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要約 

 

本稿の目的は、日本人が出国する際に利用する交通機関の１つである、航空の利便性を

改善させることであり、日本人の海外への渡航を促進し、日本のグローバル化の発展へと

繋げるとともに、訪日外国人の利便性が高まることによる日本国内の活性化も目指して書

いている。 

日本人の出国者は 2013 年時点で 1747 万人であり、全人口の 13.6％と世界的に見ても

低い値である。このことも日本人の語学力の低さにつながっていると言えよう。近年、日

本では、世界的なグローバル化の流れへの対応が進められているが、日本人の海外への出

国率の改善がなければ、グローバル化に対応できる人材確保が困難ではないかと考えられ

る。本稿では、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを直前に控え、これまで以上

にグローバル化への機運が高まっている日本における問題が、航空産業の不便さであると

ころに焦点をあて、現状分析と実証分析を行い、これからの日本に対して政策提言を行

う。 

 

 本稿の構成は以下の通りである。 

 

 第 1 章では、現状分析と問題意識という項目として、まず、出国空港への交通アクセス

の効率化の意義を述べる。具体的には日本人出国率の低下、不採算路線、日本の少子高齢

化、地方と都市の格差拡大などという問題点を解消することである。そして交通アクセス

の効率化により派生効果が考えられることや、国産小型旅客機である三菱リージョナル

ジェット(MRJ)の詳細などの現状について述べる。本章の最後に、これらの現状分析を通

して浮かんできた問題意識についてまとめる。 

第 2 章では、先行研究を 3 つ取り上げ、本稿の位置づけについて整理した。先行研究に

より、①地方の居住者が出国する際の利便性を高めるためには、地方空港と成田国際空港

を結ぶ国内線を拡充することが重要であること、②既存路線における便数の増減や新規路

線の開設及び既存路線の廃止などが頻繁に起こっているように、航空産業は環境変化の激

しい産業であるため、多時点での分析が必要であること、③航空産業における規制緩和を

通して、低需要路線におけるサービスレベルが低下していること、が明らかにされた。以

上を参考に、本稿では、地方から代表的な出国空港である成田国際空港及び関西国際空港

へのアクセス利便性を把握するために多時点での分析を通して、日本における RJ 就航の

導入効果について提言をしていく。 

第 3 章では、分析と先行研究の考え方を踏まえたうえで 2 つの仮説を立て、仮説の正否

を検証することで、RJ 導入を検討している。仮説として、①「成田国際空港または関西

国際空港へのアクセス時間が短縮されることで、これらの空港を選択して出国する日本人

が増えるということ」②「出国する日本人が出国空港へ向かう際、運航便数が改善される

ことで成田国際空港または関西国際空港を選択して出国する日本人が増えるということ」

の 2 つの仮説を立てた。仮説検証のために、国際旅客動態調査（国土交通省 航空局）の

集計データと経済変数として県民所得を組み込んだモデル式を組み計量分析を行った。分
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析結果から両仮説が正しいと考え、更に時系列的な変化から各説明変数の傾向を見たうえ

で RJ の導入は効果的であると判断し、政策提言への架け橋とした。 

第 4 章では、政策提言を述べる。これまでの分析の結果を踏まえ、本稿では RJ を導入

することを提言する。数ある RJ の中から本稿では MRJ を推進する。MRJ の特徴は、①

国産ジェット機、②低燃費性能、③環境適合性の高さ、である。これらを踏まえ、MRJ 導

入を前提に本稿では述べている。RJ 導入の流れとして、本稿の目的は地方と大都市の繋

がりを強化することであるので、地方空港と大都市空港を結びつけることを提言する。昨

今の地方空港からの中国や韓国など近距離海外観光地路線の拡充を受け、特に北米や欧州

諸国といった遠距離の国々への出国の抵抗をなくすことを期待している。政府の関わり方

として、本稿では（1）補助金による援助（2）空港使用料の料金値下げを求めることで

RJ 導入とその後の運営の維持の援助を提言している。 

第 5 章では、補論として、多頻度就航が可能な RJ を導入する際に懸念される、航空機

操縦士、すなわちパイロットが不足している問題について述べた。パイロット不足問題の

背景及び原因、問題解消への取り組みについて紹介している。 

第 6 章では、本稿にて考察しきれなかったことをふまえ今後の課題を述べている。 

 

キーワード：リージョナル・ジェット、利用者便益、アクセス 
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はじめに 

 

日本で「グローバル化」という言葉を聞かない日はない。平成 23 年度から小学校の英

語教育必修化が開始され、また、社内の公用語を英語にする企業も増えている。さらに、

安倍政権は世界大学ランキングトップ 100 に 10 校のランクインを目指す政策を提言して

いる。今後、2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて日本のグ

ローバル化はますます進められていくであろう。グローバル化が進められる中で日本人の

海外旅行需要も高まると考えられる。したがって、首都圏在住の人、地方在住の人、とも

に海外旅行のしやすい航空路線の整備が必要である。そこで、本稿では出国空港までのア

クセスを効率化することで、出国しようと考えている人がより出国しやすい環境づくりに

なる政策提言をする。この効率化において、本稿では現在政府が推進している MRJ の導

入を検討していく。 

  出国空港までのアクセスを効率化する、すなわち地方と大都市を結ぶ路線を整備するこ

とで出国者を増やすことの他にも派生効果が見込める。それは訪日外国人観光客の地方観

光需要である。日本は少子高齢社会という問題を抱えている。日本経済を支えるために必

要なことは、如何に多くの外国人を呼び込めるかということであろう。2014 年上半期の訪

日外国人観光客数は前年同期比 26.4％増の 626 万人となった2。3 月から 6 月まで 4 ヶ月

連続 100 万人超えとなり、官民挙げた訪日旅行プロモーションの成果が出ている。しか

し、地域によって来客者数には大きく偏りがあるのが現状である。 

 地域に観光客を呼び込むには魅力的な観光資源、プロモーション、送客動線の 3 つが必

要である。なかでも政府として取り組むべき要素は送客動線である。送客動線は人の流れ

を作るものであり、大きな人の流れを作るには新幹線の開通や航空機の新たな路線開拓な

ど交通網を整備することが不可欠である。2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開

催に伴い、外国人による日本旅行のリピート化が期待できる。リピート客の日本への興味

が深まるにつれ、次第に地方の隠れた観光地を訪れたいというニーズが高まると予想され

る。したがって、出国空港へのアクセスを効率化することによって本来の目的である「日

本人の出国者数を増やす」ことの他に「訪日外国人旅客者数を増やす」というメリットも

発生すると考えられる。 

本稿は、上記のような研究動機・問題意識のもと、MRJ の導入が空港アクセス効率化に

効果的であるかを実証分析した上でより現実的な政策提言を行うことを目的として書いて

いる。 

                                                      
2 JNTO 報道発表資料 （http://www.jnto.go.jp/jpn/news/data_info_listing/pdf/140723_monthly.pdf） 

http://www.jnto.go.jp/jpn/news/data_info_listing/pdf/140723_monthly.pdf
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第1章  現状分析・問題意識 

第1節 空港アクセス効率化の意義 
  

本稿では「出国する日本人にとってより出国しやすい環境づくり」を目的として、空港

アクセスの効率化に向けた政策提言を行う。そこで、現在日本が抱えている問題の解消と

日本政府の政策支援という二つの側面から、空港アクセス効率化の意義を述べる。 

第1項 日本人出国率の低下 

日本が抱える問題の一つに、日本人の出国率が低下している問題である。我が国の企業

は、近年の国内の市場規模の縮小により海外市場での発展を求める必要が出てきているな

ど、グローバル化が着実に進展している。しかし、日本人の英語力は世界的に見て低水準

であり、グローバル化に順応できるほどではないと考えられる。英語力の向上が見られな

い原因の一つとして、日本におけるグローバル化意識の変容に影響を及ぼす日本人の出国

率が低いことが考えられる。 

 

（図 1）日本人出国率 

出典：法務省「出入国管理統計 2006 年～2013 年月別主要港の出国日本人」、総務省「各

年 10 月 1 日現在人口」より筆者作成 (式)日本人出国者数÷総人口×100 
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図 1 からわかるように日本人出国率は 13％前後に留まっており、2009 年は東日本大震

災の影響で減少、2012 年は円高の影響もあり増加していると考えられるが、長期間にわ

たって、ほぼ横ばいである。他国と比べても日本人の出国者率は低い。 

 

（図 2）年齢別出国率 

 

出典：法務省「出入国管理統計 2013 年住所地別出国日本人の年齢及び男女別」総務省「平成

25 年 10 月 1 日現在人口年齢(5 歳階級)」より筆者作成  

(式)年齢別日本人出国者数÷年齢別人口×100 

 

また、図 2 のように 60 歳以上の出国率は年齢が高くなるほど低下していることがわか

る。後述するが、2025 年に団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者になるため、ますます日

本人の出国者数が減少していくと考えられる。 

 

第2項 採算のとれていない地方空港・路線の解消 

日本は全国各地に数多くの空港を有しているが、その多くの空港における収支は赤字と

なっている現状である。特に地方空港においては赤字が常態化している空港も多く存在し

ており、その必要性や存続について多くの議論がなされている。地方空港の経営がうまく

いっていない要因として、地方空港周辺地域の人口が少ないことが挙げられる。これは、

日本において、東京や大阪といった大都市に人口や経済活動が集中しているために、地方

においては過疎化が進んでいるためであると言える。日本は東西南北に細長い地形をして

いるため、こうした大都市と地方を結ぶ地方空港は必要な社会インフラであると言える。

しかし、搭乗率が低く、あまりにも採算が取れていない路線も多く存在している現状であ

り、地方空港における収支改善の余地は十分にあると考えられる。空港アクセスの効率化

により搭乗率が上がり、採算のとれていない地方空港・路線の解消が見込まれる。 
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第3項 2025 年問題に備えた改革 

内閣府は日本の将来推計人口3の結果を受け、日本の成長を支えてきた 1947～1949 年生

まれの団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となる 2025(平成 37)年に高齢者人口は 3,657

万人に達すると概観した。その数は全人口の 30％に当たる。高齢社会において移動時間の

短縮と乗り換え回数の削減は必要であり、長距離旅行の移動手段として航空需要は高まる

と考えられるため、2025 年までに交通機関の整備が求められる。 

 

（図 3）高齢化の推移と将来推計 

出典：内閣府「将来推計人口でみる 50 年後の日本」 

 

第4項 地方創生政策の支援 

 日本政府は地方の人口減少を主要課題として認識し、新組織の発足、ビジョンの策定に

着手し始めた。この問題は、日本生産性本部の日本創生会議・人口減少問題検討分科会に

よる「消滅自治体リスト」及び提言「ストップ少子化・地方元気戦略」の公表により政府

の関心度が高くなったものである。分科会が公表したリストは 20～39 歳の若年女性の人

口をその地域の将来を決定づける指標と位置づけ、将来推計を自治体別に試算したもので

ある。人口問題はこれまで漠然と危機が語られながら対策が進められてはいるが改善が進

んではいない。消滅リストにより政府は地方創生の必要性を認識することとなった。空港

アクセスの効率化により地方と都市の行き来がしやすくなるため、都市から地方への人の

流れも作ることができる。したがって、日本政府の地方創生政策の支援にもつながる。 

                                                      
3 将来推計人口とは、平成 24（2012）年 1 月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した、全国の将来
の出生、死亡及び国際人口移動について仮定を設け、これらに基づいて我が国の将来の人口規模並びに
年齢構成等の人口構造の推移について推計したものである。  

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/s1_1_1_02.html
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第2節 空港アクセス効率化による派生効果 

第1項 外需の必要性 

空港アクセス効率化による派生効果を説明する前に、まず日本の市場の問題について述

べる。現在、日本は世界で最も高齢化の進んだ国となっている。65 歳以上の老年人口は

2007 年に 21%を超え、「超高齢社会」へ突入した。 

図 4 の日本の将来推計人口を見ると、人口は深刻な減少傾向にあり、2060 年には、約

8700 万人となり、現在よりも約 4000 万人減少する見通しとなっている。こうした状況に

伴い、国内延べ旅行者数・国内旅行消費額は今後も減少していくことが予想されている。 

 この少子高齢化という大きな問題を抱える日本において、外国人旅行者の存在がますま

す重要になってきていると言える。観光庁によると、定住人口 1 人の減少を補うためには

外国人旅行者 11 人分、または国内旅行者(宿泊)26 人分、または国内旅行者(日帰り)81 人

分を拡大させる必要があるとしている。4人口減少していく日本において、外国人旅行者を

増やすことは非常に重要なことであろう。 

 また、外国人旅行客は消費支出が日本人旅行客よりも大きいことに魅力がある。日本人

が国内観光旅行で消費する額は一人当たり約 5 万円5であるのに対し、訪日外国人観光客の

一人当たり消費額は約 13 万円6であり、2 倍以上の支出を行っている。このことからも、

外国人旅行者を日本に呼び込む重要性がうかがえる。 

 

（図 4）日本の将来推計人口 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成 24 年 1 月推計)」 

 

                                                      
4 観光庁 説明資料(https://www.mlit.go.jp/common/001028709.pdf) 
5 観光庁 旅行・観光消費動向調査(www.mlit.go.jp/common/000161789.pdf） 
6 観光庁 訪日外国人消費動向調査(www.mlit.go.jp/common/001032143.pdf) 

http://www.mlit.go.jp/common/000161789.pdf
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図2 訪日外国人旅行者数の推移

第2項 外国人誘致 

2003 年以来、日本はビジット・ジャパン事業を行い外国人誘致にも力を入れてきた。訪

日プロモーションではオープンスカイ施策や首都圏空港の発着枠拡大を機会として欧州・

東南アジア方面の新規路線開設・増便と連携している。ビジット・ジャパン事業の効果も

相まって日本に訪れる外国人の数は近年増加しており、2013 年において、1036 万人とな

りビジット・ジャパン事業開始以来の政府の目標であった年間 1000 万人を史上初めて達

成した（図 5 参照）。観光は今後ますます成長が期待される産業の１つであり、東京オリ

ンピック・パラリンピックが開催される 2020 年までに、訪日外国人旅行者数で 2000 万を

目標に掲げている。 

 

（図 5）訪日外国人旅行者数の推移 

出典：日本政府観光局 

 

第3項 オリンピックのインバウンド効果 

訪日外国人旅行客を増やさねばならない日本であるが、2013 年 9 月 8 日に 2020 年オリ

ンピック競技大会の東京開催が決定した。東京オリンピック・パラリンピック開催によ

り、これまで日本に関心が高くなかった外国人旅行者の訪日意欲を喚起でき、観光産業に

大きな波及効果をもたらすことができる。さらに、オリンピックによる観光産業への影響

はオリンピック開催期間中の一時的な外国人旅行者の増加に留まらない。事前プロモー

ションや関連する会議・催事などの開催前の需要、及び、オリンピック目的で訪日した外

国人旅行客のリピート化という開催後の需要が生じる。 

過去のオリンピックの事例から、国内経済へプラスの影響を与えるオリンピックのイン

バウンド効果がうかがえる。過去のオリンピック開催国では多くのケースでオリンピック

開催決定後に海外からの旅行者が長期的に増加する傾向がある。 
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（図 6）過去のオリンピックのインバウンド効果 

 

出典：みずほ総合研究所（2013 年 9 月 27 日）「2020 東京オリンピックの経済効果～五

輪開催を触媒に成長戦略の推進を～」 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

13 

 

2000 年にシドニーオリンピックを開催したオーストラリアでは特に戦略的な取り組みが

推進され、主催都市であるシドニー以外の都市においてもオリンピック後の観光客が趨勢

的に増大した。 

 

（図 7）シドニーオリンピックによる観光客の推移 

 

出典：みずほ総合研究所（2013 年 9 月 27 日）「2020 東京オリンピックの経済効果～

五輪開催を触媒に成長戦略の推進を～」 
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2012 年のロンドンオリンピックの経済効果（生産誘発額）は、2004 年から 2012 年ま

での 9 年間で 310～330 億ポンド（2012 年の名目 GDP 対比 2.0～2.1％）程度あり、36～

40 万人の雇用を創出したとされている。また、2013 年～2020 年で 270～500 億ポンド

（2012 年の名目 GDP 対比 1.7～3.2％）の経済効果が見込まれている。7 

ロンドンオリンピックの影響は英国に対するイメージの向上にもつながっている。世界

主要 50 か国を対象とした「総合的な国家ブランド」ランキングで英国は順位を一つ上げ

て 4 位にランクインした。VisitBritain の「Shifting the Dial」によると、63％が、オリ

ンピックのおかげで英国旅行への関心が高まったと回答している。また、75％が、ロンド

ン以外の英国各地も訪れてみたいと回答している。8 

以上のことから分かるように、オリンピックによる外国人観光客の増大で国内経済へプ

ラスの影響を与えるというインバウンド効果が見込める。オリンピックを目的として訪れ

た外国人観光客のリピート化による安定的な旅客数を獲得するために日本は有効的な政策

を打ち出さなければならない。 

 

第3節 旅客機 
 

 空港アクセスの効率化によって都市と地方の行き来がしやすくなるが、搭乗率の低い路

線が急激に高くなるとは考えられない。様々な大きさの旅客機が存在しているなか、本稿

では搭乗率の低い路線に対して、座席数の少ない小型旅客機を導入することを提案する。 

第1項 リージョナル・ジェットの特徴 

一般的に、リージョナル・ジェット(以下 RJ とする)とは概ね 50～100 席クラスの小型

のジェット機を指す。日本において、RJ は認知度が低いものの、欧米では広く利用され

ており、手軽な航空の足として多くの旅客から認知されている。米国の首都ワシントンの

ダレス空港では RJ の就航割合が 60％を占めるほどである。日本では東京一極集中という

国土の状況と羽田空港の容量不足から、大型機で羽田―都市を結ぶモデルが長年定着して

いた。この時期には日本のリージョナル航空は不定期航空運送事業として経営基盤も弱

く、活用され難い存在であった。1999 年、航空法改正を契機に定期航空運送事業に格上げ

されたことで、大手航空会社がリージョナル航空会社を活用して国内線ネットワークを拡

充し始め、RJ による都市間輸送路線が急増している。RJ の大きな特徴としては、①ス

ピードや高度制限に関してジェット機と比較して遜色のない性能、②短い滑走路での運航

が可能、③運航にかかる経費が削減可能、④ジェット機並の機内スペース、⑤地上停留時

間が短く、短時間での折り返しが可能、の 4 点が挙げられる。これらからわかるように、

RJ は大型機よりも少ない経費でより多くの便数設定が可能となり、効率化が図れる。 

                                                      
7 英国文化・メディア・スポーツ省  

「Meta-evaluation of the impacts and legacy of the London 2012 Olympic and Paralympic 
Games 」 (https://www.gov.uk/government/publications/meta-evaluation-of-the-impacts-
and-legacy-of-the-london-2012-olympic-games-and-paralympic-games-developing-
methods-paper) 

8 VisitBritain （2013） 「Shifting the Dial 」  

(http://www.visitbritain.org/Images/VisitBritain_Shifting_the_Dial_0413_tcm29-

37981.pdf#search='VisitBritain++Shifting+the+Dial'） 

https://www.gov.uk/government/collections/meta-evaluation-of-the-impacts-and-legacy-of-the-london-2012-olympic-and-paralympic-games-methods-research
https://www.gov.uk/government/collections/meta-evaluation-of-the-impacts-and-legacy-of-the-london-2012-olympic-and-paralympic-games-methods-research
http://www.visitbritain.org/Images/VisitBritain_Shifting_the_Dial_0413_tcm29-37981.pdf#search='VisitBritain++Shifting+the+Dial
http://www.visitbritain.org/Images/VisitBritain_Shifting_the_Dial_0413_tcm29-37981.pdf#search='VisitBritain++Shifting+the+Dial


ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

15 

 

MRJ90STD MRJ90ER MRJ90LR

座席数

外寸法(L×W×H)(ｍ)

エンジン推力(kN)
最大離陸重量(kg) 39,600 40,995 42,800
最大着陸重量(kg) 38,000 38,000 38,000
航続距離(km) 1,670 2,400 3,310

最大運用マッハ数 M0,78 M0.78 M0.78

離陸滑走路長(m) 1,490 1,600 1,740

着陸滑走路長(m) 1,480 1,480 1,480

92

35.8x29.2x10.4
78.2x2

 本稿では RJ の中でも三菱リージョナルジェット(以下 MRJ とする)に注目した。MRJ は

現在、三菱航空機を筆頭に開発・製造が進められている小型旅客機である。詳細について

は次項で述べる。 

  

第2項 MRJ の特徴 

甘利経済産業大臣(当時)は「MRJ は、燃費性能、静粛性能等の環境適合性、運航経済性

及び安全性にすぐれた最新鋭の旅客機であり、我が国航空機産業の発展、部品・材料産業

の高度化を通じた我が国製造業の高度化及び環境問題解決への貢献という観点から、非常

に重要な国家的意義を有するプロジェクトであると考えている」「経済産業省としては、

MRJ プロジェクトをきっかけに航空機産業全体が更なる飛躍を遂げ、製造業が高度化する

ように、MRJ プロジェクトを含め航空機産業の発展と製造業の高度化のための政策を強力

に推進してまいりたい」9と述べており、政府が注目していることもうかがえる。MRJ 計

画は 2002 年 8 月末に経済産業省が来年度予算を獲得するとして発表した 30 席から 50 席

クラスの小型ジェット機開発案「環境適応型高性能小型航空機」で、企業各社横並びの事

業を取りやめ、積極的な企業が自己責任で開発を推し進めることを目的とした。そこで動

き出した企業が三菱重工業である。2003 年 5 月には三菱重工業を主契約企業として計画

は進められた。経済産業省は 2003 年度予算に 10 億円、2004 年度予算に 30 億円、2005

年度予算に 40 億 9000 万円を獲得し、開発を支援した。2006 年度予算では開発助成金 5

億円を獲得し、2007 年度予算では開発助成金として 20 億円を要求し、支援強化を誇示し

た。2008 年には全日空が MRJ の購入を発表し、三菱重工業は正式に MRJ 事業化を決定

した。そして同社は販売や品質保証などを担う事業会社として三菱航空機株式会社を設立

した。この段階で、トヨタ自動車、三菱商事、三井物産、住友商事、日本政策投資銀行な

どが出資に参加し、経済産業省、国土交通省、JAXA（宇宙航空研究開発機構）等の支援

も合わせ、国を挙げての計画推進体制となった。 

 2008 年 3 月 27 日、全日本空輸から 25 機（仮発注 10 機を含む）の購入が発表された。

2009 年 10 月 2 日には、米国トランス・ステイツ航空との間で購入の覚書締結を発表し

た。これは日本国外の航空会社からの初受注となる。2011 年 6 月 16 日、香港の航空機

リース会社 ANI グループホールディングとの間で購入の覚書締結を発表した。2014 年 8

月 28 日には一時発注を見送っていた日本航空が 32 機を導入することを合意した。 

 

主要諸元（表 1）10 

                                                      
9 甘利経済産業大臣談話・声明「国産旅客機『三菱リージョナル・ジェット（ＭＲＪ）』の事業化決定
について」 

10 三菱重工業株式会社ホームページより引用 (http://www.mrj-japan.com/j/) 
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主要諸元（表 2）11 

 

受注状況（表 3） 

出典：注釈に記載12 

 

第3項 MRJ の利点 

 YS-1113以来 40 年ぶりの国産ジェット旅客機である MRJ は当初、30 席、50 席の RJ と

して企画された。その後、北米、欧州、アジア、日本等でのマーケット調査を経て、大型

化の必要性が認識され、基本型 90 席、短胴型 70 席の RJ としてデザインが確定した。 

  MRJ の特徴は低燃費性能である。2015 年日本航空が導入を予定しているブラジル産の

ERJ(エンブレムリージョナルジェット)という現行同等サイズの航空機対比で少なくとも

20％の燃費改善が見込まれている。燃費改善はエンジン側と機体側の 2 局面で行われてい

る。エンジン側では、プラット＆ホイットニー社の GTF（ギヤード・ターボファン）エン

ジンが搭載された。減速ギアにより相対的に大きなファンを回転させることでファンの推

力を相対的に増やし、バイパス比を増やし燃費効率を向上させると同時に静粛性も向上

                                                      
11 表 1 と同様 
12 ANA NEWS(2008 年 3 月 28 日)「次世代のリージョナルジェット機 MRJ の導入を決定」、

International Business Times(2011 年 2 月 1 日)「米トランス・ステーツ、三菱のジェット MRJ を最
大 100 機発注」、三菱航空機ニュース No.19「ANI Group Holdings Ltd.と MRJ5 機購入に関する覚書
を締結」、三菱航空機「三菱航空機とスカイウェスト社、MRJ100 機購入」、日本経済新聞(2014 年 7

月 14 日)「三菱航空機、MRJ40 機納入で米イースタンと覚書」、日刊工業新聞(2014 年 7 月 17 日)

「三菱航空機、ミャンマーの「エア・マンダレイ」から MRJ10 機受注」、JAL プレリリース(2014 年
8 月 28 日)「JAL グループ、次世代リージョナルジェット機として MRJ の導入を決定」より筆者作成 

13 日本航空機製造が製造した戦後初の国産旅客機 

MRJ70 MRJ90 オプション

2008.03.27 全日本空輸(ANA) 2015年 15 10
2009.10.02 トランス・ステイツ航空(AX) 2015年 50
2011.06.17 ANIグループホールディングス 2016年 (5)→(0)
2012.12 スカイウェスト 2017年 100 100

2014.07.14 イースタン航空 2019年 20 20

2014.07.14 マンダレー航空 2019年 6 4

2014.08.28 日本航空(JAL) 2021年

184

50

32

合計

受注年月日 航空会社 引渡し(予定)
種類

223
※全日本空輸は同社のグループ会社であるANAウイングスが運航
※同社のグループ会社であるジェイエアが運航

MRJ70STD MRJ70ER MRJ70LR
座席数
外寸法(L×W×H)(ｍ)
エンジン推力(kN)
最大離陸重量(kg) 36,850 38,995 40,200
最大着陸重量(kg) 36,200 36,200 36,200
航続距離(km) 1,530 2,730 3,380
最大運用マッハ数 M0.78 M0.78 M0.78
離陸滑走路長(m) 1,450 1,620 1,720
着陸滑走路長(m) 1,430 1,430 1,430

69.3x2

78
33.4x29.2x10.4
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し、環境負荷の低減につなげている。機体側は、機体の軽量化および高精度 CFD 解析技

術を駆使した最先端の空力設計による空気抵抗の低減によるものである。 

また、MRJ は環境に優しいつくりとなっている。最新の騒音基準（ICAO Chapter 

4）、排出ガス基準（ICAO CAEP6）を十分に満たし、環境適合性が高い。ICAO とは国

際民間航空機関のことであり、国際航空運送業務やテロ対策などのための条約の作成な

ど、国際基準、勧告、ガイドラインの作成を行っているほか、気候変動問題を含む環境保

護についても議論や対策を進めており、日本は活動に積極的に貢献している。14 

さらに、客室内にはスリム・シートと呼ばれる、背もたれ部分を薄型加工された座席が

設置される。これにより座席数を増やすことが可能となっている。座面と背もたれの中に

は従来のウレタンではなくポリエステルによる 3 次元ネットを採用し、旅客が座った際の

体圧分散や湿気対策などの点でも快適性能の向上を図っている。 

三菱航空機の江川豪雄会長は、「世界に冠たる超一流のエアラインである JAL に購入し

ていただくことは、MRJ の優れた面を認めていただいた何よりの証拠になる。日本の飛行

機である MRJ が、日本のエアラインから注文いただくと、諸外国のエアラインにとって

は優れた日本製品である裏付けに感じてもらえると思う」15と述べており、日本航空から

の受注が MRJ の販売で有利に働くことを強調した。MRJ が広まることで、日本製が認め

られ、国内産業の活性化へとつながると考えられる。 

MRJ を導入するにあたり、一回当たりの乗客数が減少すること、短時間での折り返しが

可能なことで発着枠が必要となると考えられる。次項では発着枠について述べる。 

 

第4節 発着枠の状況 
 

発着枠の状況を把握するにあたって、ここでは成田国際空港と関西国際空港の二つの空

港についてみていく。国際空港として国内線だけでなく、国際線も多く利用され、遠距離

路線も備えている空港であるという理由で二つに絞った。近年では日本の地方空港も国際

化が進んでおり、地方空港と海外を結ぶ航路も増えてきている。しかし、地方空港におけ

る国際線は近距離の海外への路線しかないために利便性が悪いなどの理由から十分に利用

されているとは言えない。 

第1項 成田国際空港の発着枠 

 2014 年 3 月時点で、成田国際空港の国際線は 17.8 万回、国内線は 4.8 万回発着してい

る。 

成田国際空港は、2020 年に開催される東京五輪にむけて、発着数の増加計画が進められ

ている。現状のままでは、成田国際空港の処理能力は 20 年代前半には限界に達すると予

測されている。こうした中で、発着枠のさらなる増加の実現にむけて、様々な方法が検討

されている。具体的な策として、空港に滑走路を一本新設するなどの策が考察されてい

る。しかし、滑走路増設のために、1000~1200 億円という莫大な費用がかかるという問題

が懸念材料となっている。 

                                                      
14 外務省 「航空機騒音基準の方向性と取り組み」 

（http://www.sjac.or.jp/common/pdf/info/news110.pdf#search='ICAO+Chapter+4'） 
15 Yahoo ニュース 「JAL、MRJ を 32 機導入 植木社長、航空産業拡大に貢献したい」

(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140828-00000008-awire-bus_all) 

http://www.sjac.or.jp/common/pdf/info/news110.pdf#search='ICAO+Chapter+4
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成田国際空港株式会社は 2015 年度の航空取扱量見通しとして、国際線は 1.2%、国内線

は 11.1%の航空機発着回数増加を挙げている。全体的に 3.3%の増加である。航空機発着回

数は、オープンスカイ効果による新規就航や、国内線を中心とした LCC の増便や新規就

航により増加すると考えられている。16 

表 4 は 2013 年及び 2014 年 3 月 1～31 日の間の航空機発着回数を示したものである。

国際線と国内線は、全体のうち旅客便のみの値である。この表を見ると、2013 年の発着回

数に比べ、2014 年はすべてプラスになっている。 

 

(表 4) 

出典：成田国際空港株式会社「空港運用状況 2012 年度」・「空港運用状況 2013 年度」よ

り筆者作成 

 

第2項 関西国際空港の発着枠 

2013 年度において、関西国際空港の国際線は 8 万 6 千回、国内線は 4 万 7 千回発着し

ている。17 

関西国際空港会社は、関西国際空港の 2014 年冬季(10 月 26 日～2015 年 3 月 28 日)の

国際線の運航計画を発表し、ピークとなる 15 年 3 月の発着数は週 926.5 便(換算するとお

およそ 48,178 便/年)と予定している。18この値は、関西国際空港にとって、過去最多の

2014 年夏季 916 便を超え、夏期を含めて過去最多である。 

表 5 は 2013 年及び 2014 年 3 月 1～31 日の間の航空機発着回数を示したものである。

国際線と国内線は、全体のうち旅客便のみの値である。発着便数は全てプラスとなってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 成田国際空港株式会社「2014 年 3 月期決算説明会」 
17新関西国際空港株式会社「2014 年(平成 26 年)関西国際空港・大阪国際空港 3 月及び年度運営概況(速
報値)」 

18 日経新聞 2014 年 10 月 23 日朝刊 11 面 

2013.3実績［A］ 2014.3実績［B］ 増減［B-A］ ％［B/A］

航空機発着回数(回) 16,338 18,004 1,666 110.2%

 国際線 12,705 13,542 837 106.6%
 国内線 3,633 4,462 829 122.8%

航空旅客数(万人) 311 335 24 107.7%

 国際線 269 278 9 103.3%
 国内線 42 57 15 135.7%

・「空港運用状況2013
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(表 5) 

 

出典：新関西国際空港株式会社「2014 年(平成 26 年)関西国際空港・大阪国際空港 3 月

及び年度運営概況(速報値)」「2013 年(平成 25 年)関西国際空港・大阪国際空港 3 月及び

年度運営概況(速報値)」より筆者作成 

 

第5節 問題意識 
 

以上のように、日本は日本人出国率の低下、採算のとれていない地方空港・路線の存在、

2025 年問題、地方と都市の格差拡大という問題を抱えている。これらを解決するために、

本稿では出国空港（成田国際空港及び関西国際空港）と地方空港を結んだ路線に MRJ を

導入し、空港アクセスを効率化させることを提言する。空港アクセスを効率化させること

で日本人が出国しやすくなるだけでなく、訪日外国人旅客者の増加も見込める。 

この提言を行う上で、本稿では 2 つの問題意識を持った。 

一つ目は出国空港へのアクセス時間と出国日本人の数が関係しているかが定かではない

ことである。出国日本人にとってアクセス時間がどれほど影響しているかわかっていない

ため、実証分析を行う。 

 二つ目は運航頻度と出国日本人の数が関係しているかが定かではないことである。MRJ

が導入されるにあたり発着頻度が増加する。2020 年開催の東京オリンピック・パラリン

ピックも控えているため、現状以上に航空機利用者は増加すると考えられている。利用者

にとって便数の多さがどのように影響しているのかわかっていないため、実証分析を行う。 

2013.3実績［A］ 2014.3実績［B］ 増減［B-A］ ％［B/A］

航空機発着回数(回) 9,815 10,396 581 105.9%

 国際線 6,020 6,438 418 106.9%

 国内線 3,795 3,958 163 104.3%

航空旅客数(万人) 165 162 ▲3 98.2%

 国際線 109 115 6 105.5%

 国内線 56 47 ▲9 83.9%
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第2章  先行研究 

航空産業に関する先行研究は数多く存在しているが、ここでは、熊澤・西内・轟(2012)

「国際拠点空港の余剰発着枠の活用方法に関する分析」、森地・屋井・兵藤(1994)「わが

国の国際航空旅客の需要構造に関する研究」及び、屋井・齋藤(2002)「首都圏を中心とす

る国内航空市場における機材変遷と小型機導入可能性に関する研究」の 3 つを紹介する。

これらの先行研究を踏まえた上で、地方に住む人々の出国利便性の向上を実現するため

に、地方空港と出国空港である成田国際空港及び関西国際空港までの路線に対し、小型機

である RJ を導入することを考察していく。第 1 節では上記 3 つの先行研究の概要を説明

する。 

第1節 航空産業に関する先行研究 
 

熊澤ほか(2012)は、首都圏空港である羽田空港及び成田国際空港の空港容量が拡大し、

従来、国内線就航を担っていた羽田空港にも国際線が就航することで、成田国際空港の発

着枠には余裕が生じるとの認識の下、地方空港からの内際乗継旅客および関東甲信地方の

旅客の便益を勘案した上で、成田国際空港の新規発着枠の利用方法について検討した。成

田国際空港における国際線の中・小型化による多頻度就航の実施や国内線の拡充が、旅客

の利便性向上にどれほど貢献するのか、また、どのような内際配分が最適なのかについて

分析した。分析方法としては、2007 年の国際航空旅客動態調査の個票データを利用して、

非集計型のロジットモデルを採用した。各都道府県の市町村役場を出発地、出国の際に多

く利用される成田国際空港及び関西国際空港を目的地とし、その間のアクセス費用やアク

セス時間、航空ラインホール便数・費用、新幹線ラインホール便数・費用、イグレス時間

などのデータを取得して、出国空港選択モデルを構築した。分析の結果、成田国際空港及

び関西国際空港を選択するにあたって、両空港までのアクセスのしやすさを説明するアク

セシビリティ指標が有意に出ており、空港までのアクセスの改善が旅客の利便性向上に寄

与していると結論付けた。こうした分析結果を受けて、旅客の利便性と成田国際空港にお

ける内際配分の観点から、成田国内線の拡充及び機材の小型化による国際線の多頻度化が

重要であることを示した。 

森地ほか(1994)は、我が国における国際航空旅客需要について、多時点データを用いた

分析を行っている。多くの先行研究では、新規路線の開設や既存路線の増便など、国際航

空需要における環境が急速に変化しているにも関わらず、一時点のデータを用いたクロス

セクション分析に留まっていることに対し、森地ほか(1994)は多時点分析の必要性を主張

した。集計ロジットモデルを採用し、県民所得という経済変数を加えた出国空港選択モデ

ルの時系列的分析を行い、日本人の海外出国の傾向について考察した。分析の結果、県民

所得の係数が減少傾向に、出国空港までの近接性を表すアクセシビリティの係数が増加傾
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向にあることから、近年の日本人の海外出国者数の増加に関して、国内経済の発展より

も、交通条件の改善の方がより大きく寄与していることを示唆した。 

屋井ほか(2002)は、国内線を対象とし、航空機材の小型化が利用者便益にどのような影

響を与えたのかについて分析した。羽田空港の再拡張の際に、新しく小型機専用の滑走路

を設置することで、小型機と大型機の運航を両立させることができ、旅客の利便性向上に

つながると結論付けた。また、航空産業における規制緩和を受けて、運航頻度や平均座席

数の面で、高需要路線では高頻度就航、ダウンサイジングが進み、より良いサービスが提

供されるようになったのに対し、低需要路線では低頻度就航、アップサイジングが進んで

おり、サービスレベルの格差が年々拡大していることを示した。 

 

第2節 本稿の位置づけ 
 

本稿は、地方空港と出国空港である成田国際空港及び関西国際空港間のアクセスを改善

するために、小型機である RJ を就航させ、全国各地に居住する人々の出国の利便性を高

めることを目的としている。これは、日本に入国する外国人が日本各地を移動する際のア

クセス利便性の向上にもつながるため、2020 年に東京オリンピックが控えていることを鑑

みると重要であると言える。 

 上記 3 つの先行研究の手法を参考にしながら、本稿では RJ 導入の可能性について分析

していく。具体的には、熊澤ほか(2012)の分析方法を参考にし、国際旅客動態調査の集計

データを用い、各都道府県出身の日本人出国者が出国空港である成田国際空港及び関西国

際空港までに要したアクセス時間や前日宿泊率などのデータを算出し、日本人出国者数に

どのような影響を与えているのかを分析した。森地ほか(1994)を参考に、多時点分析を行

うために、5 年分のデータを取得した上でパネルデータ分析を行い、時系列での変化につ

いての考察を加えた。以上の分析を通して見えた日本人出国者の特性を踏まえて、日本に

おける RJ 就航の必要性を提言していく。 
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第3章  仮説検証と実証分析 

第1節 仮説 
 

これまで述べてきたように、出国する日本人にとってより出国しやすい環境にするため

に RJ を導入することを検討したい。RJ の導入を検証するために、この章では RJ を導入

することで改善されるところに注目する。出国する日本人が出国空港へ向かう際に重視し

ている要因を分析し、どの要因が改善されることによって出国する日本人が増加するのか

についての仮説を立てる。仮説として、①「成田国際空港または関西国際空港へのアクセ

ス時間が短縮されることで、これらの空港を選択して出国する日本人が増えるというこ

と」②「出国する日本人が出国空港へ向かう際、運航便数が改善されることで成田国際空

港または関西国際空港を選択して出国する日本人が増えるということ」の 2 つを立てるこ

とにする。以下、それぞれの仮説について述べる。 

仮説①「成田国際空港または関西国際空港へのアクセス時間が短縮されることで、これ

らの空港を選択して出国する日本人が増えるということ」を立てた理由としては、アクセ

ス時間の改善による出国する日本人の増加が見込めないのでは、RJ を導入することでも

たらされると考えられる、移動手段の陸路から空路への選択変化によるアクセス時間の短

縮の効果の影響がないことになるためである。 

仮説②「出国する日本人が出国空港へ向かう際、運行便数が改善されることで成田国際

空港または関西国際空港を選択して出国する日本人が増えるということ」を立てた理由と

しては、RJ の導入によって実現可能なことの 1 つに便数の増加による幅広い時間帯の運

航サービスがあるためである（先行研究より引用）。したがって、前日宿泊率を改善する

ことで出国する日本人がより増えることが RJ を導入することへの追い風になると考えら

れるためである。 

本稿では以上の 2 つの仮説を検証することを分析とする。 

第2節 空港アクセスから見た分析 

第1項 分析方法 

今回分析をするに当たって第 3 章で紹介した先行研究の考え方を参考にしながら必要な

データを考え、モデル式を組むことにする。先行研究では国際旅客動態調査（国土交通省 

航空局）の非集計の個票データを用いていたが、本稿では国際旅客動態調査の集計データ

を用いている。 

この分析では、上述した仮説①と仮説②の 2 点を検証することを目的とする。 
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 被説明変数としては、居住地別出国空港別旅客数を都道府県別人口で割ったうえで

10000 を乗じた数値（以下居住地別出国空港別旅客率とする）を用いる。居住地別出国空

港別旅客数は、各都道府県に居住する人のうち、出国する際に成田国際空港または関西国

際空港を選択した人の数である。今回は選択する空港を先行研究に倣い、成田国際空港と

関西国際空港の 2 空港に絞ることにした。さらに、ここでは出国行動に地域差があり、都

道府県別の人口によって旅客数にバイアスが生まれる可能性を鑑み、地域差をできるだけ

排除することを目的に都道府県別人口で割った上で便宜上 10000 を乗じている。 

 説明変数としては、国際旅客動態調査より 3 つの集計データと 2 空港を識別するための

ダミー変数と各都道府県に国際線を有する空港があることを示すダミー変数の 2 つのダ

ミー変数を組み込んでいる。さらに経済変数として各地の経済規模を表すため、内閣府よ

り県民所得を用いた。ここでは変数値の精度が時系列的に安定し、地域の経済活動を代表

し得る変数として県民所得が適切であると判断した。被説明変数と説明変数の詳細につい

ては下にまとめた。 

 本分析では、各都道府県についての平成 19 年から平成 23 年までの 5 年間のパネルデー

タを用いる。この 5 年間のパネルデータを用いて固定効果を除いた分析を行うために、固

定効果モデルを採択してパネルデータ分析を行う。19さらに、先行研究を参考に時系列的

な検討も必要であると考え、クロスセクション分析を行い、時系列的な分析も行うことに

する。 

 以下に説明変数及びモデル式について述べる。 

 

（表 6） 変数一覧（筆者作成） 

 

＜被説明変数＞ 

・居住地別出国空港別旅客率＝居住地別出国空港別旅客数/都道府県別人口＊10000 

 

＜説明変数＞ 

① アクセス時間（分）： 

各都道府県から出国空港として成田国際空港または関西国際空港へ向かう際にかかる時

間。 

②前日宿泊率（％）： 

翌日の便に搭乗するために、前日から出国空港に向かう旅行客の全体に占める割合 

③都道府県内に国際線を有する空港の有無ダミー： 

各都道府県内に国際線を有する空港の有無を見るためのダミー変数。各都道府県内に国

際線を有する空港がある場合を 1 とし、ない場合を 0 とした。 

④国際線を有する場合、国際線の運航便数(便数/週)： 

 各都道府県内に国際線を有する空港が存在する場合、その国際線の便数（便数/週） 

                                                      
19 Hausman 検定を実施したところ、固定効果モデルが採択されたことも踏まえ、本分析では固定効果モ
デルを採択した。 

変数 変数名 出所

被説明変数 居住地別出国空港別旅客率 国際旅客動態調査（国土交通省　航空局）

①アクセス時間（分） 国際旅客動態調査（国土交通省　航空局）

②前日宿泊率（％） 国際旅客動態調査（国土交通省　航空局）

③都道府県内に国際線を有する空港の有無ダミー 筆者作成
④国際線を有する場合、国際線の運航便数(便数/週) 国際旅客動態調査（国土交通省　航空局）

⑤県民所得（百万円） 県民経済計算（内閣府）

⑥成田国際空港ダミー 筆者作成

説明変数
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⑤県民所得（百万円）： 

 各都道府県の県民所得。経済変数として時系列的な検討をするために編入した。 

⑥成田国際空港ダミー： 

 成田国際空港と関西国際空港との区別を便宜上行うために編入した。成田国際空港の場

合は 1 とし、関西国際空港の場合は 0 とした。 

以上 6 個の説明変数を用いてモデル式を組むことにする。 

 

（図 8） モデル式 

  

 モデル式は図のとおりである。このモデル式のパラメータ値の推定をパネルデータ分析

とクロスセクション分析で求めていく。 

 

第2項 分析結果 

パネルデータ分析による推定結果は以下(表 7)のとおりである。 

 

（表 7） 

 

また、クロスセクション分析の結果は以下(表 8)のとおりである。ここでは係数と t 値を

みるために 2 つを取り出して表記している。 

［ 居住地別出国空港別旅客率 ］

＝　      ①[ アクセス時間 ]

＋  ②[ 前日宿泊率 ]

＋  ③[ 都道府県内に国際線を有する空港の有無ダミー ]

＋  ④[ 国際線を有する場合、国際線の運航便数(便数/週) ]

＋  ⑤[ 県民所得 ]

＋  ⑥[ 成田国際空港ダミー ]

（  は ラ ータ を す）

説明変数 係数 ｔ 
①アクセス時間（分） -1.277921 *** -6.94
②前日宿泊率（％） -6.846067 *** -9.70
③都道府県内に国際線を有する空港の有無ダミー -137.2005 *** -4.12
④国際線を有する場合、国際線の運航便数(便数/週) 0.1747665 ** 2.33
⑤県民所得（百万円） 0.0000124 *** 7.49
⑥成田国際空港ダミー 239.0756 *** 5.92
⑦定数項 446.8094 *** 12.40

決定係数＝0.4023 サンプル数＝447
***：1%有意　**：5％有意　*：10％有意

【 ネルデータ分析による推計結果モデル】
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（表 8） 

 

以上、2 つの推定による分析結果を得られた。これを基に考察していくことにする。 

 

第3項 分析結果から踏まえた考察 

まずは、パネルデータ分析による推定結果から見ていく。（表 7 参照） 

パネルデータ分析による推定結果によると、全ての説明変数において有意な結果が得ら

れた。①アクセス時間、②前日宿泊率の係数が負であることが示すことは、アクセス時間

が短縮されるほど居住地別出国空港別旅客数が増えること、前日宿泊率が低下するほど居

住地別出国空港別旅客数が増えるということである。③都道府県内に国際線を有する空港

の有無ダミーの係数が負であることは、都道府県内に国際線を有する空港があることで出

国する際に各都道府県内にある空港を利用することができるため、成田国際空港及び関西

国際空港を利用者数が減ることを示している。④国際線を有する場合、国際線の運航便数

(便数/週)、⑤県民所得（百万円）の係数が正であることは、これら 2 つの説明変数の値が

増えれば増えるほど、成田国際空港及び関西国際空港を利用者数が増えることを示してい

る。⑥成田国際空港ダミーは成田国際空港と関西国際空港を量的に区別するために便宜的

に組み込んだものであり、正で有意にでていることは妥当であると考える。 

次に、時系列的な分析を行っていく。パラメータ値を推定した結果、有意に出た説明変

数が平成 19 年から平成 23 年の 5 年間で変化のないことを踏まえ、この 5 年間を通して影

響力を持つ要因は変化していないと考えられる。説明変数のうち、有意に出ている説明変

数は①アクセス時間、②前日宿泊率、⑤県民所得、⑥成田国際空港ダミーの 4 つである。

⑥成田国際空港ダミーは便宜上設定した説明変数であり、本分析においても①アクセス時

間、②前日宿泊率、⑤県民所得の 3 つの説明変数に着目することにする。時系列の変化に

よる、各説明変数の影響力の差をみるために時系列ごとの係数の変化を見ていく。 

まず経済変数として本分析で編入した⑤県民所得の動向を見ていく。表 8 によると、平

成 19 年から平成 23 年の 5 年間において、全ての県民所得の係数は正であることから、県

民所得は正の影響力をもっており、県民所得が増加すればするほど、居住地別出国空港別

旅客数が増えるということを示していると言える。さらに、時系列的な視点で県民所得の

影響力を見ていく。各年の県民所得の係数を取ったうえで、平成 19 年を 1 として県民所

得の係数の変化を見る。その変化を図 9 に表した。2010 年に大きな突出があるものの、5

年次
-5.7852 *** -5.55945 *** -3.99471 *** -2.63495 *** -1.84761 ***
(-6.51) (-5.75) (-6.16) (-4.03) (-3.10)
-6.5644 *** -5.67311 *** -4.79614 *** -5.17556 *** -5.47771 ***
(-4.35) (-3.48) (-3.26) (-3.19) (-3.50)
-74.286 17.0161 -78.8463 -98.0038 -101.264
(-1.01) (0.23) (-1.20) (-1.31) (-1.37)
0.18758 0.069298 -0.00545 0.049586 0.207251

(1.2) (046) (-0.04) (0.28) (1.23)
1.1E-05 *** 9.69E-06 *** 9.62E-06 *** 1.23E-05 *** 8.29E-06 ***
(3.34) (2.96) (2.84) (3.03) (2.16)

157.068 ** 170.1071 ** 881.8307 *** 645.5006 *** 483.4936 ***
(2.32) (2.64) (5.74) (3.94) (3.19)
635.85 *** 546.9373 *** 496.3195 *** 401.9069 *** 415.7272 ***
(8.03) (7.03) (6.86) (5.02) (5.59)

サンプル数 90 90 89 91 87

決定係数 0.5419 0.5188 0.5338 0.3957 0.3857

()内はｔ ：***：1%有意　**：5％有意　*：10％有意

説明変数

①アクセス時間（分）

②前日宿泊率（％）

③都道府県内に国際線を有する空港の有無ダミー

④国際線を有する場合、国際線の運航便数(便数/週)

⑤県民所得（百万円）

⑥成田国際空港ダミー

⑦定数項

H19 H20 H21 H22 H23
【クロスセクション分析による時系列別推定結果モデル】
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年間の傾向を見ることを目的として近似曲線を引くと右下がりの曲線が引けた。この近似

曲線の意味するところは県民所得の与える影響力はあるものの、その影響力は低下する傾

向にあることであると考えられる。 

 

（図 9） 

 

次に説明変数のうち、上述の分析で統計的に有意に出た説明変数の①アクセス時間と②

前日宿泊率を見ていく。県民所得と同様に時系列的な分析を行うために、係数の変化をグ

ラフに表した。（図 10 参照） 

 

（図 10） 

 

まずは①アクセス時間から見ていく。①アクセス時間の係数は負であり、折れ線グラフ

は右肩上がりになっているので、アクセス時間の係数の絶対値が減少していることが読み

取れる。このグラフの変化から分かることとしては、①アクセス時間の居住地別出国空港
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別旅客数に与える影響力は減少傾向にあるといえるが、5 年間全てにおいて統計的に有意

であることから居住地別出国空港別旅客数に一定の影響力を与えると言える。したがっ

て、①アクセス時間の改善は効果的であり、仮説①「出国する日本人が出国空港へ向かう

際、アクセス時間が短縮されることで成田・関西各空港を選択して出国する日本人が増え

るということ」は正しいと言える。 

次に②前日宿泊率について述べる。②前日宿泊率の係数は 5 年間全て負であり、係数は

緩やかに右肩上がりにあるが、横ばいにあると言える。このことは、②前日宿泊率が低下

することによって、居住地別出国空港別旅客数は増えることを示している。したがって、

出国する日本人にとって翌日の航空便に搭乗するために前日宿泊することが、出国するこ

とへの障壁になっているといえる。ここで仮説②「出国する日本人が出国空港へ向かう

際、運航便数が改善されることで成田国際空港または関西国際空港を選択して出国する日

本人が増えるということ」について②前日宿泊率との関係性を検討する。②前日宿泊率を

低下させる方法として、搭乗する予定の便の時間に合うように空港につくための便を用意

することが考えられる。したがって、運航便数が増加し、利用者にとって出国空港に向か

う際の利便性が高まることで、出国する日本人の前日宿泊する機会を減らすことができ、

②前日宿泊率を下げることができると考えられる。つまり、運航便数を増加・改善するこ

とで、出国する日本人が増える可能性がある。以上より、仮説②「出国する日本人が出国

空港へ向かう際、運航便数が改善されることで成田国際空港または関西国際空港を選択し

て出国する日本人が増えるということ」は正しいといえる。 

これらの分析結果を踏まえて国内線に RJ を導入することで搭乗率を高めるとともに、

運航便数を増やして幅広い運航サービスを実現することが効果的であると考える。 
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第4章  政策提言 

第1節 分析結果と考察を受けて 
 

第 3 章の分析の結果から、仮説①「成田国際空港または関西国際空港へのアクセス時間

が短縮されることで、これらの空港を選択して出国する日本人が増えるということ」と、

仮説②「出国する日本人が出国空港へ向かう際、運航便数が改善されることで成田国際空

港または関西国際空港を選択して出国する日本人が増えるということ」の 2 つの仮説が正

しいと示された。現状分析で述べた RJ のメリットから、大型旅客機に遜色ないスピード

での飛行を実現しながら、低燃費でかつ地上停留時間が短いゆえの短時間の折り返しが可

能であることから、RJ 導入によってもたらされる利益には、アクセス時間の短縮と運航

頻度の増加があるといえる。したがって、RJ の導入による利点は仮説を満たしていると

考え、RJ の導入は効果的であると考える。 

 

第2節 RJ 導入に向けて 

第1項 導入機材 

第 1 節にて RJ の導入は有益であることを述べた。RJ を導入するにあたって、どの機材

を導入するのかということを検討したうえで本稿では MRJ を導入することを提言する。

第 1 章第 3 節で述べたように MRJ の特徴は、①国産ジェット機、②低燃費性能、③環境

適合性の高さ、である。以上から MRJ を導入するということをもとに本稿では述べてい

く。 

 

第2項 RJ 導入の流れ 

RJ 導入の流れとして、本稿の目的は地方と大都市の繋がりを強化することであるので

地方空港と大都市空港を結びつけることを提言する。ここでは大都市空港を成田国際空港

と関西国際空港を主とする。これら 2 つの空港は有する国際線の路線数が多く、欧米諸国

をはじめとした遠距離路線の運航便も多く有している。また、地方に居住する人が北米や

欧州などの遠距離路線の運航便を利用する割合が高い空港でもある。中国や韓国など近距

離にある海外観光地は地方空港にも路線は存在し、地方空港からでも出国すること可能で

あるが、欧米諸国は遠距離であるために地方空港で路線を持つところは少ない。したがっ
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て、特に欧米諸国への出国の抵抗をなくすことを期待して成田国際空港と関西国際空港の

2 つの空港と地方空港を結びつけることを提言する。 

 

第3項 政府の位置づけ 

 前項では RJ を導入する流れを述べた。そのなかで、本項では政府がどのように関わっ

ていくのかを述べる。航空会社が RJ を導入していくことを政府が援助できる環境を整え

たいと考えている。その援助できる環境として、（1）補助金による援助（2）空港使用料

の料金値下げの 2 点を求めたい。以下説明していく。 

（1）補助金による援助 

 RJ を導入するに当たって費用面における負担を軽減しなければ、航空会社として導入

に前向きな行動を取りにくいと言える。RJ 導入という設備投資を進めてもらうために

も、RJ 導入の際に発生する航空機材の値段を下げることで、積極的な設備投資を可能に

したい。そこで、航空会社が RJ 機材を購入する設備投資を行う場合、幾分かを政府が補

助する。MRJ についていえば、1 機約 40 億円超と言われている。2008 年に ANA は

MRJ の一つである、MRJ-90 を 15 機、オプションで 10 機受注した。単純計算するだけ

でも約 1000 億円超の設備投資費用がかかることになり、さらにここから維持費などがか

さむため、負担は大きい。積極的な設備投資を推進するためにも、政府が補助をすること

で RJ の導入に対する抵抗を減らしていきたいと考える。 

（2）空港使用料の料金値下げ 

 RJ を利用することで多頻度運航が可能になる。しかしながら、多頻度運航を行えばそ

の分空港使用料が比例して増加してしまう。航空会社の費用面の負担を抑えるためにも、

RJ の使用の場合に限り、空港使用料の値下げを実施する。ここで、空港使用料の値下げ

によって空港の経営にも影響が及ぶことも考慮しなければならない。この点に関しては、

空港の経営をより効率的にするために、運営権を民間に移転することで解決することを提

案したい。新関西国際空港会社は民営化に向けて運営権を売却する方向で動いていること

から民営化における運営権の譲渡は実現性があるといえる。また、RJ が整備され、より

多くの人が利用するようになれば、空港利用者も増加し、その増加分の空港利用者が負担

する空港使用料が増えるため、収益が増えると考えられる。 

 以上 2 点を実現するように政府が関わっていくことを本稿では提言する。 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

30 

 

第5章  補論 

第1節 パイロット不足問題 
 

 私たちは、航空機利用者の利便性を考慮した上で、地方空港と出国空港である成田国際

空港及び関西国際空港までのアクセスを改善させるために、多頻度就航が可能な RJ の導

入を提言した。高頻度な運航を実現するためには、RJ を操縦する十分な人数の航空機操

縦士、いわゆるパイロットが不可欠である。しかしながら、2014 年、格安航空会社(LCC)

のピーチ・アビエーションがパイロット不足を理由に相次いで欠航を決めるなど、現在の

日本において、パイロット不足の問題は無視することができない状況である。さらに、世

界的な航空需要の増大に伴い、国際的に、2030 年頃には現在よりも 2 倍以上のパイロッ

トが必要であるとされており、パイロット不足の問題は今後ますます深刻になっていくと

考えられる。そこで補論では、現在直面しているパイロット不足の背景、及び日本におけ

るパイロット養成機関、そしてパイロット不足の解決に向けて現在行われている取り組み

について触れていく。 

 

第2節 パイロット不足の背景と原因 
  

日本においてパイロット不足という問題が浮上してきた背景として、国内航空分野にお

ける参入規制の緩和が挙げられる。かつて、航空産業は幼稚産業であったため、航空法に

よって保護育成がなされていたが、その規制が撤廃されたことにより、運賃設定の自由化

と混雑空港以外での参入と退出の自由化が実現した。こうした規制緩和を受けて、LCC が

新規に参入できるようになり、パイロット需要がこれまで以上に高まったことで、パイ

ロット不足につながったと言える。その他の大きな原因として挙げられるのが 2030 年問

題である。現在、国内航空会社のパイロットの年齢構成の多くを占めているのは、40 歳代

以上のパイロットである。2030 年頃までに 40 歳代以上のパイロットが大量に退職するこ

とになり、現在若手のパイロットの人数が十分でないことを考慮すると、将来的にパイ

ロット不足の問題が深刻になっていくことは避けられないだろう。そのため、パイロット

不足問題を解消することは急務であると言える。他にも、日本におけるパイロット不足の

原因としては、パイロット資格に対する厳しい規制や、派遣パイロット制度が未整備であ

ることなどが挙げられる。 
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第3節 パイロット育成機関と問題点 
 

 日本におけるパイロットの育成方法とその育成機関が抱えている問題について紹介して

いく。日本においてパイロットになるための経路としては、高校卒業後、大きく分けて 4

つの経路がある。1 つ目は、大学に 2 年以上在籍したのち航空大学校に入学し航空会社に

就職する経路である。2 つ目は、パイロット養成課程のある私立大学を卒業し、航空会社

に就職する経路である。そして 3 つ目は、防衛省に自衛隊として入隊したのち、民間の航

空会社に転身する経路である。以上の 3 つは、それぞれの育成機関を経て航空会社に就職

したのち、副操縦士を経て機長となる経路である。副操縦士となるには、1 年程度の研修

を受ける必要があり、さらに機長になるには、7~10 年のフライト実績を積む必要がある

ため、実際にパイロットとして航空機を操縦できるようになるまでに、15 年程度かかる計

算になる。4 つ目の経路としては、大学(理系・文系は不問)を卒業後、航空会社に就職し、

航空会社の自社養成によってパイロットになる経路である。以下、パイロット育成機関で

ある航空大学校、私立大学、防衛省、航空会社の自社養成が抱える問題点について述べて

いく。 

航空大学校とは、日本で唯一の国が設立した公的エアライン・パイロット養成機関であ

る。現在までに 3,500 名を超える卒業生を輩出し、国内航空会社パイロットの約 4 割を占

めるなど、日本で最も主要なパイロット育成機関であると言える。しかしながら、今後、

年間で約 200~300 人の新規パイロットが必要になると言われている中で、20定員が 72 名

と一定であるため、十分であるとは言えない。 

パイロット不足を補うべく、近年では、東海大学や桜美林大学などの私立大学におい

て、パイロット養成課程が開設されてきている。今後、パイロット育成機関としてますま

す存在感が高まってくることが期待されているが、航空大学校に比べて自己負担額が数千

万円と非常に大きいため、パイロット不足問題の解消にどれほど貢献できるかは、まだま

だ未知数であるのが現状である。 

次に防衛省について言及する。海外では、軍隊から民間の航空会社に転身したパイロッ

トが多くいる。日本においても、飛行経験が長く即戦力として期待される自衛隊パイロッ

トの民間への転身制度が今年 3 月に約 5 年ぶりに再開するなど注目されてきているが、そ

もそも自衛隊員の数自体が多くないため、登用数には限界があると言える。 

最後に航空会社の自社養成が抱えている問題としては、航空会社の費用負担が大きいこ

とが挙げられる。そのため、航空会社の経営状態によって、パイロットへと養成される人

数も変動してしまう可能性があると言える。 

以上のように、日本におけるパイロット養成機関は、それぞれ問題を抱えており、パイ

ロット不足問題の解消に向けてまだまだ課題があると言えよう。 

 

第4節 パイロット不足解消への取り組み 
 

 こうした状況の中で、さまざまな取り組みが進められている。例を挙げるとすれば、現

在、パイロット年齢の上限を緩和することが検討されている。現状では、国際的にパイ

                                                      
20 国土交通省「わが国における乗員等に係る現状・課題」

(http://www.mlit.go.jp/common/001019364.pdf#search='%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AD%E

3%83%83%E3%83%88%E4%B8%8D%E8%B6%B3+%E4%BA%BA%E6%95%B0') 
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ロットの上限年齢を 64 歳とする国が多い中で、日本が先駆けて 64 歳から 1~2 年上限を延

長するとしている。21また、乗務時間制限の延長も検討されており、実現に向けて、パイ

ロットの疲労度合いを科学的に管理する手法を取り入れることを目標としている。また、

私立大学のパイロット養成を促進させるために、奨学金制度の制度を創設するなど、パイ

ロット不足問題の解消に向けて様々な取り組みがなされている。こうした取り組みを積極

的に行うことで、パイロット不足を解消し、RJ の導入がより円滑に進められるようにし

ていきたい。 

 

                                                      
21 日本経済新聞 2014 年 6 月 26 日(木) 夕刊 1 面「パイロット年齢上限 緩和」 
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第6章  おわりに 

 

本稿では、空港アクセスを効率化することによって出国する日本人の便益を高め、出国

する日本人がより出国しやすい環境を整えるために RJ を導入することを検証した。分析

の結果とその考察から RJ の導入は効果的な面もあることがわかった。これを踏まえ政策

提言では RJ を導入することを推している。日本初の RJ である MRJ を用いて地方空港と

成田国際空港及び関西国際空港を結び、特に遠距離路線の利用者の便益を高めることを期

待している。派生効果として、MRJ の導入がこれからの航空産業、航空機産業、日本人の

出国意欲に正の影響を与えられることも考えられるだろう。本分析では、出国する日本人

について分析した。グローバル化が進む環境下で日本人のグローバル化に焦点を当てた

が、日本の空港アクセスの効率化が外国人に与える影響は分析することができなかった。

外国人にも正の便益が与えられることを示すことができればより本稿の政策提言の現実性

を強めることができると考えるが、その分析は今後の課題としたい。加えて、RJ 導入が

多頻度運航を可能にするが、補論でも述べたように多頻度運航は現在も危惧されているパ

イロット不足問題をさらに深刻化させることになりかねない。その兼ね合いについても今

後の研究課題としたい。 
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・法務省「出入国管理統計 2006 年～2013 年月別主要港の出国日本人」

(http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.html) (2014/9/20 閲覧) 

・法務省「出入国管理統計 2013 年住所地別出国日本人の年齢及び男女別」(http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001118801) (2014/9/20 閲覧) 

・年度別空港管理調査 (http://www.mlit.go.jp/common/001057757.pdf) 

(2014/9/20 閲覧) 

・三菱航空機 

「三菱航空機とスカイウェスト社、MRJ100機購入」(http://www.mrj-

japan.com/j/news/news_121213.html) (2014/9/20 閲覧) 

・三菱航空機ニュース No.19 

「ANI Group Holdings Ltd.と MRJ5 機購入に関する覚書を締結」 

(http://www.mrj-japan.com/j/news/news_110616.html)  (2014/9/20 閲覧) 

・三菱重工業株式会社ホームページ (http://www.mrj-japan.com/j/)  (2014/9/1 閲覧) 

・みずほ総合研究所(2013 年 9 月 27 日) 

「2020 東京オリンピックの経済効果～五輪開催を触媒に成長戦略の推進を～」

(www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/urgency/report130927.pdf) 

(2014/10/10 閲覧) 

・宮原啓彰（2014）「安倍政権「成長戦略」を占う 関空・伊丹運営権売却の成否」ダイ

ヤモンド・オンライン 

(http://diamond.jp/articles/-/57213?page=2) （2014/10/10 閲覧） 

・About ANA(http://www.ana.co.jp/ana-info/ana/csr/reading/warming/fr_index.html) 

http://www.naa.jp/jp/airport/pdf/unyou/n_2012.pdf
http://www.naa.jp/jp/ir/pdf/pdf20140514_setsumei.pdf
http://www.jnto.go.jp/jpn/
http://www.jnto.go.jp/jpn/reference/tourism_data/pdf/marketingdata_outbound.pdf
http://www.jnto.go.jp/jpn/reference/tourism_data/visitor_trends/pdf/tourists_2012.np.pdf
http://www.jnto.go.jp/jpn/reference/tourism_data/visitor_trends/pdf/tourists_2012.np.pdf
http://www.jri.co.jp/file/report/researchfocus/pdf/7023.pdf
http://www.research-soken.or.jp/reports/economic/pdf/number59.pdf
http://www.research-soken.or.jp/reports/economic/pdf/number59.pdf
http://flightliner.jp/news/27243.html
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.html
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001118801
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001118801
http://www.mlit.go.jp/common/001057757.pdf
http://www.mrj-japan.com/j/news/news_121213.html
http://www.mrj-japan.com/j/news/news_121213.html
http://www.mrj-japan.com/j/news/news_110616.html
http://www.mrj-japan.com/j/
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/urgency/report130927.pdf
http://diamond.jp/articles/-/57213?page=2
http://www.ana.co.jp/ana-info/ana/csr/reading/warming/fr_index.html
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（2014/10/10 閲覧） 

・ANA NEWS(2008 年 3 月 28 日)  

「次世代のリージョナルジェット機 MRJ の導入を決定」(http://www.ana.co.jp/pr/08-

0103/08-041.html)  （2014/9/10 閲覧） 

・JALプレリリース(2014年 8月 28日) 

「JALグループ、次世代リージョナルジェット機として MRJ の導入を決定」

(http://press.jal.co.jp/ja/release/201408/003052.html)  (2014/9/1 閲覧) 

・JNTO 報道発表資料 

(http://www.jnto.go.jp/jpn/news/data_info_listing/pdf/140723_monthly.pdf) 

(2014/9/1 閲覧) 

・International Business Times(2011年2月1日) 

「米トランス・ステーツ、三菱のジェット MRJを最大 100機発注」

(http://jp.ibtimes.com/articles/14224/20110201/64401.htm) (2014/9/1 閲覧) 

・MHI 資料(http://www.jaxa.jp/press/2007/11/20071119_atc_j.pdf) (2014/9/1 閲覧) 

・VisitBritain（2013）「Shifting the Dial 」 

(http://www.visitbritain.org/Images/VisitBritain_Shifting_the_Dial_0413_tcm29-

37981.pdf#search='VisitBritain++Shifting+the+Dial') (2014/10/1 閲覧) 

・ Yahoo ニュース 「JAL、MRJ を 32 機導入 植木社長、航空産業拡大に貢献したい」

(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140828-00000008-awire-bus_all)  

(2014/10/1 閲覧) 

 

参考データ 

・国土交通省 航空局「国際旅客動態調査」 

（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk6_000001.html） (2014/10/20 データ取得) 

・総務省「県民経済計算」 

（http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/kenmin/kenmin_top.html）

(2014/10/20 データ取得) 
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