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変容する世界の航空界・その 5 

日本の航空 100 年（下) 
 

 

酒 井 正 子 

 

 

 日本は昨年2010年に航空100周年を迎えた。

その前半50年間を本研究第44巻第 1 号に書いた。

本誌ではその後今日までの50年間を振り返る。 

 

３． ジェット化から大型機大量輸送時代へ

（1960年～1970年代） 

 

３．１  大略 

 1950年代、ジェット旅客機が登場した。ジェッ

ト旅客機は航続距離が長く、主要都市間の直行

便が増え、飛行時間が短縮された結果、輸送力

(座席供給力)は従来の 3 倍に増大した。日本に

おいても1956(昭和31)年、経済白書が「もはや

戦後ではない」と宣言し、日本経済は59年には

じまる「岩戸景気」、60年に発表された「国民

所得倍増計画」に象徴される高度経済成長を追

い風として、64年の東京オリンピック開催とも

相まって、航空需要が飛躍的に増加していった。

67年、日本航空が日米航空協定の改定によって

世界一周路線を開設し、日ソ航空協定の締結に

よってモスクワ線を開設するなど、わが国の国

際航空は世界に肩を並べるまでに成長した。 

 国内航空では全日空や東亜航空、日本国内航

空を中心に地方路線が充実し直行化されて需要

は着実に増大していったが、1966年には外国航

空会社による 2 件を含む 5 件もの航空事故が連

続して発生した。その反省から67年に第一次空

港整備五箇年計画、70年に空港整備特別会計が

創設され、空港および航空管制、航空保安施設

の整備が進められていった。 

 ジェット旅客機の導入から10年後の1970年代

初頭、B747に代表される超大型ジェット旅客機

が出現し、新たに導入された団体割引運賃を

使ったパック旅行商品が発売されて、航空の大

衆化が急速に進んだ。これは航空事業者に営業

戦略の転換を迫るとともに、まだ幼稚段階を脱

し切っていない当該産業を欧米諸国のレベルに

まで育成するべく政府は事業者間の過当な競争

を避ける政策を採り、既存事業者の再編成を推

進した。これはやがて 3 社体制に収斂していく

(45・47体制)。 

 ジェット化・大型化は、既設国内空港におい

て滑走路の延長を必要とする一方で、大都圏の

空港周辺に騒音問題を生んだ。 

 1978年 5 月、紆余曲折の末に新東京国際空港

(現、成田国際空港)が開港し、成田空港が国際

線専用、羽田空港が国内線専用の空港にと、内

際分離政策がここに始まった。 

 70年代は中東地域の政情不安から第一次石油

危機に陥り、航空機燃油費の高騰に見舞われ、

さらにアラブゲリラによるハイジャックが頻発

した10年でもあった。わが国では日本赤軍など

による日本航空機ハイジャック事件がたびたび

起きて空港の保安体制が強化されていく。 

 

３．２  国内線航空事業者の再編成 

 1960年代は、旧式のDC-3 やDC-4 に代って各

種の新機材が導入され、50年代大西洋に初就航
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したジェット機が速度と輸送距離と座席数で一

大変化を起こし、また1969年に登場した超大型

ジェット機が世界の航空界を塗り替えていった。

この航空機技術革新によって「より早く、より

遠く、より多く」の大量輸送時代が到来し、わ

が国の航空旅客数は順調に伸びていった。 

 国内航空旅客数は1960(昭和35)年112万人余

と初めて100万人の大台に乗ると、その後も

1969年度に1,000万人の大台に乗り、73年度に

は2,000万人、79年度に4,000万人の大台に乗る

というように驚異的伸びを示した(後出の図  8 

参照）。それはローカル線で顕著だった。1960

年時点でローカル線の旅客数は幹線の半分にす

ぎなかったが、1970年度に両者は760万人前後

の同数となり、翌1971年に逆転、1980年度には

幹線1,540万人に対してローカル線2,500万人と、

両者の差は開いていく。旅客キロでみてもロー

カル線は幹線を1980年度に逆転し、以後差を広

げていく。 

 

（１）幹線 

 旅客需要増の背景には、1960年代では、1959

年 4 月の全日空幹線進出が日本航空との競争を

通じて航空市場を活性化したことと新鋭機の採

用が大きかった。70年代では航空機の大型化も

大きく寄与した。それは供給座席の倍増と運賃

低下、航続距離の長距離化、直行化・高速化を実

現し、運航の安全性を向上させ、航空旅行の快

適性を高めたからである。 

 日本航空と全日空の 2 社が競う幹線では、新

型機投入競争が起こった。 

 全日空が、1960年にターボプロップ機VC744

バイカウント(52席)を就航させると、日本航空

は、旧式のDC-4にかえて、国際線に使用して

いたDC-7CやDC-6Bを61年国内線に投入。これ

に全日空はヴィッカーズVC828(67席)で対抗。

この新機攻勢に日本航空は東京－札幌、東京－

福岡間に 4 発ジェット機コンベアCV880を導入

し、国内幹線ジェット化を開始した。受けて立

つ全日空が 64年、東京－札幌間に中距離型

ジェット機B727(129席)を導入すると、65年日

本航空もB727を導入。66年には大阪－福岡間

の一部および夜間便を除き、幹線はほぼジェッ

ト化された。続く70年代、後述するように、東

亜国内航空も交えてB747やL1011、A300、DC-

10といった超大型機(いわゆる ｢エアバス機｣)

の導入競争が繰り広げられていく。 

 

（２）ローカル線 

 国内線需要増の背景には、もうひとつ、ロー

カル線における全日空等の地道な路線開拓と、

全日空以外のローカル航空 6 社の競争状態と再

編が奏功したことが挙げられよう。北日本航空、

日本遊覧航空、日東航空、富士航空、東亜航空、

中日本航空のローカル線 6 社は、路線網の拡充、

新型機の導入を続々と運輸省に申請して、競願

問題が生じていた。当時、ローカル線に使用さ

れていた機種はF-27フレンドシップやコンベア

CV440であったが、座席数が50％増近い64席を

もつターボプロップの国産旅客機YS-11に次々

と置き換えられていき、65年には15路線にYS-

11が就航した。 

 しかし、それらローカル路線群は、公共性は

高いものの需要の小ささから不採算ないしは収

益の低い路線が大半を占め、 6 社の経営状態は

困難を極めていた。 

 こうした事態に対して、運輸省は新たな国内

航空秩序を確立するため、1962年 3 月航空審議

会に「国際航空の振興並びに国内航空の整備に

関する方策」を諮問し 5 月に答申を得た。答申

に沿って国内幹線に関しては、日本航空、全日

空両社間の運航便数比、新規導入機材の統一化、

運賃収入のプール制実施等につき両社の協調を

促進し、一方でローカル線に関しては、従来の

ブロック制にこだわらず数多くの路線を各社に

認めた。しかし、輸送量の増大に伴う収入の増

加は機材、要員の増強に伴う支払増で相殺され

る状態であり、各社とも収支内容が改善しな



 － 81 －

かった。そこで、運輸省は国内線の健全な発展

を期するために、ローカル線事業者間の業務提

携ないし企業の系列化を奨励した。 

 その線に沿って、全日空は、東亜航空と業務

提携協定を結び(62年)、中日本航空とも同趣旨

の協定を結び(その後65年、中日本航空から路

線の移譲を受ける)、新設の長崎航空を系列下

に加え(62年)、藤田航空と合併(63年)して、こ

こに全日空を頂点とする系列が出来上がった。

残る北日本航空、富士航空、日東航空の 3 社は、

運輸省の指導のもとに1964年、合併して日本国

内航空を設立した。日本国内航空は北海道から

九州まで多数の路線を有してはいたが、経営基

盤が弱いため、運輸省は同社を育成すべく幹線

参入の方針を固め、1965年 3 月 1 日から東京－

福岡線および東京－札幌線の運航免許を与えた。 

 この結果、幹線は日本航空、全日空、日本国

内航空の 3 社体制となり、ローカル線は全日空

と、日本国内航空、東亜航空、長崎航空の  4 

社体制に整理統合された。それでもなお、ロー

カル線各社は、前述のように全日空を除いて劣

悪な経営状態のままであった。 

 

（３）昭和40年答申 

 1965(昭和40)年10月運輸大臣は、航空審議会

に「我が国定期航空運送事業のあり方」を諮問

し、12月に答申を得た。答申は「将来における

我が国定期航空運送事業のあり方としては、国

際線 1 社、国内線 2 社が適当である」とし、国

際線については従来通り、日本航空が一元的に

運営するが、激烈化する国際市場にあって国際

競争力を強化するために政府助成強化が必要と

の具体的提案をした。 

 国内幹線については「健全な経営碁盤を有す

る二つの企業、すなわち、日本航空と全日本空

輸が、公正な競争と協調の下に運営することが

適当である」「幹線運営会社として後発企業で

ある日本国内航空は、早急に経営を合理化する

とともに、日本航空は、すみやかに日本国内航

空への支援措置を強化し、さらに、資本的、人

的提携を緊密にして一体化を進める」とした。

ローカル線のみを運営する東亜航空および長崎

航空は、全日空と業務提携をしていたが、これら 

2 社も幹線運営企業である全日空に合併する方

向が示された。さらに、ローカル路線について

は、航空事業の過当競争を避けるため原則とし

て競合させるべきではなく、今後新規企業の免

許を抑制すべきであると提言した。 

 この答申を受けて日本航空と日本国内航空の

合併交渉が開始されたが、日本国内航空の経営

体質改善がその前提条件となっており両社間の

調整は難航した。その間、全日空の羽田沖墜落

事故(1966年 2 月)があり、運輸大臣は1966年 2 

月、「安全確保と国内幹線の過当競争防止につ

いて」示達、 5 月には「航空企業の経営基盤の

強化について」が閣議了解された。これを受け

て、日本国内航空は、日本航空と同年 6 月覚書

を交換して、71年 4 月頃までの適当な時期に合

併する旨の合意に達し、日本航空の協力のもと

不採算機材の売却、人員の整理等思い切った再

建策を進めた。一方東亜航空は、全日空との間

で合併交渉を進めた。 

 日本国内航空と東亜航空の両社は経営努力を

続けたが、おりからの景気回復と航空の大衆化

の波に助けられて、それぞれ1970年度と69年度

に累積赤字を解消するに到った。やがて、両社

は日本航空との、あるいは全日空との合併に難

色を示し始めた。 

 

３．３ 「45・47体制」の確立と国際線 

 国が構想していた 2 社集約が崩れ、1970年 6 

月、東亜国内航空は全日空との合併計画を白紙

に戻して、日本国内航空と合併する方針を打ち

出す。他方、国際航空については、全日空はか

ねてから国際線への進出を念願しており、日本

航空 1 社体制の変更を求めた。 

 1970(昭和45)年 6 月、運輸省は旅客需要の大

幅増と航空企業の収益改善を背景に、新たな航
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空秩序を構築するため運輸政策審議会に「今後

の航空輸送の進展に即応した航空政策の基本方

針」を諮問した。 

 同年10月の答申は、① ダブルトラッキング

制度(同一路線を 2 社で運営すること)の導入、

② 航空機のジェット化・大型化の推進、③ 高

度の安全性の確保、という内容が柱であった。 

 同答申で航空企業再編成に関する部分は次の

とおり。 

(ⅰ) 日本国内航空および東亜航空は、日本航

空の技術的支援および資本参加を受ける等先

発航空企業の協力を得るとともに、広く民間

資本の参加を得て、円滑かつ可及的すみやか

に新会社を設立する。新会社は、ローカル線

を運営するものとし、将来安定体制の確立を

含め企業基盤の充実強化がなされた段階にお

いて、幹線における航空輸送需要の動向に即

応しつつ、幹線運営をも考慮する。 

(ⅱ) 航空輸送需要の多いローカル路線につい

ては、原則として同一路線を 2 社で運営し輸

送サービスの向上を図る。この場合において、

過当競争の弊害が生ずることのないよう、路

線の選択、 2 社の協調等についても配慮する

よう努める。 

 以上の趣旨が1970(昭和45)年11月に閣議了解

された（「昭和45年の閣議了解」）。この政府方針

に基づいて日本国内航空と東亜航空は1971年 5 

月合併し、新たに「東亜国内航空」が発足した。 

 1970年の閣議了解によって国内航空 2 社構想

はご破算となり、国内 3 社体制に移行していく。 

 大枠が決められたわが国の航空運送産業の構

造は、1972年 7 月の運輸大臣示達によって具体

化された（「昭和47年の大臣示達」）。 

 大臣示達は、形式上は閣議了解の具体化策で

あったが、実質的には閣議了解の範囲を超える

ものを含んでいた。示達は大別して航空 3 社の

事業分野、輸送力調整、協力関係の 3 部分から

成る。事業分野では、それまで必ずしも明確で

はなかった国内幹線を具体的に札幌、東京、大

阪、福岡および那覇と 5 地点を明記したことが

図１ 1962年当時の東京を中心とする世界の国際線網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：運輸省「航空輸送統計年報」 
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特筆される。そのうえで、日本航空の事業分野

を国内幹線および国際線とし、全日空について

は、国内幹線およびローカル線のほか、近距離

国際線チャーター便を運航するとし、東亜国内

航空については国内ローカル線および、ジェッ

ト機による幹線自主運航を74年度をめどに認め

るとした。なお、国内幹線への大型ジェット機

投入については、74年以降これを認め、沖縄線

については72年度より大型ジェット機を投入し

うるとした。 

 昭和45年の閣議了解および昭和47年の大臣示

達は、航空会社の運営体制の大枠を規定し、そ

の後長きにわたって変更されなかったことから、

両者はあわせて「航空憲法」と言われ、その間

を「45・47体制」と呼ぶ。 

 以後の航空輸送需要は日本経済の繁栄ととも

に発展を続け、安全運航体制も強化されて、大

量輸送と航空の大衆化を達成していった。この

間の国際航空旅客数をみると、1960(昭和35)年

度の10万人から順調に伸びて、1968年に100万

人の大台に達し、71年度には200万人、78年度

に400万人の大台に乗った(図 8 ）。ここには日

本航空だけでなく、1975年から日本－台湾間を

運航開始した日本アジア航空の旅客数も含む。 

 国際旅客のこの急激な成長には、国内線と同

様に60年代のジェット機の導入が大きく貢献し

た。戦後の時代がようやく終って国民の暮らし

にわずかながらゆとりが生じ始めた1964年、東

京オリンピックが開催されたことも大きなきっ

かけとなった。同年から観光目的の海外渡航が 

1 人年 1 回に限って自由化され(その制限も1966

年度に撤廃)、外貨持出しが500ドルまで自由と

なり、日本人の海外への関心を高めた。1970年

から導入された超大型機B747がこれを加速した。

一挙に 3 倍増となった座席数はそれまでの営業

手法を根底から覆して、団体包括運賃を編み出

したからである。「JALPAK」が売り出され、海

外旅行の大衆化が進んで「農協団体がパリを闊

歩する」ようになった。廉価で気軽な海外団体

旅行がもたらした高い需要の伸びは、70年代前

半に起きた日本航空の海外連続事故(1972年 6 月

ニューデリー事故86名死亡、 9 月ボンベイ事故

11名負傷、11月モスクワ事故62名死亡)も、後

述する日中国交正常化に伴う日台路線停止など

のマイナス要因をも飲み込んでしまった。 

 ただし、わが国企業の国際線ジェット化は当

初から順調だったわけではない。 

 時代を10数年戻す。 

 日本航空は世界に 2 年遅れの1960年 8 月、東京

－サンフランシスコ線のDC-8(DC-8-30/50)投入

で始まり、東南アジア線(東京－香港)にコンベ

アCV880を、北回り欧州線にDC-8を就航させ

るという素早いジェット化対応だったが、これ

が供給急増に対して需要は従来のままという不

釣合いをもたらし、同社の企業収支を圧迫した。 

 1960年代当初の日本政府の課題は、国威発揚

としての世界一周路線の開設であった。日本航

空は1962年10月までにDC-8による北回り欧州線

(東京－アンカレッジ－コペンハーゲン－ロン

ドン－パリ)と南回り欧州線(東京－香港－バン

コク－カルカッタ－カラチ－クエート－カイロ

－ローマ－フランクフルト－ロンドン)を自主

運航するようになっていた。世界一周路線のた

めにはニューヨークへの乗入れ権および以遠権

が必要不可欠である。そのために1961年 5 月か

ら米国との間で日米航空交渉が進められた。ロ

サンゼルス乗入れ権は59年に取得済みであった

ものの、ロサンゼルス以遠について交渉は難航

した。 

  3 回にわたる協定改定交渉を経て、65年12月

に至ってようやくニューヨークへの乗入れ権お

よび以遠権が取得できた。66年11月日本航空は

ニューヨークへ乗入れを開始し、67年 3 月世界

一周路線を開始した。67年当時世界一周路線を

持つ会社はパンアメリカン航空、トランスワー

ルド航空、英国海外航空、オーストラリア・カ

ンタス航空の 4 社にすぎなかった。 

 米国は経済が「黄金の60年代(Golden Sixties)｣
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に入っており、製造業は空前の繁栄を誇り、太

平洋を渡る貨物輸送需要は急増した。日本航空

は、貨客混用便として65年 4 月、太平洋線(東

京－ホノルル－サンフランシスコ)にDC-8F-55

を就航させ、67年10月からは同機を貨物専用便

として貨物輸送体制の強化を図った。こうした

貨物輸送能力の拡充は、日本航空の積み取り比

率の上昇、国際線貨物輸送量の増大をもたらし、

その後のわが国国際航空貨物輸送の地歩がここ

に築かれた。 

 アジア路線でも航空協定の締結、国際路線の

拡充が進んだ。ソ連との間では、1958年から両

国間の航空業務開設の努力が重ねられ、ソ連側

のシベリア上空開放拒否の態度は固かったもの

の、ここでも日本側の粘り腰の末に1966年 1 月

日ソ航空協定の成立に漕ぎ着けた。これに基づ

いて67年 4 月ソ連側の機材とパイロットによる

東京－モスクワ間の日ソ共同運航が始まり、70

年 3 月モスクワ経由パリ線、 6 月モスクワ経由

ロンドン線の自主運航が開始された。モスクワ

経由欧州線は、南回り、北回りに比べて所要時

間を大幅に短縮し、これが日欧間の主線になる

のは時間の問題だった。 

 中国線と台湾線にも触れておきたい。 

 1972(昭和47)年に日中国交が回復した。これ

を受け74年日中間で航空協定が調印され、航空

路開設が可能となったものの、日本側の担当企

業と台湾路線の取扱いという 2 つの難題があっ

た。全日空は、早くから岡崎嘉平太社長が日中

航空路の開設を熱心に提唱していたこともあり、

日中定期路線を担当する意思を正式に表明して

いた。しかし、全日空のこの希望は実現せず、

中国線は他の国際線と同じく日本航空が担当す

ることに落着し、74年 9 月、上海経由北京線が

就航した。 

 台湾政府は、1974年 4 月の日中航空協定調印

のその日に日台間航空路の停止を発表し、日台

路線は打ち切りになった。その後、日本航空が

全額出資する日本アジア航空が1975年 9 月、台

北線を運航開始した。 

 全日空は国際線を1971年 2 月、日本航空と提

携して羽田－香港間B727-200による国際チャー

ター第 1 便で開始した。1972年の運輸大臣示達

後は、その年度の後半から香港行きチャーター

便がほぼ連日運航される盛況振りを示し、事実

上定期航空市場に食い込んでいく。香港のほか

東南アジアの各地にチャーター便が運航された

が、「近距離国際チャーター便」の距離の解釈

を巡って、日本航空と全日空の見解は分かれた。 

 「45・47体制」は当初から問題を抱えての船

出となった。 

 

３．４  大量高速輸送時代へ 

 1964年10月のオリンピック東京大会を控え、

わが国の表玄関である羽田は空港容量が逼迫す

る状態が続いていた。国は威信をかけて羽田空

港の拡張を進め、1964年 4 月A滑走路を2550m

から3000mへ延長し、平行するC滑走路3150mを

新設して、かろうじて開催に間に合ったのは衆

人の知るところである。滑走路のほか、航空保安

施設の整備も最新にされ、空港と都心間のアク

セス交通機関であるモノレール、そして高速道

路 1 号線も建設され営業開始した。 

 拡張された羽田空港では年間発着が10万回ま

で可能となった。しかし、国際線、国内線とも

に需要の伸びがさらに見込まれるなか、処理能

力が早晩限界に達することは予想に難くなかっ

た。しかも、欧米では超大型機や超音速機の開

発が進められており、近い将来の就航が予想さ

れたため、滑走路4000mの最新機能を持つ国際

空港を東京周辺に建設する必要性が強く認識さ

れるようになっていた。 

 1962年度から空港適地の調査、検討が行われ、

「新東京国際空港の候補地及びその規模」を諮

問された航空審議会は、63年12月「千葉県富里

村付近が候補地として最も適当である」旨答申

し、最終的に1966年 7 月新東京国際空港の位置

を、千葉県成田市三里塚を中心とする地区とし
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て決定をみた。 

 そうした動きの最中に連続して大きな航空機

事故が起きた。1966年 2 月 4 日、千歳から羽田

空港に向け飛行中の全日空B727機(乗客・乗員

133名)が東京湾に墜落し全員死亡。 1 ヶ月後の  

 3 月 4 日、香港から東京に向け飛行中のカナダ

太平洋航空DC-8機(同72名)が羽田に進入中、滑

走路手前の岸壁に激突して炎上し、64名が死亡。

翌 3 月 5 日、羽田を離陸して香港へ向け飛行中

の英国海外航空B707機(同124名)が富士山山頂

付近に墜落し、全員死亡。 8 月26日、日本航空

CV880機が羽田空港で国家試験中に事故が発生

し、航空局試験官 1 名と同社乗員 4 名死亡。11

月13日、伊丹から松山へ向かった全日空YS-11

機(同50名)が、松山空港に着陸のためいったん

は滑走路に接地したが復行した後、松山沖の伊

予灘に墜落して機体は水没し、乗客・乗員全員

が死亡した。 

 これら一連の航空機事故は、国内線需要に大

きな打撃を与えた。1960年度から65年度まで年

率35％で伸びていた国内線需要は、64年に開通

していた東海道新幹線に転移したこともあり、

66年度は旅客数で39万人(26％)減、座席利用率

は14％減を記録した。 

 しかし、戦後高度成長期の国内航空旅客需要

は1968年から回復を見せ、1969年度から70年度

にかけて再び年率31％の成長を記録した。こう

した旅客需要の急激な伸びは、主要区間におけ

る積み残しの状態を生み、年を追う毎に深刻さ

を増していき、空港容量の制約と供給座席数不

足の現実にどう対処していくかが新たな問題と

して浮上するようになった。 

 航空事業者はこの問題に機材の大型化で解決

を図っていった。全日空は1969年にB727(座席

数129)やB737(同115～126)を主要ローカル線に

投入し、幹線にはB727-200(長胴型、国内線座

席数178)を導入。日本航空は、70年 4 月にDC-

8-61(同233)を投入。その結果、旅客需要はその

後1979年まで、第一次石油危機(オイルショッ

ク)期(1973～74年)を除いて、年率10％超で増

大し続けていく。  

 空港の容量不足問題に政府は、空港整備五箇

図２ 世界における日本の航空力変遷(1953年～1983年) 

 
出典：ICAO、Annual Report of the Council 

 注 ：有償トンキロ（定期輸送／国際線・国内線合計）による。 

  ：スカンジナビアはデンマーク、スウェーデン、ノルウェイ 
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年計画で対応していく。1966年に相次いだ航空

機事故も、航空交通の安全確保の観点から計画

的で整合性ある施設整備の必要性を強く認識さ

せた。運輸省は、1967年度から71年度までの 5 

年間を計画期間とし、総事業費を1,150億円とす

る第一次空港整備五箇年計画を策定し、1967年  

 3 月閣議了解された(1969年 3 月閣議決定)。 

 本計画に基づいて、新東京国際空港(成田)の

建設が着工され、羽田空港ではB滑走路を

1570mから大型ジェット機が就航可能な2500m

に延長し、国際線到着ビルの新設、エプロンの

増設、CIQ施設の拡張等が行われた。伊丹空港

では、1960年より国際線不定期便が就航してお

り、国内線でも航空旅客の約半数が同空港を利

用していたが、70年の大阪万国博覧会開催を控

えて予想される需要増と大型ジェット機就航に

対処するため、64年から拡張整備事業が始めら

れた。70年A滑走路1828mに平行するB滑走路

3000mが新設なり、エプロン増設のほか、航空

保安施設などが整備された。東京と大阪(いず

れも第一種空港)を除く大半の地方は第二種空

港と第三種空港と呼称されたが、そこでも、国

内線需要の増加および航空機の高速化・大型化

に対応するため、それぞれの空港事情に見合っ

た滑走路延長や空港拡充が進められた。 

 これらの財源確保は、1970年に受益者負担を

原則として設置された空港整備特別会計が担っ

た。これについては次節で述べる。 

 ところで、わが国の航空機「超」大型化は、

外国航空会社の乗り入れで始まった。 

 1970年 1 月、パンアメリカン航空は、大西洋

線ニューヨークとロンドン間にボーイング社が

世界に先駆けて開発した超大型機B747「ジャン

ボ機」を就航させ、大量高速輸送時代の幕を開

け、同年 3 月、太平洋線にもB747を就航させた

のである。これを受けて 7 月には日本航空も太

平洋線にB747を投入した。B747は座席数で当時

わが国最大機のDC-8-62をはるかに超える(国際

線366席、国内線約500席)大型の長距離機材で

あった。これに約300席程度の「エアバス機」

といわれるマクドネル・ダグラス社DC-10や

ロッキード社L-1011「トライスター」、エアバ

ス・インダストリー社A300が続いた。 

 日本航空はB747を太平洋線に続き北回り欧州

図３ 1967年当時の国内路線網 

 

   出典：運輸省資料 
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線、南回り欧州線、香港線、ソウル線に展開し

ていった。「超」大型化の結果、日本航空の輸

送力は1970年と75年とを比較すると、運航便数

が19,077便から18,790便へと287便減少したのに

対して、有効座席キロ(供給座席分)は 4 割も増

加したのであった。 

 ジャンボ機の行くところ敵なしの快進撃も、

1973年秋の第 4 次中東戦争に伴う第一次石油危

機(オイルショック)で遮られる。原油の供給削

減と燃料価格の高騰は、わが国のみならず世界

の航空会社の経営を圧迫していった。国際航空

運送協会(IATA)は運賃値上げを決定し、1974年 

1 月の値上げに始まって、年内 4 回にわたる値

上げで、合計約20％もの引上げになった。 

 

３．５  70年代の空港整備と財源 

 60年代後半からの年率平均10％超の高い旅客

需要の伸びと路線数の増大によって、国内便数

の80％を占め二眼レフと称される羽田空港およ

び伊丹空港の処理能力が限界に達すると同時に

主要空港周辺の騒音問題が次第に深刻化して

いった。こうした事態に対処するため、3. 4 節

で述べたように、低騒音で一度に大量の旅客輸

送が可能で、便数の抑制に資する低騒音大型機、

いわゆる「エアバス機」の導入が世界に例のな

いスピードではかられていったのである。 

 1972年 8 月、日本航空は東京－沖縄線にB747 

(当時は国際線仕様、座席数361)を就航させた

のをはじめとして、73年10月国内線にB747SR

（国内線仕様、同498)、76年 7 月DC-8型機の後

継機としてDC-10(同310)を導入した。全日空も

1974年 3 月東京－沖縄線にL-1011(全日空仕様、

同306)を就航させたのを皮切りに、国内幹線に

拡げていき、79年 1 月B747SR(同500)を就航さ

せた。全日空は東京－鹿児島線など高需要ロー

カル路線についてもL-1011を導入していった。

東亜国内航空は1973年12月から新路線の東京－

釧路線に新選定機種DC-9-31(東亜国内航空仕

様、同105)を導入した。同社はそのDC-9をもっ

て1975年 3 月、東京－札幌、東京－福岡の幹線  

 2 路線に参入した。これは1972年の大臣示達に

沿ったもので、日本国内航空の時代からみれば、

幹線自主運航への復帰であった。しかし、DC-9

は先行 2 社と競争するには機材格差が明らかで、

不利なことは目に見えていた。同社は広胴型機

の機種選定を行い、A300B2(同281)を採用して、

これを1981年 3 月から東京－鹿児島、福岡－鹿

児島に投入した。これによって国内  3 社はそ

ろって広胴型機を運航することになり、国内線

でも本格的な大量高速輸送時代に入っていく。 

 幹線や高需要ローカル路線ではないローカル

線においてもYS-11が投入されて少需要路線な

りの「大型化」は着実に進行していった。 

 そうした路線で、1971年 7 月 3 日、東亜国内

航空の札幌(丘珠)発函館行きYS-11機「ばんだ

い」号が着陸寸前に横津岳の山腹に激突して乗

客・乗員68名全員が死亡する事故が起きた。同

じ 7 月にさらに大惨事が発生した。30日、全日

空の札幌発東京行きB727-200機が岩手県雫石町

上空をジェットルート沿いに巡航飛行中、訓練

飛行中の航空自衛隊機F-86Fジェット戦闘機と

接触し、両機とも空中で大破、墜落し、自衛隊

操縦士はパラシュートで脱出したが、全日空機

の乗客・乗員162名全員が死亡したのである。 

 雫石事故を教訓に、民間機の空港・航空路・

ジェットルートの各空域を自衛隊機の訓練・試

験空域から完全分離し、特別管制空域を拡充す

るなど軍民間で諸施策が実施されるとともに、

おりからの空港整備五箇年計画のなかで航空保

安システムの見直しと整備が進められていった。 

 1971年度を初年度とする第二次空港整備五箇

年計画(総事業費5,600億円、72年 3 月閣議決定)

では、①成田(新東京際空港)の建設、②羽田お

よび一般空港においては国内航空輸送量の増大

および就航機材の高速化・大型化に対応するた

めの整備、③航空保安施設等の整備、および④

羽田と伊丹等運航回数の多い空港周辺の騒音対

策事業の方針が打ち出された。 
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表１ 各種公租公課徴収開始および値上げの歴史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

出典：㈶日本航空協会「日本の航空100年 航空・宇宙の歩み」より図表化 

 因みに、1976年を初年度とする第三次空港整

備五箇年計画(総事業費9,200億円、同年10月閣

議決定)は第二次五箇年計画を踏襲したもので

あったが、航空機騒音問題が一層深刻になって

いる現実を踏まえて、空港周辺環境対策事業の

推進に重点が置かれた。 

 これら五箇年計画の実施にあたっては、すで

に述べた1970年創設の空港整備特別会計(空整

特会)が極めて重要な財源となった。空整特会の

財源は利用者負担の原則から、羽田空港、伊丹

空港など国が設置管理する空港を離着陸する航

空会社(海外から日本乗入れの外国航空会社も

含む)に課す各種空港使用料と、国内線各社に

課す航空機燃料税、そして国内線旅客に課す通

行税等、いわゆる「公租公課」が充てられた。

空港整備事業の拡大に伴って財源確保のために

「公租公課」が次々と値上げされ、これが日本

航空、全日空、東亜国内航空の 3 社に次第に重

い負担となっていった。この負担が営業収入に

占める割合は、1970年度の11％弱に対して、75

年度には20％を超え、79年度には30％を突破し

た (表 1 )。 

 第一次から第三次にいたる空港整備五箇年計

画の期中に、新東京国際空港(現、成田国際空

港)が1978年 5 月に開港し、関西国際空港のた

めの調査が進められ、東京国際空港(羽田)の沖

合展開について東京都と運輸省との協議が始

まった。定期航空がわが国経済社会の発展に寄

与する重要な国際交通機関という認識が深まる

一方で、需要が集中している首都圏および近畿

圏で空港容量制約が再び顕在化して、大型機の

導入等による輸送力増強もすでに限界に達しつ

つあったことから、いよいよ「三大プロジェク

ト」が緒についたのである。 

 三大プロジェクトの一つ目、「新東京国際空

港」(現成田空港)は諸々の困難を乗り越えて

1978年 5 月20日に開港した。成田空港の運用状

況は、開港前年の77年度の国際旅客数が年間

680万人(羽田)であったのに対して、その後年

平均 6 ％以上の伸びで増加し、開港から 6 年後

の1981年には通算5,000万人(成田)に達した。し

かし、第一期計画の施設がA滑走路 1 本のみの

片肺空港では、年々さらに増大する航空需要に

対応できないという問題がほどなく顕在化する
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ことになる。 

 二つ目、「関西国際空港」の建設計画が進め

られた。大阪国際空港(伊丹)に代って近畿圏に

おける本格的な24時間運用可能な新空港の位置

を、航空審議会は1974年 8 月大阪湾南東部の泉

州沖を最適地とする旨答申した。 

 三つ目は「東京国際空港」沖合展開である。

1978年末、運輸省は、東京都が廃棄物処理場と

している羽田沖埋立地に現空港を移転して、航

空機騒音を軽減し空港容量を増強できるという

検討結果を東京都に提示し、運輸大臣と東京都

知事の間で基本事項について合意確認され、よ

うやく事業が進捗していく。 

 

４． 規制時代から競争の時代へ（1980年～

1990年代） 

 

４．１  大略 

 1979年、エズラ・ヴォーゲルが「ジャパン・

アズ・ナンバーワン」を執筆したように日本の

製造業は70年代に続き黄金の80年代を迎えた。

しかし、わが国の航空輸送需要は、同じ79年に

起こった第二次石油危機による大幅な運賃の値

上げ、そして東北新幹線と上越新幹線の開通、

これに加えて1985年 8 月、日本航空B747型機が

群馬県上野村御巣鷹山で墜落する大事故によっ

て、一時停滞した。 

 第四次(1980～85)および第五次(1986～90)空

港整備五箇年計画において新東京国際空港の整

備、関西国際空港株式会社の設立および東京国

際空港の沖合展開事業のいわゆる三大プロジェ

クトが推進され、地方空港の整備も進められた。

同時に航空機騒音問題は深刻化していった。 

 世界の趨勢を受けて1986年わが国でも航空運

輸産業政策の舵を切り替えた。従前の事業規制

が緩和され、国内線では単独路線による過当競

争回避政策から事業者間競争を促進する複数社

路線政策に改められ、国際線でも複数社参入政

策がとられて日本貨物航空と全日空および日本

エアシステム(東亜国内航空から社名変更)が悲

願の国際線進出を果たした。路線の拡大競争、

運賃の多様化と値下げは利用者利便を大きく向

上させた。 

 その間、バブル経済とプラザ合意による円高

のもと、国内線と国際線の航空需要は急増して

いった。路線数と発着回数が増え、東京と大阪

では空港容量の拡大が急務となった。 

 1994年 9 月関西国際空港が開港し、羽田空港

では、1988年 7 月新A滑走路、97年 3 月新C滑走

路が供用開始して、関西圏と首都圏における空

港混雑問題が一服した。とくに羽田空港に生ま

れた新たな発着枠に、翌98年スカイマークエア

ラインズと北海道国際航空(エア・ドゥ)の新規

航空会社 2 社が参入して、それぞれ羽田－福岡

線、羽田－札幌線を開設した。30数年ぶりの新

規参入である。運輸省は2000年 2 月、航空法を

改正施行し、需給調整規制撤廃を含む規制緩和

政策の総仕上げをした。年間運送実績は国内線

で 9 千万人を突破して 1 億人が、国際線では 2 

千万人が視野に入るようになった。 

 

４．２  規制緩和政策と需要の拡大 

 わが国の航空業界が競争市場に入っていく予

感は、すでに米国で現実のものとなっていた。

カーター政権下で1978年に航空企業規制が撤廃

され、規制を基調としていた同国の国内航空業

界は地殻変動を起し、国際線についても1980年

「国際航空競争法」を成立させて、米国は世界

に向って自由化政策に沿った航空協定の締結と

自国企業の強化に乗り出していった。 

 日米間の航空交渉は1952年の不平等航空協定

締結以来、日本側はその是正を求めて断続的に

協議を続けてきたが、米国の強い対日交渉姿勢

は一貫しており、たとえば1983年時点で太平洋

線を運航する同国企業がパンアメリカン航空以

下、貨物専門のフライング・タイガーを含めて 5 

社に及び、これに対して日本側は日本航空 1 社

と、日米間不平等の格差は広がりをみせていた。 
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 日本側には、日本航空以外に国際線進出を希

望する事業者は潜在しており、成田開港の日程

が1977年に具体化すると、一部の海運会社が航

空貨物輸送に参入の意思を固め、1978年に日本

郵船をはじめとする海運 4 社が全日空とともに

貨物専門会社の日本貨物航空を設立した。しか

し、この動きは日本航空による国際線の一元的

運営という従来の政策枠組みから外れるものと

して申請が預かり状態に止めおかれて、同社に

事業免許が交付されたのはようやく1983年に入 

ってからだった。路線免許はさらに後となる。 

 わが国の航空政策の基本を成していた「45・

47体制」は、国内航空においても国際航空問題

においても実状にそぐわなくなっていた。日本航

空以外の各社が国際線進出を強く希望し、またア

メリカの規制緩和政策下に多数の企業が日本に

進出してくるという状況のなかで、「45・47体

制」を拡大解釈しつつ運営することは次第に難

しくなっていく。 

 1985(昭和60)年 7 月政府は「45・47体制」の

再検討に踏み切り、同年12月 9 日の運輸政策審

議会中間答申を受けて同月17日「45・47体制」

の廃止を閣議決定し、翌86年 6 月の運輸政策審

議会(最終)答申の趣旨に沿って、航空会社間の

競争促進を通じて利用者利便の向上を図る政策

に舵を切ることになった。 

 

（１）国内線 

 競争促進施策は二段階で進められた。 

 第一段階の路線参入について、国内線では、

高需要路線を中心に、複数社が運航できる競争

政策が採られた。ダブルトラック( 2 社路線)・

トリプルトラック( 3 社路線)化への参入基準は

当初、  3 社化基準：年間需要100万人以上、  2 

社化基準：年間需要70万人以上とされた。新政

策に伴って、日本航空は86年 7 月に東京－鹿児

島線に参入した。これは同社がローカル線に参

入した最初であった。同路線にはすでに全日空

と東亜国内航空が運航していたからローカル線

初の 3 社路線の出現である。92年にはさらなる

利用者利便向上のため、年間旅客数水準を、 3 

社化基準：年間需要70万人以上、 2 社化基準：

年間需要40万人以上に引き下げた。96年、   2 回

目の引き下げを行い、 3 社化については35万人

以上、 2 社化については原則20万人以上に引き

下げた。そして、97年 4 月、この基準そのもの

を廃止していく。需給調整規制の廃止である。 

 「45・47体制」下で専ら国内線を運航していた

全日空は、ローカル線の市場開拓にまい進し、

東京(羽田)－鹿児島線のような長距離かつ将来

性の高い準幹線網を育成して圧倒的なシェアを

占めるようになっていた。日本航空は、ナショ

ナル・フラッグ・キャリアとして国際線運航に

経営の重点を置いており、45･ 7 体制下、国内線

における事業範囲は幹線に限定されていたが、

全日空の近距離国際線進出に危機感を持つとこ

ろから、1986年以降、羽田－鹿児島線のほか、

羽田－小松線や羽田－広島線のような準幹線を

手始めに、国内ローカル線に順次進出して全日

空と東亜国内航空との間で激しいシェア争いを

繰りひろげた。 

 その1986年から97年までの10年間の変化をみ

ると、国内線では 3 社路線の数が 2 ％から 9 ％

に、旅客数では28％から52％に拡大した(図 4 )。 

図４ 規制緩和後の路線数・旅客数比較 
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 競争促進施策の第二段階では運賃制度の弾力

化が図られた。国内線で従来採用されていた

「能率的な経営の下における」適正原価に適正

利潤を加えた総括原価方式が、1990年標準原価

方式に代った。路線ごとの原価を事業者の運航

実績から算出して標準原価とし、運賃をその上

下10％以内に収めるものである。これが95年12 

月幅運賃制になった。各路線の運賃について標

準原価を上限とする一定の幅(25％)で包括的に

認可を受け、各社がその幅内で自由に運賃設定

できるというものだ。これに先立つ1994年、航

空法改正によって営業政策的な割引運賃を最大

割引率50％まで届出制に変更しており、96年以

降、幅運賃制と連動して多様化するニーズに対

応した様々な運賃が出現した。これは航空旅客

の支払う平均運賃が大きく低下したということ

であり、その裏返しとして航空事業者のイール

ドも大きく減少させることとなった(図 5 )。薄

利多売への移行は、事業者の経営構造の変革を

厳しく求めていく。 

 航空輸送産業への政策転換点をはさむ1980年

から2000年までの20年間における国内線旅客を

みると、年度ベースで4,042万人から9,287万人

へ年率平均4.4％で増えた。しかし、一様に増加

したのではなく、1980年から85年の需要は横ば

いにとどまっている(図 8 )。需要減退には三つ

の理由が考えられよう。一つは1979年第二次オ

イルショックがもたらした国内景気の沈滞に伴

う個人消費の伸び悩みと、そのさなかの1980年 5 

月と82年  1 月に実施されたそれぞれ23.8％と

13.5％の国内線運賃値上げ(図 6 )。二つ目は82

年 6 月 JR東北新幹線と同年11月上越新幹線の開

通によって東京300km圏内となる羽田－仙台線

と羽田─新潟線の低迷によるそれぞれ85年 6 月

と86年 8 月の路線廃止。三つ目には航空事故で

ある。82年 2 月 9 日の日本航空DC-8-61機の羽

田沖事故(乗客・乗員174名のうち24名死亡、

149名重軽傷。機長による ｢逆噴射｣)、ならびに

85年 8 月12日の同社B747SR機の御巣鷹山事故

(乗客・乗員524 名のうち520 名死亡)によるも

のである。とくに85年の事故は、オイルショッ

クを切り抜けてようやく日本経済の先行きに明

るさが見え始めた矢先であっただけに再び旅客

の航空離れを引き起こし、85年度の国内線航空

図５ 国内線の平均運賃推移（1990年度～2002年度） 
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旅客数は前年度より100万人もの大減少となっ

た。この年は、先進 5 カ国蔵相会議(プラザ合

意)直後の急激な円高に日本経済が即応できず、

景気が一時的に停滞したことも航空需要に冷水

をかけることになった。 

 需要回復に弾みがついたのは、羽田空港の沖

合展開事業の第一弾として新A滑走路(現A滑走

路)が1988年 7 月に供用を開始したことによる。

この空港容量拡大と、1986年からの航空規制緩

和によるダブル・トリプルトラッキング( 1 路

線複数社化)政策がいよいよ推進され、羽田発

着便数と旅客数が急増した。89年 4 月に航空運

賃の一律値下げが実施されたことも需要を底上

げした。この月は消費税 3 ％が導入されている

が、それまで国内線に課された10％の通行税が

廃止となった結果、両税の差額分の値下げ率は

6.4％となった(図 6 )。また、競合する鉄道のグ

リーン車が運賃と合わせた合計額で航空運賃に

近づき、両者間の運賃差がかなり縮小したこと

も奏功した。 

 これらのことが複合して、1989年度の国内線

航空旅客数は前年度比13.6％増を記録。それ以

降2002年までほぼ一直線に増えていく。 

 

（２）国際線 

 国際線においては、全日空が日本航空の領域

に進出した。1986年以降91年までに、日本航空

のみで運航されていた東京－ロサンゼルス、香

港、ソウル、バンコクおよびシンガポール線等

に全日本空輸が進出し、東京－ソウルおよびシ

ンガポール線については、日本エアシステム

（1988年東亜国内航空から社名変更)も参入した。

なお、日本貨物航空は、後述する日米航空交渉

との絡みで、1985年 5 月一足先に成田－サンフ

ランシスコ─ニューヨーク線に進出した。 

 国際航空運賃についても国内線と同じくさま

ざまな改定が行われ、航空事業者の運賃設定自

由度が高まった。詳しくは次節 4. 3 で触れる。 

 同時並行する形で、日本航空の民営化が進め

られた。同社は、特殊法人として独占的ないし

優越的な条件でリスクの少ない経営を行ってき

たが、国際線を運航していく上で、特殊法人と

 

図６ 航空運賃とCPIの推移比較（1964年度～1996年度） 
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しての国の助成を必要としないまでに成長した

ことから、1987年11月、日本航空株式会社法が

廃止され完全民営化した。 

 全日空と東亜国内航空が国際線に参入して競

争時代に入った1980年から2000年までの本邦航

空会社国際線をみると、旅客需要は年度ベース

で493万人から1,954万人へ年率平均 7 ％で増加

して 4 倍となった(図 8 )。この間、1992年と97

年、98年の各年度が対前年度比で微減している

ものの、このマイナスを打ち消す形で、86年か

ら88年はプラザ合意による円高とバブル経済な

らびに95年の関西国際空港開港効果で15％増、

1999年と2000年はITバブルが寄与して10％弱の

増加をみている。 

 国際航空貨物の輸送量は、同20年間に年度

ベースで14億トンキロから72億トンキロへ4.8倍

に増大した。航空貨物の急増にはわが国の製造

業における国際分業体制の進展が大きく影響し

ている。たとえば、80年代においては、日米間

における半導体等の高付加価値製品の輸出と部

品段階での製品の輸入が増加していき、90年代

も後半にはいると「世界の工場」に成長したア

ジア諸国等との間に、生産工程を最適地に水平

分業する物流が進展して航空輸送の利用が一層

拡大していった。 

 

４．３  日米航空協定の不平等是正と地方国際化 

 貨物ばかりでなく旅客も含めた20年間におけ

る航空需要の急増には、日米航空協定改定交渉

の進展により日本側の路線権が拡大されたとい

う背景がある。 

 そもそもわが国が敗戦から脱しきらないうち

に締結した1952(昭和27)年時点の日米航空協定

は、数次の改定を経た後も不平等を数多く引き

ずっていた。日米間におけるこれらの不平等を

是正するために、日米航空交渉が断続的に継続

されていたが、一進一退の繰返しであった。た

とえば、1984年に開始された包括協定改定交渉

において、日本貨物航空の米国乗り入れを要求

した日本に対して、米国側は見返りにフェデラ

ル・エクスプレスの参入を要求してくるという

具合である。本ケースでは、再調整を行った結

果、85年 4 月に、①日本貨物航空の東京－サン

フランシスコ線およびニューヨーク線の週 6 便

の就航、②グアム、サイパン路線の拡大、なら

びに③新規 3 路線開設(うち 1 路線に小口貨物

航空会社の乗入れ可)等を内容とした暫定合意

が成立した。この合意を受けて、日本貨物航空

が85年 5 月より国際線に初進出し、全日空も86

年 3 月に同社初となる国際定期路線の東京－グ

アム線に就航している。 

 1985年暫定合意以後も日本側はより平等な環

境整備を目指した協議を提案し続けた。しかし、

事態は改善せず、膠着状態にあったなか、米国

内において90年夏期事業計画策定を前に新規路

線を求める声が高まったことから米国側が柔軟

性を示し、89年11月に、旅客便について、①双

方企業とも日米間それぞれ 6 路線ずつ追加、②

グアム、サイパン路線の拡張、および③アラス

カ路線の開設。貨物便については、①日本航空

のシカゴ乗入れ、②日本貨物航空のシカゴ、ロ

サンゼルス乗入れ、③ユナイテッド・パーセル

サービス(UPS)の新規参入 1 路線、④フェデラ

ル・エクスプレスに日本国内新規 1 地点追加、

および⑤チャーター便について日本側未使用枠

を米側に使用可能とすること、等を内容とした

暫定合意が成立した。 

 この1989年暫定合意に基づく日本航空の路線

免許申請に対し、米国運輸省が米国企業の反対

を受けて許可を保留したことから、日本側も対

抗措置をとる等再び二国間の不平等問題が顕在

化した。 

 その後さまざまな経緯を経て、貨物分野にお

ける平等化を目的とした日米航空貨物協議が

1996年 3 月に大筋で合意に達した。日本側には、

①日本航空が米国先発企業と同等の権利を得る

こと、および②日本貨物航空の権益の拡大、米

国側には、①後発企業への一定の増便、および
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②新規企業の参入、が認められて、貨物の分野

における日米航空企業間の不平等は大幅に縮小

されたのである。 

 残る旅客分野においては、1996年 6 月より日

米航空旅客協議が開催された。この協議の中で

米国は「オープンスカイ協定」の締結を主張し

てきた。わが国は機会の拡大と競争の促進には

賛成であるものの、米国の主張するオープンス

カイ協定では、米国企業による独占・寡占を招

いて競争が阻害され、不平等がさらに拡大する

と反対して粘り強く交渉を進めて、98年 1 月に

大筋で合意に達し、 3 月最終合意文書に署名し

た。合意内容は、①従来日本側 1 社、米国側 3 

社だった先発企業(路線および便数を自由に設

定できる企業)の数を双方 3 社ずつ、②日本側

企業に一方的に課せられていた以遠権行使の制

限撤廃、の 2 点である。ここに日米の航空企業

間に存在した参入企業数および路線権益の両面

にわたる不平等は完全に解消されるに至った。 

 米国以外の国際航空ネットワークも発展をみ

た。1978年南米線開設、1980年ニュージーラン

ド線やフィジー線開設。石油危機以後プラント

建設などで往来が増大した中東路線も相次いで

開設された。1985年の日ソ間合意により、翌86年 

4 月からはシベリア上空通過による欧州行き直

行便の運航が可能となった。これによって東京

－ロンドン間(東行きベース)の所要時間が約11

時間半となり、それまでのアンカレッジ経由便

(約16時間)、モスクワ経由便(約13時間)にとっ

て代わっていく。79年からはアジア各地にも新

路線が活発に開設された。 

 これら旺盛な国際線需要に成田空港、そして

伊丹空港のような第一種空港では空港容量上限

に達して、国際需要があっても思うように供給

量を増やすことができない現状がおきてきた。

これに対し、地方空港では空港容量制約がない。 

 不足する第一種空港の国際発着枠を尻目に、

「地元から海外へ」と地方空港を抱える自治体

の首長が海外路線を自らの空港に誘致すること

が起こり始め、運輸省もこれを支援したことか

ら、地方空港の国際化が一挙に進展した。この

動きを加速したのが「テンミリオン計画」であ

る。テンミリオン計画とは、日本が抱える巨額

の対米貿易黒字を輸入の促進とドル減らしの目

的で日本人が海外で外貨を費消することを推奨

した政策であり、1986年、運輸省が提唱した日

本人海外渡航者数倍増プランである。本計画は

当時の時代要請にうまく合致し、渡航者数は倍

増目標を 1 年前倒しの90年に 1 千万人超を達成

した。まだ国際化が本格化していなかった地方

空港から数多く組まれたプログラムチャーター

も少しく貢献した。 

 日本人の海外渡航が増えるのと軌を一にして、

外国人の日本訪問者数も大きく伸びた。 

 運輸政策審議会は運輸省の諮問に1991年 6 月

「今後の国際航空政策のあり方」を答申した。

主な内容は、一つは地方空港発の国際直行便の

促進および相手国企業の一方乗入れの容認、二

つ目は国際線に新エコノミークラス運賃の導入、

ゾーン運賃の導入、国際旅客の国内乗り継ぎ運

賃のアドオン化、三つ目は国際線チャーターの

拡大である。つまり、この時点で国の航空政策

が変化し、それまでの二国間航空協定による航

空会社相互乗り入れから、海外航空会社による

日本への一方乗入れが始まる。こうした流れの

なかで、98年度には、17の地方空港から世界51

都市へ向けて国際定期便が運航され、年間の国

際航空旅客数および国際チャーター便数は89年

度の 2 倍以上に伸びた。 

 1990年代前半までは本邦航空会社が地方空港

に国際便を開設する動きが活発であったが、90

年代後半に入って潮目が変わった。規制緩和策

によって航空事業者が路線拡大と経営拡大に走

る時期が一巡すると、一転経営の効率性が追求

されるようになる。需要が少ないために利潤が

低く、機材繰りが悪い地方路線を本邦航空会社

は次第に忌避し始め、地方空港から撤退して成

田空港や関西空港などへ経営資源を集中してい
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くようになったのである。 

 21世紀になると、おもに近隣アジア諸国の航

空会社が、地方空港における本邦航空会社の後

釜を担っていく。 

 

４．４  空港三大プロジェクトの推進と新規参入 

 1970年代に空港周辺環境対策事業の推進、航

空保安施設等の整備、新東京国際空港(成田)の

整備、一般空港の整備が進められ、航空需要が

飛躍的に増大し、80年代に入って以降も長期的

に需要が伸びていくことが充分に予想されるな

か、需要が集中している首都圏および近畿圏で

は供給が需要を制約している状態になりつつ

あった。 

 そこで、1981年度を初年度とする第四次空港

整備五箇年計画を手始めに86年第五次、91年第

六次において、新東京国際空港の整備、東京国

際空港の沖合展開、関西国際空港建設計画の

「三大プロジェクト」が推進された。 

 三大プロジェクトのうち一つ目の新東京国際

空港(成田)では、残るB、C滑走路建設に向けて

地元との話合いが続けられていく。プロジェク

ト二つ目の1978年以降国内線専用となった東京

国際空港(羽田)では、すでに前節で述べたよう

に、東京都が廃棄物処理場としている羽田沖埋

立地を活用し、現空港を沖合に展開する基本事

項について、81年 8 月運輸大臣と都知事の間で

合意確認がなされ、83年基本計画決定、84年 1 

月工事着工、88年 7 月 2 日に新A滑走路が供用

開始になった。 

 三大プロジェクトの三つ目、関西国際空港は

わが国第二の国際ハブ空港として大阪湾南東部

の泉州沖における建設計画が緒に就いた。陸地

から 5 kmの海上に大規模な土地を造成する事業

は、多額の資金を必要とする。民間活力の導入

を提言した臨時行政調査会答申の趣旨等にかん

がみ、事業主体として国、地方公共団体および

民間が一体となった株式会社方式が採用される

ことになり、「関西国際空港株式会社」が設立

された。1994年 9 月 4 日、滑走路長3500m、空

港敷地面積約511haのわが国初の本格的24時間

空港が開港し、大阪国際空港(伊丹)から年間   2 

万回強の国際線が全面移転した。 

 1996年12月、2000年度までの 5 年間を計画期

間とする第七次空港整備五箇年計画(投資規模 3 

兆6,000億円、閣議決定)は過去数次の空港整備

計画と同様に、航空ネットワークの要となる大

都市圏における拠点空港の整備を最優先課題と

した。すなわち、新東京国際空港(成田)の整備、

東京国際空港(羽田)の沖合展開、関西国際空港

の 2 期事業の三大プロジェクトであるが、これ

に中部圏における新たな拠点空港建設の調査検

討が仲間入りした。しかしわが国財政は、バブ

ル経済崩壊後の1990年代半ば以降「失われた10

年」と呼称されるほどに厳しい状況に変容して

おり、公共事業投資規模の実質的な縮減を図る

ため、97年   6 月「財政構造改革の推進につい

て」が閣議決定され、さらに同年12月に「財政

構造改革の推進に関する特別措置法」が公布・

施行されたのを受けて、同月の閣議決定により、

空港整備五箇年計画は総事業費を変更せずに計

画期間を 2 年延長し、96年度から02年度までを

計画期間とする七箇年計画に改定された。 

 第七次空港整備五箇年計画のもとで沖合展開

事業が進められた羽田で1997年 3 月、新C滑走

路(現C滑走路)が完成した。1988年 7 月の新A滑

走(現A滑走路)供用開始時点で羽田の年間発着

回数は18万回に拡張され、1991年 7 月の運用時

間06:00～23:00への拡大で年間発着回数が21万

回まで可能となっていたが、97年 3 月にC滑走

路が供用開始し、同年 7 月に24時間運用となる

と発着回数は24万回まで引上げ可能となった。

この時点で増加できる発着枠は年間約 3 万回、  

 1 日当たり40便分であった。 

 供給量の拡大が需要の伸びに追い着かない羽

田空港にとって、この新たな発着枠は極めて希

少であることは論を俟たない。その配分につい

て、1996年11月運輸省航空局に「羽田空港の新
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規発着枠の配分基準懇談会」が設けられ、有識

者が公開の場で配分の議論を重ねた。配分基準

懇談会では利用者利便の向上につながる競争の

一層の促進という観点から、97年 3 月に航空会

社の自由な路線設定を可能とする「自由枠」の

設定とともに、新規会社用の枠( 6 便分)を新た

に設定し、これを97年 7 月に20便を、98年 4 月

には残り20便の配分を実施した。 

 羽田の発着枠増分を競争促進策に活用させよ

うとする行政の動きに呼応して、新たに国内定

期路線等を開設しようとする新規航空会社 6 社

が名乗りをあげた。これらの新規航空会社の中

から、スカイマークエアラインズに対して、東

京─福岡間に係る新規の定期航空運送事業の免

許を1998年 7 月に交付し、同社は同年 9 月に就

航した。これは、当時の既存大手 3 社の関連会

社を別にすれば、1963(昭和38)年 8 月の長崎航

空への定期航空運送事業免許交付(64年 3 月運

航開始)以来、定期航空運送事業としては実に

35年ぶりの免許交付(34年ぶりの新規参入)で

あった。また、北海道国際航空(エア・ドゥ)に

対しては、東京－札幌間の路線に係る新規航空

運送事業の免許を98年10月に交付し、同社は12

月より運航を開始した。 

 この新規 2 社は運航開始にあたり、既存 3 社

より大幅に低い運賃を設定し(スカイマークエ

アラインズは既存  3 社の半額、エア・ドゥは

36％引き)、機内サービスの簡略化や航空機整

備業務や空港カウンター業務の一部委託等の経

営努力を行った。誰でもいつでも低運賃を利用

できるという運賃戦略が利用者の人気を集め、

当初は80％前後の高い座席利用率で推移した。当

該路線の利用者数、利用率とも前年同月比で減

少した既存大手 3 社は、新規 2 社の便の前後便

だけを対象とした特定便割引やマイレージサー

ビスの拡充等を行い、1999年 3 月には特定割引

の対象便数を拡大するなどして対抗した。これ

が世間から「新規潰し」と批判を浴びた。 

 ともあれ、こうした航空会社間に巻き起こっ

た競争は消費者に大きな恩恵をもたらした。当

該路線における平均航空運賃の引下げ、 1 日当

たりの便数増、そして就航会社数が増えたこと

によって利用者の選択肢を拡げ利便性を著しく

向上させたからである。東京－福岡間、東京－

札幌間の旅客数は増加し、1997年から98年にか

けてアジア通貨危機による国際線の航空需要が

低迷するなか、国内線では逆に需要全体を押し

上げる効果を果した。 

 

５． 自由化と新しい試練（2000年代） 

 

５．１  大略 

 わが国経済は90年代当初のバブル経済崩壊と

それに続く「失われた10年」に見舞われ、本邦

航空業界にも不振が及んだ。国内旅客数 1 億人、

本邦社国際旅客数 2 千万人の達成を目前に(外

国社を含めれば 5 千万人超)、明けた21世紀最

初の10年は残念ながら足踏み状態にあり、世界

に占める航空力順位も下げている(図 7 )。 

 2001年の「9・11米国同時多発テロ」や2003

年のイラク戦争、アジアにおいては重症急性呼

吸器症候群(SARS)禍、2005年以降の原油高騰に

よる航空燃油費の乱高下、さらには2007年夏に

始まった米国サブプライム・ローンに端を発す

る世界同時不況の発生と翌08年 7 月の燃油費の

歴史的高騰、そして同年 9 月リーマンショック、

2009年末からの新型インフルエンザ禍など、地

球規模で不安な事象が頻発し、わが国はとりわ

け航空需要の減退に見舞われた。そのなか、経

営危機に陥った日本航空は、2010年 1 月会社更

生法の適用申請を行い、企業再生支援機構の支

援を受けて再建中だったが、2011年 3 月に発生

した東日本大震災と福島第一原発事故は、わが

国の航空業界全体に深い痛手を与えている。 

 首都圏、関西圏、中部圏の三大都市圏の空港

インフラは一応の完成をみた。羽田空港では、  

 4 本目のD滑走路が2010年10月に供用開始し、

国際線を含めて10数万回増が可能となった。ま
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た成田空港では、 2 本の滑走路を活用した同時

平行離陸方式の導入が地元の同意を得て、 8 万

回増が可能になっている。近畿阪神地方では、

2005年 2 月中部国際空港が開港し、2007年 8 月

には関西国際空港の 2 本目滑走路が供用開始し

た。これをもってわが国拠点空港の整備はほぼ

終了となり、空港政策は転換期を迎えた。2008

年空港整備法が改正されて空港法が制定施行さ

れ、「整備から運営」にシフトしている。 

 首都圏空港における容量拡充の動きに合わせ

て、世界的なオープンスカイ進展に遅ればせな

がら、わが国の航空自由化(オープンスカイ)へ

の動きも加速している。国際航空市場では、複

数の国際航空連合(グローバル・アライアンス)

を軸とする企業群経営戦略が深化するとともに、

低コスト航空会社(LCC)の進出によって競争の

時代を迎えているなか、本邦航空会社は好むと

好まざるを問わず、すでに新しい国際競争の世

界に引き込まれており、これまでに経験したこ

とのない厳しい経営の舵取りを迫られている。 

 

５．２  航空法改正と定期航空運送事業者 

 2001年 1 月、北海道開発庁、国土庁、運輸省、

建設省の旧 4 省庁が統合し「国土交通省」が発

足した。その 3 月に終了する計画だった第七次

空港整備五箇年計画は、すでに述べたように総

事業費を変更せずに計画期間を  2 年延長して

2002年度までを計画期間とする七箇年計画に改

定された。その後空港整備計画は社会資本整備

重点計画法により、2003年10月社会資本整備重

点計画の事業分野別のひとつ「空港整備事業」

に組み込まれ、2007年度までの 5 年間を計画期

間とする社会資本整備重点計画となり、現在は

2012年度までの計画期間中である。 

 旧運輸省の時代であった2000年、新しい航空

法が施行された。大きな改定ポイントのひとつ

が、旧航空法の下での事業免許制が許可制に改

められた点。それまで路線ごとに与えられてい

た免許制は廃止になった。各路線に何便を設定

するかという事業計画も認可対象だったが、新

しい航空法の下で、定期航空運送事業の許可を

受けた者は原則として自らの判断に基づいて路 

図７ 世界における日本の航空力変遷(1983年～2009年) 

 

出典：ICAO、Annual Report of the Council 

 注 ：有償トンキロ（定期輸送／国際線・国内線合計）による。 

  ：中国には、香港、マカオを含まない 



 － 98 －

 

 

 

表２ 民間航空会社の系譜（概要）1951 年～2011 年 
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出典：日本航空協会「日本の航空 100 年 航空・宇宙の歩み」より加筆 



 － 100 －

線と便数を自由に決定できるようになったので

ある。事実上発効していた需給調整規制廃止が

明確に法制化されたのだ。 

 そして、もうひとつの改定ポイントは、混雑

空港に関する新制度である。航空法第107条の 3 

(混雑飛行場に係る特例)および航空法施行規則

第219条の 2 において、羽田、成田、伊丹、関西

の 4 つを混雑空港に指定し、当該空港の発着枠

使用を 5 年ごとの許可制にした点。旧航空法で

は、新規路線が国から免許を得ると自動的に当

該空港における発着枠付与と解釈されてきたた

めに、  4 空港の発着枠は路線免許の付帯物とし

て既存事業者に既得権益化しており、それは羽

田空港において突出していた。そうした状況の

下では、発着枠に余裕がない限り、混雑空港に

新規会社は参入できない。限られた発着枠の既

得権益化を防ぐべく新航空法において発着枠使

用が 5 年毎の大臣許可とされた。この法改正は、

新規参入を確保し、事業者間競争を一層促進す

るとともに、ミニマム・ネットワークを確保し

て国内航空網を効率的に維持・形成して、利用

者利便を向上することを期待するものである。 

 羽田空港では1997年の新C滑走路(現C滑走路)

供用に伴う発着枠配分後、2000年に新B滑走路

(現B滑走路)供用に伴う増枠、2002年に中華航

空の成田移転後枠、ならびに日本航空と日本エ

アシステム統合に伴う返還枠など、2003年まで

に合計123便の増枠が図られ、その 3 分の 1 強の

47便が新規事業者のための優先枠となった。 

 2000年の航空法改正後はじめての更新となる

2005(平成17)年の混雑空港の許可に先立ち、と

くに羽田空港の発着枠の配分見直しについては

外部有識者による「当面の羽田空港の望ましい

利用のあり方に関する懇談会」において検討さ

れ、04(平成16)年 9 月、日本航空グループから

22枠、全日空グループから18枠、合計40枠を回

収し、20枠を新規事業者に、残り20枠を日本航

空に11枠、全日空に 9 枠を再配分することが決

定された。 

 その 5 年後が2010(平成22)年については羽田

再拡張事業完成に伴い、2011年春までに国内線

約2.7万回分( 1 日37便)が増枠され、スカイマー

ク(2006年、スカイマークエアラインズから社

名変更)、エア・ドゥ、スカイネットアジア航

空とスターフライヤーの新規事業者 4 社へ手厚

く配分される。 

 2000年航空法改定で触れなければならないポ

イントのもうひとつは、それまで地域航空とか

コミューター航空と俗称されていた不定期航空

運送事業者という範疇がなくなり、すべて国内

定期航空運送事業者となったことである。なが

く定期航空 8 社といわれた1990年代から、2000

年を境に新規参入事業者が相次ぎ、一時は30社

近くまで増えた定期航空運送事業者は、2011年

現在、25社程度にまで減少している(表 2 )。 

 事業者数の増減とともに、路線数も2005年に

最多の約350路線に達した以降は減少傾向にあ

る。その背景には、90年代後期以降、規制緩和

政策が一巡すると、航空会社はそれまでの「参

入の自由」によるシェア拡大競争から、事業採

算を重視する「選択と集中」経営姿勢にシフト

し、一転「撤退の自由」を行使し始めたからで

ある。すなわち、採算性の低い路線から撤退す

る一方で、それら機材を高需要路線の便数増に

回して、収益増と利用者利便の向上を図るよう

になっているのである。とくに、需要が少ない

地方空港間を結ぶローカル路線では、中小の航

空会社が、路線需要により
．．

適した機材小型化で

経営の効率化努力を続けているものの、高速道

路や JR 新幹線などの攻勢を受けて苦戦してお

り、事業者の経営難から路線の運休・廃止の憂

き目に遭っている地方は少なくない。 

 

５．３  空港法制定と「整備から運営へ」 

 2008年6月、空港整備法に替わる空港法が制

定された。それまでの空港整備法に基づく空港

の種別が見直され、空港政策の重点が整備から

運営にシフトすることとなった。 
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 わが国では現在98の空港が整備されている

(表 3 ）。これらは空港法に基づき空港の機能や

管理者に応じて種別されており、拠点空港が28、

地方管理空港が54、その他の空港（自衛隊等と

の共用空港やコミューター空港等）が16存在す

る(表 3 )。このうち、拠点空港については成田

等の空港会社管理空港が 3 、羽田や伊丹等の国

管理空港が20、地方自治体が管理する特定地方

管理空港が 5 である。また54ある地方管理空港

のうち34が離島空港に位置する。 

 ここで空港建設整備の歴史を少し繰り返した

い。戦後の航空禁止と混乱の時代を経て、1956

年に空港整備法が制定され、公共の飛行場を

「空港」と位置付け、国際航空路線に必要な空

港を第 1 種空港、主要な国内航空路線に必要な

空港を第 2 種空港(うち国が設置管理するもの

は第 2 種 A、国が設置し地方公共団体が管理す

るものは第 2 種B)、地方的な航空輸送を確保す

るために必要な空港を第 3 種空港と区分し、種

別ごとに整備費の負担割合等を設定した。なお、

2008年の空港法制定による空港の新たな種別は、

基本的に第 1 種と第 2 種 A・第 2 種Bが「拠点

空港」、第 3 種が「地方管理空港」に移行した

と考えてよい。 

 建設の進捗状況は表 4 に示すように、1966年

度までに全国で52の空港が所在しており、その

後建設された空港の大半は離島空港である。こ

のため、主だった空港はこの時点で概ね形成さ

れていたと言えるが、60年代に航空機のジェッ

ト化が急速に発展すると、その対応を余儀なく

された。当時の地方空港は基本的に1200mの滑

走路長しかなく、ジェット機離着陸に必要な

2000～3000mの滑走路を確保するために拡張や

移設が必要だった。こうした整備を実現するた

めに、1967年度から2002年度まで 7 次にわたっ

て空港整備五箇年計画(第 7 次は七箇年計画)が 

 

表３ 空港の種別 
（2011 年 3 月末現在） 

 空港会社管理 国管理 地方自治体管理 

拠点空港 

（28） 

成田・関空・

中部（計3） 

羽田・伊丹・新千歳・稚内・釧路・函

館・仙台・新潟・広島・高松・松山・高

知・福岡・北九州・長崎・熊本・大分・

宮崎・鹿児島・那覇（計20） 

旭川・帯広・秋田・山形・山口 

宇部（計5） 

地方管理空港 

（54） 
  

中標津・紋別・女満別・青森・

大館能代・花巻・庄内・福島・

静岡・富山・能登・福井・松

本・神戸・南紀白浜・鳥取・出

雲・石見・岡山・佐賀（計20） 

 

＜離島空港＞ 

利尻・礼文・奥尻・大島・新

島・神津島・三宅島・八丈島・

佐渡・隠岐・対馬・小値島・福

江・上五島・壱岐・種子島・屋

久島・奄美・喜界・徳之島・冲

永良部・与論・粟国・久米島・

慶良間・南大東・北大東・伊江

島・宮古・下地島・多良間・石

垣・波照間・与那国（計34） 

その他の空港 

（16） 
 

札幌・千歳・茨城(百里)・小松・美保・

徳島・三沢・八尾（計8） 

調布・名古屋・但馬・広島西・

岡南・大分県央・枕崎・天草

（計8） 

合計（98） 3 28 67 

出典：国土交通省航空局資料 
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表４ 空港数の推移 

（2011 年 3 月末現在） 

 拠点空港 
地方管理空港 

（うち枠内は離島空港） 
その他の空港 計 

第１次空整以前 

（1966年度以前） 

23 羽田・伊丹・福岡・高

知・宮崎・高松・長

崎・松山・大分・仙

台・新潟・鹿児島・稚

内・熊本・広島・北九

州・釧路・函館・秋田

(※)・山形(※)・帯広

(※)・山口宇部(※)・

旭川(※) 

20 鳥取・女満別・岡山・花

巻・富山・青森・松本・

中標津・福井・出雲・紋

別 

9 名古屋(※)・三

沢・千歳・小松・

調布・美保・八

尾・札幌・徳島 

52 

9 利尻・八丈島・種子

島・福江・屋久島・

大島・奄美・三宅

島・壱岐 

第１次空整 

（1967～70年度） 

0  4 南紀白浜 1 弟子屈 5 

3 隠岐・喜界・沖永良

部 

第２次空整 

（1971～75年度） 

1 那覇・(鹿児島)・ 

(大分)・(熊本) 

12  

 

0  13 

12 佐渡・徳之島・久米

島・南大東・宮古・

石垣・与那国・多良

間・波照間・奥尻・

対馬・伊江島 

第３次空整 

（1976～80年度） 

1 成田 5  0  6 

5 与論・礼文・粟国・

北大東・下地島 

 

第４次空整 

（1981～1985年度） 

0 （秋田)・(帯広) 2 （女満別) 0  2 

2 上五島・小値賀 

第５次空整 

（1986～90年度） 

1 新千歳・(高松) 1 <岡山>・(青森) 2 岡南・枕崎 4 

1 新島・(奄美) 

第６次空整 

（1991～95年度） 

1 関西・<広島> 5 福島・庄内・石見 2 広島西・但馬 8 

2 神津島・慶良間 

第７次空整 

（1996～2002年度） 

0  2 大館能代・佐賀・(紋

別)・(南紀白浜) 

2 大分県央・天草 4 

0 （南大東） 

社会資本整備① 

（2003～07年度） 

1 中部・(北九州) 2 能登・神戸 0  3 

0 (種子島 )・ (多良

間)・(壱岐) 

社会資本整備② 

（2008年度～） 

0  1 静岡 0 

(-1＋1)

（弟子屈：平成21

年9月24日廃止）・

茨城 

1 

0  

合計 28 54  16 98 

34 

注 

 1）供用後に港格の変更があった空港（※）については、現在の港格に基づいて記載 

 2）下線は、1972 年の沖縄返還に伴い日本に返還されたもの 

 3）（ ）の 16 空港及び< >の 2 空港は、ジェット化等に伴い移設されたものであり、外数 

    <岡山>、<広島>については、新空港の供用後に旧空港（岡南，広島西）がその他の空港として存続 
 

出典：国土交通省航空局資料 
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策定され、2003年度以降は社会資本整備重点計

画に継承されている。 

 すでに述べたとおり、空港整備の財源を確保

するために1970年に空港整備特別会計（空整特

会）が設立されたが、財源は一般会計からの繰

入金や航空会社が支払う空港使用料ならびに財

政投融資等の借入金等に求める一方、支出は空

港の新設・整備、改良、災害復旧、維持管理、

騒音対策、保安業務等に充てられてきた。この

仕組みが、後年「100にも達する空港の乱立を招

いた」と厳しい批判を浴びるとともに、空港使

用料や航空機燃料税等の公租公課を負担してき

た航空会社からは「本邦航空会社の国際競争力

を殺いできた元凶」と非難の対象になっていく

のだが、独自の財源が確保されたことで、航空

管制システムや空港機能の高質化等を含む空港

整備が飛躍的に進んだことは間違いない。空整

特会の基本的な枠組みは、特別会計全体の見直

しが行われた結果、2008年社会資本整備特別会

計の空港整備勘定に移行して現在まで存続して

いる。ただし、空港整備勘定の金額規模は毎年

縮小している。 

 空港法第 3 条第 1 項に基づき策定された「空

港の設置及び管理に関する基本方針」(2008年 6 

月)において、「空港整備は配置的側面から見れ

ば概成したものと考えられる。(中略)空港政策

の重点が「整備」から「運営」にシフトし既存

ストックを最大限活用することを基本とする

（後略）」として明確に政策転換を謳っている。

こうした政策転換に伴い、今後は既存の空港を

いかに効率的に運用するかが重要な課題として

残されている。 

 

５．４  羽田オープンスカイと航空機技術革新 

 羽田沖合展開事業では、2000年 3 月に予定事

業最後の新 B滑走路(現 B滑走路)が供用開始し

た。ところが、本事業が進められた90年代にお

いて、羽田空港の需要は計画を上回って伸び、

そのまま増大が続けば、いずれ再び容量限界に

達することが予想された。2000年 9 月に設置さ

れた「首都圏第三空港調査検討会」は、新たな

空港建設候補地について検討を開始し、翌01年  

 7 月羽田再拡張を決定すると、2001年12月国土

交通省は新滑走路 4 本目の位置を空港南側海上

に B滑走路と平行に建設することを確定した。

これによって年間発着能力が当時の年間27.5万

回から40.7万回に増強できることが公表された。 

 大幅に増える発着枠のうち約 3 万回について、

2002年 6 月に閣議決定された「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針2002」において「財

源について関係府省で見通しをつけた上で、国

土交通省は羽田空港を再拡張し、2000年代後半

までに国際定期便の就航を図る」ことが明記さ

れた。2004年 3 月に成立した2004年度予算に本

事業化予算が計上され、その後東京都と千葉県

から埋立承認を得て、2007年 3 月に工事が着工

された。 

  4 本目D滑走路の事業費約6,900億円は、先の

「基本方針2002」に基づいて、 2 割程度を地方

公共団体が無利子貸付、残る事業費を国費と財

投を概ね 5：3 の比率で調達するという新たな

財源スキームが採用された。また、国際線地区

のターミナル、エプロン等整備事業費約2,000億

円は民間資金活用 (Private Finance Initiative: 

PFI)方式を導入して行うこととされ、05年から

翌年にかけて滑走路工事、国際線PFIに係る民

間事業者の入札が行われた。 

 工事の槌音が羽田沖合に響き始めた2007年 5 

月、安倍晋三内閣はアジア・ゲートウェイ構想

においてアジア・オープンスカイ政策を発表し、

同年末わが国の空港は、羽田と成田の両空港を

除いて原則自由化された。翌08年 5 月、福田康

夫内閣の冬柴国交大臣は「首都圏空港における

国際航空機能拡充プラン」通称「冬柴プラン」

を発表した。それは、2010年10月羽田拡張事業

完了時に、深夜早朝時間帯の 3 万回を含めて国

際定期便を 6 万回に倍増するとともに、同年 3 

月平行滑走路が延伸される成田空港で国際定期
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便を 2 万回増とし、これらを合わせて首都圏で

国際線を合計 8 万回増にするという内容である。

2009年鳩山由紀夫内閣は羽田空港と成田空港の

内際分離政策見直しと羽田24時間国際拠点空港

化を進めた。 

 首都圏の国際線 8 万回増のための二国間航空

交渉が進められた結果、成田空港では2010年 3 

月の夏ダイヤから新設路線と増便が実現してお

り、羽田空港においては2010年10月の冬ダイヤ

から国際定期便が昼夜それぞれに 1 日40往復便

の国際定期便が昼間時間帯にはアジア近隣国を

中心に、深夜早朝時間帯には米欧線の長距離路

線も含め運航開始している。ここで特筆すべき

は、日米間でオープンスカイ協定が2010年10月

に調印され、米国航空会社が乗り入れているこ

とである。長い間両国間で懸案だったオープン

スカイ協定が決着できたのは、今世紀に入って

首都圏空港の容量制約問題に対する強い危機感

が官民で共有され、幾多の困難に真正面から取

組まれてきた成果の現れであろう。 

 首都圏空港の国際航空機能拡充という航空の

インフラ整備が一応の完成をみて、50数年続い

た空港政策が転換したのは前節で触れた通りで

ある。これに続いて、つぎに期待されるのは本

邦航空会社各社の高コスト体質からの脱却であ

り、国際競争力の強化である。後段で改めて述

べたい。 

 羽田空港では本格的な国際便の運航に対応す

べく、 C滑走路の360m延伸が2009年に決定され

て2014年には3360mとなる予定である。深夜早

朝帯に就航する米欧などへの一部長距離路線に

対応するためである。エアバス社超大型機A380

の登場にみるように、1990年代の後半から航空

機の世界は技術革新と高まる地球環境保全の流

れを受けて、ハイテク機の開発が進められてお

り、21世紀に入って大きな変化をみせている。

90年代を席捲していたボーイング社はエアバス

社から挑戦を受けて、B747型機の後継機として

B777を世に送り出しており、全日空がB767型機

の後継機としてローンチカスタマーとなった

B787を同社が2011年に路線投入できるよう最終

段階に入っている。 

 航空機の変化はそればかりではない。世界で

リージョナルジェット機(100席以下)が広く運

航されるようになっている。わが国でも従来

B737が投入されていた路線に、より座席数が少

なく、より小型で、より低騒音のリージョナル

ジェット機がとって代わり始めている。利用者

の嗜好多様化の波と、厳しい経営環境にある航空

会社の経営戦略から、路線需要に相応しい機体

小型化が進んでいるからだ。発着容量の制約か

ら長く100席以下の航空機乗り入れを制限して

きた羽田空港でも2010年10月からリージョナル

ジェット機を受け容れる態勢になった。「乗り

たいときに乗れる」多頻度運航が利用者から評

価される時代に入って、日本の空にCRJやERJと

いったリージョナルジェット機に加えて、三菱

航空機(株)も2014年の仲間入りを目指して三菱

リージョナルジェット機(MRJ)を開発中である。 

 米ソ冷戦構造の世界から多極構造の世界に移

り、軍用機の需要が従来ほど見込めない航空機

製造業界では、防衛省が開発中で川崎重工業

(株)が主契約者として製造している次期輸送機

XC-2と次期固定翼哨戒機XP-1、ならびにすでに

運用中で新明和工業(株)が主契約者として製造

している救難飛行艇US-2について民間転用とい

う動きも見逃せない。 

 

５．５  株式会社の３国際空港と21世紀航空不況 

 成田空港では、完全空港化に反対する過激派

等の妨害から、当初計画の半分に過ぎない供用

面積に滑走路 1 本の運用を強いられていたが、

1990年代に入って運輸大臣と一部反対同盟農民

との間に話し合いの機運が生まれた。 5 名の学

識経験者からなる調査団(隅谷調査団)主催のも

と、運輸省、新東京国際空港公団、千葉県及び

反対同盟が参加する1990年11月の第一回「成田

空港問題シンポジウム」を皮切りに、「成田空
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港問題円卓会議」で相互に対等の立場で空港と

地域との共生の道を話し合い、ついに94年10月、

成田をめぐる対立構造が基本的に解消した。そ

の結論を受けて、同94年12月「成田空港地域共

生委員会」(山本雄二郎代表委員)が設置され、

96年 7 月、空港公団は本社を東京から成田に移

して地元に入り込み、平行 B滑走路2500mの建

設合意を得るまでに漕ぎ着けたが、関係全地権

者から理解を得ることが叶わず、2000年度完成

の目標を断念せざるをえなかった。しかし、首

都圏の国際空港容量の拡大は国民的な緊急課題

であり、国際的な責務である。 

 2002年 5 月31日から 6 月30日まで、韓国と日

本で共同開催される2002年日韓共同W杯サッ

カー大会(第17回 FIFA ワールドカップ)が予定

されていた。それに間に合うように成田空港の

平行滑走路を暫定的措置として完成済施設の一

部と空港公団の取得済み用地を活用した2180m

の平行滑走路建設に方針変更し、2002年 4 月18

日、暫定平行滑走路として供用開始した。成田

空港の容量増強を機に、これまで手薄だった国

内線が増便され、フェアリンク(現アイベック

スエアラインズ)、中日本エアラインサービス

(現エアーセントラル)、J-Airも100席以下の小

型機による乗り入れを開始した。 

 2003年 7 月、成田国際空港株式会社法が公布

され、翌年 4 月全額国出資の特殊会社となると

ともに会社も空港も「新東京国際空港」から

「成田国際空港」に改称した。その新会社の主

導で地元との用地交渉を進めて暫定滑走路の

「北伸」工事に着工し、09年10月2500mの平行滑

走路が供用開始した。2001年度まで長く年間13

万回で頭打ちだった利用実績は、暫定滑走路供

用の02年度以降順次拡充され、2010年現在22万

回にまで増えているのは前述のとおりである。  

 2 本の滑走路を活用した同時平行離着陸方式が

地元の同意を得て実施の方向にあり、これが実

現すれば、さらに 8 万回増の年間30万回が2014

年度までに実現する見通しである。 

 21世紀に入って同空港の旅客数は国内線が

130万人台に、国際線が3,100万人に増加した。

しかし、連続して発生した政治的・経済社会的

事象によって、利用実績は2007年度をピークに

伸び悩んでおり、韓国のソウル・仁川空港、中

国の北京首都空港や上海・浦東空港に追随を許

しているのが実情である。 

 関西国際空港も成田空港と同様に、当初は滑

走路一本で1994年 9 月供用開始したが、本格的

な国際ハブ空港としての完成が急がれ、1995年

12月の次年度予算政府原案で関空 2 期事業着手

が決まった。07年 8 月第 2 滑走路4000mが供用

開始、わが国初の完全24時間運用の国際拠点空

港が誕生したものの、同社の経営は順調とは言

えない。年間発着回数が2000年度の12.4万回を

ピークに海外航空会社による減便・休止が相次

ぎ、遠く高額なアクセス料金も禍いして国内線

利用者数も伸びなかったことが原因であった。

先に述べたように、90年代後半から路線収支を

重視するようになった本邦航空会社は、国内線

で伊丹回帰をし、国際線においても経営資源の

「選択と集中」を励行して不採算路線からの撤

退に走ったことも影響した。近隣アジア諸国に

おいて使用料格安の巨大国際ハブ空港が続々開

港したことも事態を一層悪化させた。 

 関西国際空港会社は国際線着陸料を割引きし

て内外航空会社の繋ぎ止めを図ったが、政府に

おいても2005年から伊丹空港にエンジン 3 発以

上の多発機乗入れを禁止する措置などで航空会

社と国内線旅客の関空誘導策を講じた。しかし、

関西空港の国内線は開港後の1996年度の830万人

をピークに、国際線は2000年度の1,285万人を

ピークに減少傾向に歯止めがかかっていない。 

 国内線専用になった伊丹空港では、アクセス

の良さから国内路線が年々増えていき、2004年

度には関空開港以前の発着回数13万回超に戻っ

た。裏返せば、関西空港の国内線は市場の支持

を得られず、同じ阪神地区に2006年 2 月神戸空

港が開港して需要が分散したことも影響してい
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ることは間違いない。 

 日本三大都市圏のひとつ、中部圏には滑走路  

 1 本の名古屋空港があった。ここでも航空需要

が21世紀初頭に名古屋空港の処理能力を上回る

と予測された。1985年愛知県、岐阜県、三重県

および名古屋市と地元経済界の出捐によって財

団法人中部空港調査会が発足し、新空港の調査

を開始。1990年候補地を「伊勢湾東部海上(常

滑沖)」とする中部新国際空港の基本構想を発

表。98年度予算で第一種空港として新規の事業

着手が認められ、98年 5 月「中部国際空港株式

会社」が地元自治体、経済界により設立された。

2005年 2 月、名古屋の南35kmの常滑沖海上に、

3500mの滑走路 1 本を有する面積470haの中部国

際空港が開港した。 

 用地造成段階から、徹底した節約予算を実践

するトヨタ方式を取り入れた経営方式によって

事業費が低く抑えられたことによって、空港使

用料は当初計画より大幅な引下げが可能となり、

これがわが国の高コストを引きずってきた成田

空港や関西空港に波及して相次ぐ値下げが世界

に発信されたのは快挙であった。翌 3 月から、

半年間開催予定の愛知県を会場とする2005年日

本国際博覧会「愛・地球博」が開幕し、同空港

は同年12月に、開港から累積来港者1,700万人を

突破するという、もう一つの快挙を成し遂げた。

しかし開港後の実績は、折からの航空不況で、

国内線旅客数は2005年度702万人、国際線では

2007年度の533万人、年間発着回数は2006年度

の5.3万回をピークに、ここでも減少傾向に悩む。 

 日本を代表する 3 つの株式会社方式の国際拠

点空港で利用実績が軒並み減少傾向にあるとい

うことは、はからずも本邦航空会社の不振と不

適応を表す。羽田、成田という首都圏両空港の

整備が難航したことによる空港容量の恒常的不

足は、本邦航空会社間に真の競争をもたらさず、

企業体質の変革と国際競争力強化への改革を遅

らせ、多様なニーズを持つ消費者の要求にも充

分に応えられない結果を招いたのであろう。 

 世界的な不運も重なった。 

 2001年 9・11米国同時多発テロ、2003年から

2005年にかけて東南アジアでの重症急性呼吸器

症候群(SARS)と鳥インフルエンザ騒ぎ、2007年

からの原油高騰と米国サブプライム・ローン問

題を端緒とする世界不況、2008年リーマン・

ショック、2009年新型インフルエンザなど、地

球規模の社会的テロや病気、政治不安、経済不

況が次から次へと押し寄せた。この状況下で、世

界の航空業界はこれまで経験したことのない激

震に見舞われている。 

 たとえば、2001年 9 ・11 米国同時多発テロか

ら数日間、世界の航空網が麻痺すると、 1 週間

のうちにスイス航空とサベナ・ベルギー航空と

いう欧州のかつてのナショナル・フラッグ・

キャリア 2 社が倒産消滅した。アメリカでは、

往年のパンアメリカン航空が1991年に消滅して

いたが、ライバルのトランスワールド航空

(TWA)とノースウェスト航空(NWA)もそれぞれ

2001年アメリカン航空に吸収、2008年デルタ航

空と合併して消滅した。その間、これら大手航

空会社のうち 4 社までが連邦破産法11章の法的

整理を経験した。同様に南米では名門ヴァリ

グ・ブラジル航空が2007年新興のゴル航空に飲

み込まれてしまった。 

 欧米では、急速な展開を続ける低コスト航空

会社(LCC)が古い歴史を誇った伝統的フル・

サービス・キャリア(FSC)にとって代わってい

る。消費者の世界的な低価格志向を受けて、古

いビジネス・モデルがLCCのような新ビジネ

ス・モデルの挑戦を受けていると言うことがで

きる。アジアでも、フル・サービス・キャリア

のマレーシア航空が不振続きから、LCCのエ

アー・アジアに2006年国内線96路線を委譲し、

事業を縮小した。2001年12月に運航を開始した

エアー・アジアは、国際部門の子会社エアー・

アジアXによって東南アジア一帯に破竹の勢い

で路線網を拡げ続けており、2010年末再国際化

した羽田乗り入れを果たした。アジアにはこの
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ほかにも LCCが目白押しである。「小よく大を

制す」現実が世界中いたるところで起きている

のだ。 

 わが国でも航空会社は苦しい経営を迫られた。

1998年に国内線に新規参入した北海道国際航空

(エア・ドゥ)が、業績不振から2002年 6 月民事

再生手続きに入り、同年に新規参入を果たした

スカイネットアジア航空(SNA)は 2 年後産業再

生機構の経営支援を受け、全日空と業務提携に

入った。そして2011年 3 月11日、東日本大震災

発生と福島第一原発事故の併発。国を挙げての

自粛ムードと外国人観光客の日本敬遠で本邦航

空事業者も空港経営者も需要の激減に見舞われ

ている。 

 

５．６  日本航空の経営崩壊と新ビジネス・モデル 

 日本航空は2002年日本エアシステム( JAS)と

の経営統合を目的に、持ち株会社「(株)日本航

空システム」( JALS)を設立した。2004年 4 月に

運航会社を日本航空インターナショナル( JALI)

と日本航空ジャパン(JALJ)として再出発し、同

年 6 月に社名を JALSから(株)日本航空に変更し

た。JALI は2006年までに JALJ を逐次吸収する

とともに、2008年 4 月 1 日、前日で台湾運航の

役割を終えた日本アジア航空を吸収した。 

 この結果、わが国は実質的に日本航空と全日

空の航空大手 2 社体制となっている。 

 2000年から最近までの航空需要をみると、世

界では2001年を除いて2008年までほぼ毎年、旅

客数や旅客キロにおいても貨物量においても増

加基調にある。これに対して、日本では世界の

出来事に過感に反応して、ことに本邦航空会社

による国際線需要は激しい上下変動をくり返す

激震状態にある。そして悲しいかな、この2006

年から2007年以降、国際線でも国内線でも減少

基調に入っている(図 8 )。なかでも航空貨物の

落ち込みが厳しい。 

 20世紀最後の四半世紀、製造業が世界的に国

際水平分業を一層進め、消費者の嗜好が多様化

して製品・商品のライフサイクルが次第に短く

なっていくにつれ、IT製品やファッション色の

強い衣類商品を中心に、国際航空貨物の範囲が

図８  日本の航空会社の運送実績（1951年度～2009年度） 

  出典：運輸省・国土交通省「航空輸送統計年報」より作成 
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広がり需要が伸び続けてきた。アジア諸国が

「世界の工場」として広がりをみせていくと、

日本を中継地とするアジアと太平洋をめぐる航

空貨物の荷動きが盛況になった。しかし、21世

紀に入って、世界経済が不安定になると、国際

貨物の荷動きは、旅客需要の上下動を上回る極

端な振幅をくり返しながら減少局面に入ってい

る。ことに近年、日本の製造業は往年の元気が

なく、本部航空会社にとって成すすべがない。 

 当然、空港取扱実績もマイナス成長が続き、

成田空港が1995年まで堅持した航空貨物取扱実

績での世界 1 位の座は、96年 2 位に、世界空港

評議会(ACI)最新データによれば2009年には 9 

位にランクを落としている。 

 そのようななか、経営危機が伝えられていた

日本航空が2010年 1 月19日、東京地方裁判所に

会社更生法の適用を申請した。グループ  3 社

((株)日本航空、(株)日本航空インターナショ

ナル、(株)ジャルキャピタル)の負債総額は 2 

兆 3 千億円を超え、金融会社を除いては過去最

大の経営破綻である。前述したように、直近の

数年間は燃料費の高騰、世界経済の混乱と景気

悪化、新型インフルエンザ等の天変地異が相次

ぎ、航空会社の経営にとって極めて厳しい環境

が続いたことは事実だが、ナショナル・フラッ

グ・キャリアだった日本航空の蹉跌を招いたも

のは何だったのか。 

 すでに本稿で見てきたように、日本航空は

1953年以来政府の全面的な支援のもとに日本経

済発展の象徴ともいうべき成長を遂げ、1983年

には国際線輸送実績で世界第 1 位になるなど順

風満帆と思われていた。しかし、アメリカ発の

航空規制緩和の流れを受けて1987年に「日本航

空株式会社法」が廃止され政府の経営面の支援

と決別し、ある意味でその軛から解かれた後も、

過去の栄光がもたらした記憶を忘れることがで

きなかったのではないか。 

 フラッグ・キャリアとしての矜持からか、引

き続き独自路線で国際線の維持・拡大を図ると

ともに、2002年には国内線の権益強化のため日

本エアシステムとの対等合併を推し進めるなど

積極的な経営戦略を展開してきた。しかしその

結果は、加速度的に変化する国内外の経営環境

に対応する内部体質の改善を置き去りにしたま

まであったことの帰結であったといえよう。外

部から指摘されていたことだけでも、機材更新

の後れや 8 つもの労働組合への困難な対応等、

多くの課題を積み残していたと思われる。 

 経営悪化の大きな要因に、国が空港整備特別

会計制度のもと政治主導でつくられた100弱の

空港のため、不採算路線への就航を強いられた

ことにあるとの論調が一部にある。要因の一端で

あることは否定できないにしても、本質から遠く

離れた指摘といえよう。最近までの国内航空路

線は、公共交通機関の責務として、採算路線と不

採算路線とを組み合わせて一つのネットワーク

を維持する一定の内部補助を当然のこととして

組み立てられてきたものだからである。 

 日本航空は、2011年 3 月28日、会社更生法の

手続きを終え、現在は企業再生支援機構のもと

で 3 年後の再生を目指している。しかし、2011

年 3 月の東日本大震災による航空需要の激減で

再建計画通りに同社の収益が確保できない恐れ

も出てきた。日本の消費者の利益からみても、

同社の早期の健全化は望まれるところであり、

同社はもちろん全日空においても、もはや海外

航空会社との連携抜きでは企業の将来像を語れ

ない国際航空界の現状である。 

 全日空は1999年、国際航空連合「スターアラ

イアンス(Star Alliance)」に加盟し、日本航空は

2007年に「ワンワールド(One World)」に加盟

した。残るひとつの国際航空連合は「スカイ

チーム(Sky Team)」であるが、世界の主な国際

線運航会社はこれら 3 グループのいずれかに属

して生き残ろうとしている。 

 国際航空連合すなわちグローバル・アライア

ンスの形成は、オープンスカイの世界的進展に

伴い、1990年代に始まる。航空各社がアライア
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ンス加盟会社との間でコードシェア等を行い、

国際ネットワークの拡大やスケールメリットの

活用、常顧客の獲得を図るなどグループ内企業

の協調による利用者利便の強化によって集客力

を高め、同時にコストの低減を図ることで苛烈

な競争に勝つ戦略である。 

 その一方で、先に多少触れたように，最小限

のサービスを提供して非常に効率的な運航を行

う低コスト航空会社（LCC）が欧米で生まれ、

アジアでも多数の会社が出現して高い旅客シェ

アを誇るようになっている。その圧倒的な低コ

スト経営と市場における歓迎ぶりは空の革命と

言ってよい。 

 21世紀の最初の10年間に、世界の航空業界は

様変わりの様相をみせている。 

 
 

６． おわりに―パラダイム変換と今後 

 戦後のわが国の航空産業政策は、航空事業者

の保護から自由競争へと大きく舵を切り、空港

政策においても「整備から運営」へとシフトし

た。市場では、グローバル・アライアンスによ

る大手航空会社間の連携の深化と不採算路線か

らの撤退が起こっている一方で、これまでとは

異なるビジネス・モデルを有する多数のLCCが

わが国にも及んで競争が激化している。 

 こうしたなか、2009年 9 月に政権が自民党か

ら民主党に交代して国土交通省戦略会議が立ち

上げられた。2010年 5 月に公表された最終報告

「国土交通省成長戦略」は、これまで「常識」

として広く受け容れられてきた考え方、制度、

仕組みと言ったものに大きなパラダイム変革を

迫る内容であった。現在はその変革プロセスの

途上にあるが、その新しい航空政策の柱を挙げ

れば、①徹底的なオープンスカイの推進、②首

都圏の都市間競争力アップにつながる羽田・成

田強化、③民間の知恵と資金を活用した空港経

営の抜本的効率化、④バランスシート改善による

関空の積極的強化、⑤真に必要な航空ネット

ワークの維持、⑥LCC参入促進による利用者メ

リット拡大、の 6 点である。 

 これまで述べてきたとおり、2010年に羽田の  

 4 本目 D滑走路が供用開始し、成田の処理能力

も増強されて首都圏の当面の容量不足が解消し

た。この結果、①のオープンスカイはアジアを

中心に強力に進められていこう。すでに国内の

空港にジェットスター(豪州)やエア・アジア

X(マレーシア）、済州航空(韓国)、春秋航空(中

国)等アジアのLCCが乗り入れているが、本邦航

空会社でも全日空が2011年 2 月に香港資本と組

んでLCC・A&Fアビエーション「ピーチ」を設

立し年内の運航開始を計画中だ。その拠点とな

る関西空港には、LCC用のターミナルが建設さ

れる等、上記⑥の施策が動き出している。 

 同時に、残念ながら国内の航空ネットワーク

の縮小懸念が消えない。本邦各社は、これまで

羽田等の高需要路線の収入で不採算路線の運航

を支えていたが，競争の激化によりそれが叶わ

ない。上記⑤では、ローカル路線について、地

域と航空会社とのパートナーシップによる維持

を図るとともに，離島路線では国の補助制度を

充実させるべきとしている。 

 上記③空港政策では、「空港経営の抜本的効

率化を図るため、空港の経営の一体化、民間へ

の経営委託・民営化について、平成22年度から

有識者による検討会を立ち上げ、 1 年程度を目

途に結論を得ること」との提言を受けて、国土

交通省は2010年12月「空港運営のあり方に関す

る検討会」を設置し、国管理空港の民営化のあ

り方等について検討している。このうち、関空

については、大阪(伊丹)空港と統合して持ち株

会社を設立し，コンセッション(運営権)収入と

土地の賃貸料によって財務状況の改善を図る

（④)との方針が出されており、関連法案が国会

に上程中である。 

 このように、政府は現在直面している課題に

真摯に対応していると考えるが、問われるのは

その実現のスピードであろう。世界で競争が激
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化する今、本邦航空会社の国際競争力強化は

待ったなしだ。政府は、残滓として残る過去の

規制をできる限り取り除いて各社の競争力強化

と経営努力を促すとともに、公租公課の見直し

など官民を挙げて運航コストの低減を図る必要

がある。2011(平成23)年度税制要望において、

航空機燃料税の引き下げが認められたものの、

国土交通省成長戦略では、着陸料等の空港使用

料の抜本的な改正は、空港経営についての検討

を踏まえて議論することとなっており、結論を

得るまでにはなお数年を要する。拙速な結論を

避けるのは当然のことではあるが、大きな転換

期を迎え、国においては、早急に空港運営のあ

り方、空港財源の負担のあり方を議論し、わが

国航空産業の発展と、それによる利用者の利便

向上に向けた取り組みを進めていくことが求め

られている。 

 本邦航空会社においては、需要飽和が言われ

る国内線市場での効率化を高めることが厳しく

求められよう。そして、今後成長の余地が確か

なアジアを中心として、国が2003年(小泉政権)

以来進めている訪日外国人旅行者(インバウン

ド)増強計画ビジット・ジャパン・キャンペー

ン(V J C)、ならびに、2008年10月に設立された

国土交通省観光庁との密な連携のもと、航空各

社は国際線戦略を果敢に進めていくことが求め

られているのではあるまいか。 
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