜早朝は飛行機の運航が許されていない。それに加えて、利用可能時間帯にも制限が

かかっているのが現状である。 

 具体的にみると、たとえばＡ滑走路（4000m）の午後三時台と四時台、六時台の一時間は

発着枠限界の 32回、飛行機が飛ばされている。しかし、午後九時台の一時間では 22回、午

後 10 時台は 24 回に制限されており、またＢ滑走路（2500m）に至ってはどの時間帯でも 1

時間あたり 14回の離着陸しかなされていない。 

 このように、成田空港は夜間の時間制限と昼間の時間制限、二重に制限がかけられている

状況であり、この制限を幾分か緩めるだけで、新たな発着枠が望めるのである。 

 

 本分析により明らかとなった事項を整理する。 

・ 成田空港の騒音費用は、羽田空港のものと比較して相対的に小さい。 

・ 成田空港の運航制限が周辺地域に経済的影響をもたらすものならば、運航制限緩和は一

考されるべきである。 

・ 時間制限の緩和によっては、新たな発着枠増加の可能性が生じる。 

 

 では次章において、空港の正の外部性である経済波及効果の計測を行う。 
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図４ 
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第4章 外部経済―経済波及効果の

計測 

 

本節では客貨分離による外部経済を測ろう。分析手法としては、産業連関表を用いた経済

波及効果分析を利用する。まず初めに、産業連関表とは何かの説明を行う。その上で、経済

波及効果を求めるにはどのような手順を踏めば良いかを明らかにしていく。その後、本論文

で取り上げたテーマである「客貨分離」に沿った分析を紹介する。そして、最後に分析の結

果を考察したい。 

 

第 1 節 産業連関表 
 

第 1 項 産業連関表とは 

まず初めに、この分析の要ともいえる、「産業連関表」について説明する。産業連関表は、

国内経済において一定期間（通常１年間）に行われた財・サービスの産業間取引を一つの行

列（マトリックス）に示した統計表で、５年ごとに関係府省庁の共同事業として作成したも

のである。我が国の経済構造を明らかにする基礎統計として、経済の波及効果分析や予測、

国民経済計算などの経済統計の基準値として利用されているものだ。 

 

第 2 項 産業連関表の構造、成り立ち 

では次に、産業連関表の構造について見ていこう。産業連関表は行列（マトリクス）構造

となっている。表を縦方向に見るか、横方向に見るかでそこから読み取れる事柄が変化する。

表を縦方向に見ると、財・サービスの生産において投入された原材料および粗付加価値の構

成が示されている。また、横方向に見ると生産された財・サービスの販売（産出）先の構成

が示されている。 

産業連関表は取引基本表、投入係数表、逆行列係数表、最終需要項目別誘発額表、雇用表

など様々な表から成り立っている。この中でも、通常使用するものは、取引基本表、投入係

数表、逆行列係数表である。 

 

第 2 節 経済波及効果 
 

経済波及効果は産業連関表を用いて導かれると先に述べた。具体的には、各産業連関表の

各種係数を使って計算する。 

第 1 項 求めることのできる効果 

ある産業の最終需要が増加した場合、それを満たすためにその産業の生産が増加する。また、

原材料や燃料などの財・サービスの購入や雇用者所得の増加に伴い、対象地域内では他の産

業の生産も誘発される。これら直接の効果とそれに伴う波及効果の総称を経済波及効果とい

う。より具体的な説明は以下の通りである。（図 4 参照） 
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（１）直接効果  

経済波及の基になる効果のことである。新たな消費や投資によって発生した最終需要額のこ

とをあらわす。  

（２）第１次波及効果  

直接効果によって生産が増加した産業において、原材料や燃料など新たに必要となる中間需

要がある。それを満たすために、対象地域内で新たに発生する生産誘発の効果をあらわす。  

（３）第２次波及効果  

直接効果、第１次波及効果によって誘発された雇用者所得に注目する。消費支出にまわされ

た分が新たな最終需要となる。それを満たすために対象地域内で新たに発生する生産誘発の

効果をあらわす。  

（４）総合効果  

直接効果、第１次波及効果、第２次波及効果の合計である。一般的にはこれを経済波及効果

とよんでいる。  

（５）就業者誘発数  

最終需要が増加することによって創出される就業者の増加効果をあらわす。  

 

第 3 節 本論文における分析 
 

 では、ここで本論文において先の分析をどのように使用するか解説していきたい。 

まず「客貨分離」の内容を再度ここで確認しておきたい。一言で説明すると、国内・国際線

問わず、羽田空港に旅客便を、成田空港に貨物便をということである。これは各空港の特性

を活かした結果である。分析ではこの策を実行した際の経済波及効果を調べたい。そこで今

回は新たな投資、具体的には空港整備特別会計から 100 憶投じた際にどれだけの経済波及

効果が得られるかを見ていく。 

 

第 4 節 分析結果・考察 
 この推計の計算過程は以下の通りに行った。 

 

【直接効果】  1000 億円    

    

          ↓  ×投入係数（原材料の調達）     

    

        原材料投入額   

    

          ↓  ×県内自給率   

    

        原材料の自給額  

    

          ↓  ×逆行列係数   

    

 【1 次効果】  生産誘発額  
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成田空港と羽田空港の経済波及効果の分析においては、本来それぞれ区と市の産業連関表

を用いるべきであるが、産業連関表の作成は大がかりであり、国、都道府県、政令指定都市

の一部が作成しているのみある。したがって今回、成田空港については「平成１２年千葉県

産業連関表」と、羽田空港においては「平成１２年東京都産業連関表」のデータを用いて都・

県別に経済波及効果の推計を行った。 

結果、羽田空港と成田空港に空港整備特別会計からそれぞれ１０００億円の投資を行うと、

成田空港では１４７８億円、羽田空港では１２９２億円の１次経済波及効果が見込まれた。 

以下、具体的に結果を考察していく。 

グラフ（図６）を見ると、成田空港では運輸部門において生産に使用される原材料等の中

間財の他産業への波及により、１３０億円の１次生産誘発額が生まれたことがわかる。そし

て、運輸部門に次いで１次生産誘発額が多かったのが、建設部門の６０億円であった。 

次に羽田空港では、製造業部門において１１２億円の１次生産誘発額が生まれたことがわか

る。また、製造業部門に次いで１次生産誘発額が多かったのが鉱業部門の７５億円であった。 

このように、同じ額を投資したときに成田空港と羽田空港の１次波及効果について比較し

てみると、どちらの空港が完全に優れているということではなく、運輸部門では成田空港が

羽田空港より経済波及額が多く、製造業部門では羽田空港のほうが多いというように、空港

で部門ごとに波及の大小が異なる結果となった。 

 

なお、今回の推計では２次波及効果は導出しなかったため雇用者の増加数などは考慮せず、

１次生産誘発額のみを直接投資額と併せた一次波及効果のみを成田空港と羽田空港がそれ

ぞれ千葉県と東京都に与える経済波及の数値として考慮の対象とした。 

では、以上の分析から、どのようなことがいえるかみてみよう。図７．８を参照していただ

きたい。成田空港と羽田空港への１０００億円の投資はそれぞれの「まち」、「地域」の経済

に大きな価値を与えているということがいえる。 

 

今回の直接投資の財源を空港整備特別会計としているが、そもそも空港整備特別会計とは、

一般会計からの受入、空港使用料収入、雑収入等、財政投融資を歳入とし、各空港の整備費

に充てられるものである。これらの歳入は全て特別会計として集積され、そこから各空港へ

分配される。しかし、このようなプール制をとっていることによって各空港毎の収支が不透

明であり、効率的な分配が行われているかが判断し難い。 

現在、無駄な予算をなくすために空港整備特別会計をなくすというような意見が国会で挙げ

られているが、この空港整備特別会計をどの空港にどれだけ使うかという分配の詳細の不透

明化を解消することも、今後政府の重要な課題のひとつであろう。 
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図６ 
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図７ 

 

 
 

図８ 
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第 5 節 分析結果より発展 

 

首都圏空港の国際空港としての在り方として、今まで「客貨分離」を提唱してきた。分析

結果は先に述べた通りである。空港ごとでばらつきはあるものの、 

ここで、さらに新たな案を提唱してみようと思う。それは「半客貨分離」という形態によ

る空港運営である。 

では、まず初めに「半客貨分離」の内容を説明しよう。出発点は先に客貨分離したところ

からである。その内、旅客の国際線受け入れ便を成田空港に移行するのである。つまり、成

田空港は【貨物＋海外からの国際線受け入れ】、羽田空港は【海外からの国際線受け入れを

除いた旅客】という形態をとるということだ。 

次に、なぜ「半客貨分離」なのか。これは国際線旅客の循環を図るためだ。先の流れからい

くと、国際線旅客は以下のサイクルをとる（図９参照）。今まで、羽田空港の立地を活かす、

要はアクセスのしやすさを重視して旅客を羽田空港としていた。しかし、そうすると困難が

生じてくる。たとえば、成田空港行き専用の交通機関や成田空港周辺の観光施設である。成

田空港が貨物専用になることで、空港周辺のホテルや観光地の需要が急激に低下する。 

また、そのほかにも、成田市は「国際空港都市」と銘打って市を PR しているため、このよ

うな状況の下に成田空港を貨物専用にするのは良くない。なぜなら、市の立場に立ってみる

と、今まで蓄積された市への認識、好感がゼロになってしまうからである。以上のように、

利用されていた施設や環境が無駄になりかねないと考える。そこで先の半貨客分離という案

が登場したのである。 

ここからは、具体的に「半客貨分離」の中身を見ていこう。まず、受け入れに関してであ

る。海外からの受け入れは成田空港で行う。成田空港から都心にアクセスを試みる際に交通

機関は活躍する。夜遅くの便の利用者や目的地が遠方にある渡航者は、成田周辺の観光・宿

泊施設を利用するであろう。次に、国外へ飛び立つときに関してみよう。今度は羽田空港が

活躍する。アクセスのしやすさから国内からの海外渡航者にとって都合が良いのはもちろん

である。また、国外からの渡航者が海外へ飛び立つ際も、都心を経由していけるということ

で、日本の滞在にギリギリまで時間を割くことができる。こちらも先と同様に好都合だ。そ

して、これまで羽田空港、成田空港にいえたことは、観光客だけでなく、ビジネスで日本を

行き来する人々にもいえることである。 

要するに、「半客貨分離」は羽田空港、成田空港それぞれの強みを活かしただけの案では

ないということである。それまで提唱していた「客貨分離」は各々の空港にのみ注目してい

たように思われる。しかし、ある地域において、空港が１つあるだけで周りの環境をはじめ、

そこに関わる人々の流れも変わってしまう。そうした場合、空港政策を考える上で重要なこ

とは、空港自体だけの利益だけではなく、空港を取り巻く人・環境についても考慮するとい

うことである。 

「半客貨分離」は、それらに上手く適応している。施設・環境に関しては需要の維持を図

れるようにした。また、人の流れに関しても、行動する立場に立って考えた結果である。客

貨分離より一歩踏み込んだ案として、「半客貨分離」も考慮に入れたい。 

 

        図９ 

 海外

羽田 成田
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第5章  政策提言 

本章では、最後に政策提言をおこなう。まず初めに、問題意識を再度確認する。次に、問

題意識の見解を今までの分析などから述べる。そして、それを元に政策提言につなげていき

たいと思う。 

第 1節 問題意識の再掲 
 問題意識は以下の通りである。 

問題意識 1 首都圏国際空港として羽田空港・成田空港が一体的運用を行っていくため

に、両空港の外部効果を明確にし、今後の航空行政のひとつの指標とする。 

問題意識 2 羽田空港と成田空港が客貨分離して運用された際の経済波及効果を計測し、

政策の有効性を検討する 

 

第２節 問題意識の見解 
 先の問題意識に対して、それぞれの見解を示していこう。 

 

（１） 一体的運用のための外部効果の明確化 

 まず首都圏空港における国際空港の在り方として、「客貨分離」という具体策を示した。

これがまさに一体的運用である。また、外部効果に関しては、良い面と悪い面の両方からそ

の効果を示した。良い面からは外部経済として経済波及効果を、悪い面からは外部不経済と

して騒音費用の計測をおこなった。 

 

（２） 騒音費用の結果 

 まず、外部不経済・騒音費用に関して見ていく。騒音費用は結果のみ概観すると羽田空港

の方が圧倒的に高くなっている。なぜなら、この推計は地価低下額によって算出されたもの

だからである。つまり、羽田空港周辺の地価は成田空港周辺の地価と比較して相対的に高い、

という影響も考慮に入れなければならない。しかし、その点を踏まえても、成田空港の騒音

費用は非常に小さい。にもかかわらず、羽田空港に比べて、成田空港の運航制限緩和は小さ

い。これでは効率的運用は図れない。空港拡大に関しては、土地の問題から不可である。し

かし、時間による制限をより緩和する余地はあるのではないだろうか。 

 

（３） 経済波及効果の結果 

成田空港では運輸部門において生産に使用される原材料等の中間財の他産業への波及に

より、１３０億円の１次生産誘発額が生まれた。そして、運輸部門に次いで１次生産誘発額

が多かったのが、建設部門の６０億円であった。 

次に羽田空港では、製造業部門において１１２億円の１次生産誘発額が生まれたことがわ

かる。また、製造業部門に次いで１次生産誘発額が多かったのが鉱業部門の７５億円であっ

た。 

以上より、投資したことで効果の出方は異なったが、確実に効果は上がったといえる。 
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（４） 新たな提案―半客貨分離― 

 経済波及効果で直接分析をした対象は客貨分離であった。しかし、その後の議論で、空港

が１つあるだけで周りの環境をはじめ、そこに関わる人々の流れも変わるということが理解

された。特に、成田空港周辺の状況を考慮に入れると、単純に客貨分離すれば良いという話

ではない。そこで、半客貨分離という案が上がってきたのである。これにより空港の国際線

利用者に関しては、１つのサイクルができた。海外から日本に来る渡航者は、成田空港から

入り、羽田空港より飛び立つ。日本から海外への渡航者に渡航者に関しては、羽田空港から

飛び立ち、成田空港からに入る。これが利用者だけでなく、様々な需要を生み、経済のサイ

クル、良い循環を生み出してくれるものであるとうれしい。 

 

第３節 政策提言 

 以上の流れより、我々は以下のことを政策提言として結びにしたい。 

○首都圏空港における国際空港としての在り方は、現状の内際分離から脱却を図るべきであ

る。そして、空港を管理している会社や国の視点のみではなく、実際に利用する人々や輸送

されるものの立場に立つべきだ。 

○具体的な対応策としては、「半客貨分離」を挙げる。両空港はもちろんのこと、周りの環

境をはじめ、そこに関わる人々に対する考慮もなされた策が今後の効率的空港運営には必須

である。 
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先行論文・参考文献・データ出典 

《先行論文》 

・ 岩田・浅田（1985）「交通騒音の社会的費用の計測」 

・ 高松忠介・山本幸・吉野功一（2006）「大阪国際空港（伊丹空港）の運用に係る費用

便益分析」 

・ 国土交通省「成田空港と羽田空港の経済波及効果の計測について」 

 

《参考文献》 

・ 森功（2009）「血税空港―本日も遠く高く不便な空の便」幻冬舎新書 

・ 鈴木守（1974）「外部経済と経済政策」ダイヤモンド社 

・ 岩田規久男・飯田泰之（2008）「ゼミナール 経済政策入門」日本経済新聞出版社 

・ 土居英二･浅利一郎･中野親徳（1996）「はじめよう 地域産業連関分析」日本評論社 

・ 首相官邸ＨＰ 

・〈アジア・オープンスカイ構想と空港の効率的運営整備〉資料（11 月 3日確認） 

   http://search.kantei.go.jp/ 

   ・〈アジア・ゲートウェイ構想〉（11月 3日確認） 

   www.kantei.go.jp/jp/singi/asia/kousou.pdf 

・ 内閣府規制改革会議ＨＰ 

・〈今後の航空行政の展開に関する規制改革会議の見解〉（11月 3日確認） 

 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku 

 

《データ出典》 

・国土交通省航空局 「空港の設置及び管理に関する基本方針」の策定について 

―http://www.mlit.go.jp/common/000029664.pdf 

・日本空港ビルディング株式会社 2010年 広くなる。新しい羽田。 

―http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/company/new_haneda_airport/ 

・運輸白書 

―http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/index_.htm 

・地価公示・地価調査マップ 

  ―http://chika.m47.jp/ 

・香港国際空港公式ＨＰ 

 HongKong International Airport 

  http://www.hongkongairport.com/eng/index.html 

・SHANGHAI AIRPORT AUTHORITY HP 

  http://www.shairport.com/ 

http://search.kantei.go.jp/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/asia/kousou.pdf
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku
http://www.hongkongairport.com/eng/index.html
http://www.shairport.com/
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・Changi Airport HP 

  http://www.changi.airport.com.sg/ 

 

・環境省ＨＰより 

 ＜航空機騒音に係る環境基準について＞ 

 http://www.env.go.jp/kijun/oto2/html 

・社会実情データ図録 

 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6480.html 

・Airport Council International 

  http://www.aci.aero/cda/aci_common/display/main/ 

・千葉県  

https://www.pref.chiba.lg.jp/index.html 

・東京都  

http://www.metro.tokyo.jp/index.htm 
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