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わが国地方空港における航空路線開発の
メカニズムについての理論的考察：
デスティネーションマネジメント、取引費用、価値連鎖の視点から
え ん ど う

の ぶ あ き

遠藤 伸明

東京海洋大学

This study examines air service development in Japanese regional airports from the theoretical viewpoints of destination
management, transaction cost, and value-chain. Japanese regional governments actively engage in air service development to
attract new international routes and new foreign entrants in their local airports, leading to the following effects. First, the active
engagement builds the mutual credibility and long-term relationship, reducing the transaction cost. Second, by collaborating with
and coordinating with many players and stakeholders such as local governments, councils, travel agencies, DMOs, and JNTO, it
is possible to provide more effective information as a whole region or across regions, leading to internalization of external effects.
Third, such collaboration and coordination make it possible to offer high-value added travel product such as wide-area product
covering multiple regions and using different airports and more local-oriented travel product, contributing to reduction of
information asymmetry about tourism between foreign airlines and local airports.
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１．はじめに

わが国の地方空港（成田・羽田・中部・

稿では、わが国の地方空港を対象に、こ

近年、
「航空路線開発」と呼ばれる、新

関西を除く空港）における国際線の週間

のような研究上の空白となっている航空

規の乗り入れや路線の開発、便数の増加

便 数 は 2005 年 の 約 350 か ら 2019 年 の 約

路線開発とその効果・影響についてのプ

をめざした航空会社へのマーケティング

1100へと増加した。そのほとんどを外国

ロセスとメカニズムを理論的な視点から

活動に、空港の運営主体が積極的に乗り

航空会社が運航している。また、地方空

解明することを試みる。

出すようになってきた。これまでも、空

港の出国者数における外国人旅行者の割

港が航空会社に乗り入れや路線開発を働

合は約５割から約８割へと増加した。外

きかけることは行われていた。しかし、

国人旅行者の大部分が観光目的である

空港が新規に開港するとき、就航した便

（錦織剛，2020）
。

２．航空路線開発とは
航空路線開発とは、航空会社に対して
広く情報提供を行うとともに時として支

数が事前の需要予測にみたないとき、あ

航空路線開発についての学術的な研究

援策を講じ、新規就航や路線・便数の増

るいはすでに乗り入れている航空会社が

は、必ずしも多くない。Halpern, N. and

加を実現させることである（Halpern, N.

減便をしようとしたときなど、ある特定

Graham, A.（2015）
（2016）
、遠 藤 伸 明

and Graham, A.，
2015）
。エアポートセー

の局面での誘致や陳情活動であった。そ

（2020a）
（2020b）
、錦織剛（2020）
、加藤

ルスとも呼ばれている。その主体は、空

れに対し「航空路線開発」は、空港の運

一誠ほか（2020）などに限定される。更

港会社に加え、
地元の自治体や観光団体、

営主体が、空港経営の一環として戦略的、

に、長谷知治ほか（2014）
、Spasojevic, B.

デスティネーションマネジメント組織

組織的、かつ継続的に行う活動である。

et al.（2019）などを除き、航空路線開発

（DMO）など多岐にわたる。航空路線開

これまでは主に外国の空港で見られた活

の進展や効果についてのプロセスやメカ

発は、①市場調査、②情報提供や宣伝活

動だったが、近年はわが国の地方空港に

ニズムについて解明した研究は非常に少

動、③支援措置の立案と実施、の大きく

も広がり始めている。空港の運営主体で

ない。加えて、観光客誘致にかかわる研

三つの分野の活動により構成されている

ある各地の自治体は、国際線の誘致をめ

究の支柱にあるデスティネーションマネ

（Halpern, N. and Graham, A.，2013、

ざし、地元の観光・空港・経済について

ジメント、取引費用理論、競争戦略論な

Martin, S.C.，2009）
。まず市場調査を行

の情報を航空会社へ提供するとともに、

どの理論的枠組みからの分析は、国内・

い、当該空港やその後背地の持つ市場の

支援策を講じている。

海外ともにほとんど行われていない。本

大きさや魅力、そのような市場を構成す
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る価値連鎖と、それを支える企業や組織、

ともよく言及される要因が、航空規制緩

の関係は単純なものとは考えられない。

さまざまなステイクホルダーを明らかに

和の進展である。わが国でも、2000年の

どのような空港において、どのような航

する。また、当該空港と競合する地域と

国内線の規制緩和に続き、国際線におい

空路線開発の必要性が高まっているの

その空港についても分析する。そのうえ

て、2008年より、アジアオープンスカイ

か、どのような航空路線開発の戦略が効

で、情報提供と宣伝活動を戦略的に実施

に伴い、実質的に地方空港からの路線・

果的なのか、については、より詳細な検

し、航空会社に空港の存在とその後背地

便数が自由化された。2010年より、オー

討が求められよう。

の市場を広く伝え、路線の誘致を促す。

プンスカイに伴い、30をこえる国とわが

二つめの要因は、空港運営の見直しで

これは、航空路線開発において最も重要

国との間で参入・運賃が自由化された。

ある。1980年代以降、多くの国で公的部

な 作 業 と さ れ て い る（Halpern, N. and

航空規制緩和に伴い、航空会社は新規

門の縮小や、公的部門の経営の自由度の

Graham, A.，2015）。その方法として航

路線の開設や事業拡大の機会の自由を手

拡大が進められた。その一環として空港

空会社への訪問や航空会社の担当者の地

に入れる。一方で、厳しい競争にさらさ

運営の見直しが行われてきた。
イギリス、

元 へ の 招 聘 が あ げ ら れ る。最 近 で は、

れ、一部の路線から撤退することになっ

オーストラリア、一部のEUの国々では、

Route Development Forum（国際航空路

た。そこで航空各社の路線戦略が大きく

空港自体の民営化も実施された。わが国

線開発商談会）、French Connect（近年

変化する。収益性の低い路線を見直す必

でも2007年に、効率的運営の実現と収支

では CONNECT として知られる）など、

要性が大きくなったからである。これに

の改善という新たな目標の設定、空港ご

イベント・商談会が活用されている。な

より、空港を所与の生産要素と見なさず、

との収支の公表など、各空港に自律的な

お、観光客をターゲットとする空港は、

自社の戦略に合致したサービスを提供す

経営を促す政策が導入された。
さらには、

WTM（World Travel Market）、ITB な

ることのできる空港かどうかを選別する

民活空港運営法（民間の能力を活用した

ど旅行関連のイベントなどに参加する場

こととなった。それを徹底しているのが

国管理空港等の運営等に関する法律）の

合もある。そのほかのチャネルとしては、

LCC である（遠藤伸明，2009）
。

施行に伴い、国管理空港においてコンセ
ッ シ ョ ン が 可 能 と な っ た。遠 藤 伸 明

Route Shop、Route Exchange な ど、潜

確かに航空規制緩和によって、航空会

在的な需要があるにもかかわらず未就航

社の路線戦略がそれまでとは異なり、よ

（2017）によれば、コンセッションとは、

の路線を空港が宣伝する機会を提供して

りダイナミックに変化してきたのは間違

土地、滑走路、ターミナルビルなどの空

いるインターネットサイトがある。

いない。そのなかで、空港側からの航空

港施設あるいはその一部の所有権は国に

路線開発への働きかけの必要性が高まっ

とどまるが、一定期間の経営権が民間に

する具体的な各種の支援策の提供と併せ

たと考えるのは、
困難ではない。しかし、

売却されるという、民営化の手法のひと

て実施されることが多い。支援策のなか

もしも規制緩和が航空各社間の競争を促

つである。コンセッションにより、日本

では、特に新規に就航する航空会社に対

し、その結果、各社が路線戦略を見直し

でも空港をめぐる航空系事業と非航空系

する参入時の初期費用や運航の費用を軽

ているというのであれば、路線開発の必

事業の一体化が可能となり、空港が航空

減するための措置が重視されている。そ

要性が高まっているのは、航空会社が減

会社の誘致を含む事業に積極的に乗り出

の多くは財政的支援である。具体的には

便や撤退を考えるような、需要の小さい

す要因を作り出した、と考えられるよう

着陸料・使用料など各種費用の軽減・免

空港に限られるのではないか。もしも需

になった。

除、補助金・報奨金、搭乗率保証などが

要の小さい空港であれば、情報提供の効

あげられる。そのほか空港までの交通ア

果は限定的なのではないか。
そうなると、

港経営の自由度が高まった。しかしその

クセスの提供や補助があげられる。長谷

そのような空港にとっての頼みの綱は、

ことと、空港が航空路線開発に乗り出す

知治ほか（2014）によれば、空港から目

着陸料・使用料など各種費用の軽減・免

ことを、単純に結びつけることは次の二

的地までの移動を自ら手配する個人旅行

除、補助金・報奨金、搭乗率保証などの

点において困難である。第一に、空港運

者が多い LCC（Low-cost carrier）と呼

財政的な支援でしかないのだろうか。そ

営見直しによって空港経営の自由度が高

ばれる格安航空会社を誘致する際には、

のような支援のできない空港は、航空路

まり、その結果、空港が航空路線開発に

特に重要となる。

線開発の余地が限られているのだろう

乗り出すことができるようになったとす

か。

るのであれば、地方公共団体が運営主体

情報提供と宣伝活動は、航空会社に対

確かに空港運営の見直しによって、空

航空規制緩和の進展が、空港の航空路

となっている空港で、航空路線開発に乗

る議論とその問題点

線開発と関係しているのは間違いない。

り出す動きが広がり始めていることを説

航空路線開発が、近年、世界的な潮流

しかし、規制緩和がすべての空港に航空

明できない。

となってきた背景には、おおきく三つの

路線開発の必要性をもたらしているわけ

第二に、空港経営の自由度が高まるこ

要因が存在すると考えられてきた。もっ

ではないという点をとっても、この両者

との中に、航空路線開発に乗り出すこと

３．航空路線誘致の活発化の背景に関す
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が必ず含まれるわけではない。新千歳、

団体が運営主体となっている空港は、法

ター（2018）やアレックス・オスターワル

仙台、福岡、熊本など、コンセッション

律にもとづいた設置と管理の責務を担っ

ダーほか（2012）などによる、ビジネスモ

の先行的な対象とみなされている空港は

ており、それに従って予算がたてられ、

デルとその実現のための価値連鎖、そし

いずれも、十分に商業ベースでの経営が

組織が回されている。しかしいくら同じ

て市場競争分析の手法である。もうひ

成り立つ可能性が高いと考えられている

国や地方公共団体だといっても、訪日外

とつは、Coase, R.H.（1937）
、Williamson,

空港である。何か手を打たないと、乗り

国人の誘致を担う部門とは、良くも悪く

O.E.（1991）などによる、取引費用理論に

入れる便数が減らされるような状況には

も「縦割り」の別組織のはずである。観

もとづいた垂直統合と水平分業それらに

ない。そもそもこれまで国や地方公共団

光や地域経済の振興がいくら重要だとし

かかわる企業の範囲をめぐる考察であ

体が空港の運営主体となってきたことの

ても、それだけで突然、空港が航空路線

る。

重要な理由のひとつが、民間に運営を委

開発に乗り出すと考えるのは短絡的かも

マイケル・ポーター（2018）の分析枠

ねると、周囲にライバルが存在しないと

しれない。同様に民間に委託された空港

組みを使うと、いわゆる上流から下流に

いう独占的な地位のもとでの利潤最大化

は経営の自由度が高い。国や地方が、政

向かって、どのような企業や組織がどの

の可能性である。経済学で言う「自然独

策目標の達成のためにこれら民間の運営

ように価値創造を分担しているのか（い

占」の問題である。空港経営の自由度が

主体に指図をして従わせる、ということ

わゆる「価値連鎖」
）
、それがどのような

高まることが、必ず航空路線開発に乗り

が簡単に実現できるはずがない。

市場競争にさらされているのか、が一目
瞭然となる。他方、
アレックス・オスター

出すことにつながるわけではないどころ

このようにみると、近年、わが国の地

か、その逆の可能性すらあるというわけ

方空港においても航空路線開発の動きが

ワルダーほか（2012）の分析枠組みは、

だ。民活空港運営法の恩恵を受ける空港

活発になってきているのはなぜか、それ

上流から下流に向かう価値連鎖のあり方

において、航空路線開発がどのように展

が果たしてどれほどの効果をあげている

を、多くのプレイヤーによる協業によっ

開するのかについても、空港運営の見直

のか、について分析を行うのは、一筋縄

て成立しているビジネスモデルと捉え、

しと単純に結び付けた考察はできない。

ではいかないのである。そこで以下に、

最終的な顧客への価値の提供の観点か

これらに加えて、わが国で特に航空路

このような分析をより厳密に行うために

ら、そのようなビジネスモデルのあり方

線開発が盛んになるもうひとつの背景と

必要な、理論的な枠組みを検討すること

を分析する。これらの枠組みを使うと、

されるのが、ここ20年近く続いている訪

にする。

航空輸送サービスが、多くの独立した企
業や公的事業組織の協業によって作り出

日外国人旅行誘致策である。政府は2003
年に2010年までの訪日外国人旅行者を年

４．理論的分析枠組み

される複雑な価値連鎖によって構築され

間1,000万人に倍増させることを打ち出

空港の航空路線開発を分析し、評価す

たビジネスモデルを持っていることがわ

した。2016年には、従来の目標を大幅に

るにあたって、どのような理論的枠組み

かる。航空会社にとって空港は欠くべか

上回る2020年までに4,000万人、2030年ま

を踏まえればいいのか。ここでは、以下

らざるインフラだが、自社で所有してい

でに6,000万人という新たな目標を掲げ

の三つの論点に分けてそれぞれを考察す

ない。これは例えばわが国の鉄道事業の

た。

るために必要な枠組みを明らかにする。

多くにみられるような、鉄道運輸サービ

このような方針のもと、地方自治体も

第一に、航空路線開発の必要性や可能性

スを実現するためのインフラとしての鉄

地元への経済効果に期待を寄せ、国際航

をどう把握するのか、第二に、航空路線

路や駅、信号システムを垂直統合された

空路線の誘致をインバウンド促進事業と

開発の必要性や可能性が明らかになった

価値連鎖として一体的に所有し運営する

連動して積極的に行うようになってきた

ら、そのようなニーズを満たすための具

ビジネスモデルと、際立った対称を見せ

と考えられている。また、国が外国人旅

体的な方法をどう導くのか、そして第三

ている。

行者・国際線の誘致に積極的な空港を認

に、航空路線開発をめぐる投資対効果を

定（
「訪日誘客支援空港」の認定）し、地

どう測定するのか、である。

理論にもとづいた垂直統合と水平分業や
企業の範囲の考察と組み合わせること

方空港の国際線における着陸料の軽減や
補助、旅客ターミナルの整備への補助な

この点は、価値連鎖の分析を取引費用

4－1

航空路線開発ニーズの把握

で、重要な示唆が得られる。航空会社に

どの支援策を講じていることも、地方空

第一の航空路線開発の必要性や可能性

とって、空港は飛行機などと並ぶ、欠く

港の航空路線開発を促すインセンティブ

をどう把握するのか、については、航空

べからざる生産要素の一つである。空港

となっていることは間違いないように見

会社側から見たニーズと、空港運営主体

が無ければ飛行機を飛ばせない。しかし

える。

側からみたニーズとに分けて考察する必

航空会社は空港を所有しているわけでは

しかしこの議論についても、少なくと

要がある。前者については二つの分析手

なく、使用料を払って利用する立場であ

も二つ問題がある。まず、国や地方公共

法が使える。ひとつは、マイケル・ポー

る。すなわち自動車メーカーにとっての
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部品やパーツなど中間財の供給者と似

のくらい多くの旅行者が、ある空港を利

して知られる概念だが、言語や文化、法

て、空港は航空会社にとって上流に位置

用すると見込まれるのか、については、

律や制度など様々な要因が外国企業にと

する中間財の提供者であり、それを市場

わが国では、国土交通省で需要予測の手

っては、自国企業と比べ、極めておおき

で取引していることになる。

法をモデル化し、
需要を予測してきた
（国

な障害となることを明らかにしている

問題は、このような中間財を市場で安

土交通省需要予測の手法）
。これをもと

（Eden, L. and Miller, S.，2004、遠 藤 伸

定的に取引できるのか、という点である。

に、空港の設置や拡張などの計画をおこ

多くの企業が似たような財を競い合って

なってきた。

明，2016、Vietze, C.，2012）
。
これを使うと、外国の航空会社がわが

販売している場合、顧客はいつでも必要

航空会社にとって、このような需要予

国の空港への乗り入れや路線・便数の拡

な時に、そのような財を競争的な市場価

測は、空港の設置や拡張などの投資計画

大をするかどうかを決めるために必要な

格で購入することができる。顧客は取引

についての見通しを得るという点で極め

情報を収集し分析する苦労は、国内の航

をめぐって、供給者と複雑な交渉や調整

て重要な情報である。これにより、
Coase,

空会社が同様の決定のためにかける苦労

をする必要はない。

R.H.（1937）
、Williamson, O.E.（1991）な

をはるかに上回ることが示される。利用

しかし空港の提供するサービスは、そ

どの分析枠組みより導かれる、空港と航

可能な時間帯やターミナルビルの混雑度

のような財とは異なる極めて特殊な特徴

空会社の間の情報の非対称性の問題のか

の将来見通しなど、空港を利用する側の

をもっている。複数の空港が存在する関

なりは解消すると考えられる。
その上で、

航空会社にとって必要な直接的な情報だ

東や関西以外の空港は、その地域に唯一

二つの残された問題領域を指摘したい。

けでなく、隣接地や後背地を含む地域の

の存在なので、競合する空港があまりな

ひとつは、需要予測を行ううえで前提と

観光資源としての魅力をはじめとする、

い。利用できる時間の制限があることが

する条件が十分かどうかという問題であ

航空会社を利用する乗客にとっての空港

多く、航空会社が望むときに望むだけ利

る。例えばかつての需要予測モデルは、

を含む目的地（デスティネーション）の

用できるわけではない。滑走路やターミ

旅客需要に限っても、出張などの商用客

市場価値などの間接的な情報も含まれる

ナルビルを簡単に増設できないため、供

や地域間の人的交流、国内観光など、長

給量を簡単に増やすこともできない。も

年にわたるコアな需要を中心に、人口や

最後に、空港運営主体側からみた、航

ちろん空港の側にとっても、航空会社が

経済成長率、他の交通機関との代替性や

空路線開発の必要性や可能性を把握する

将来、どの程度増便するのか、新規の就

補完性、旅行者の目的やニーズを踏まえ

うえで有益なのが、経営学や組織の経済

航があるのかを見込めなければ、多額の

て予測してきた。その中で、中国や東南

学で研究されてきた、ガバナンスの理論

投資を行って滑走路やターミナルビルの

アジアなどの新興国の高い経済成長とそ

である。ポール・ミルグロムほか（1997）

拡張をすることもできない。

（新谷幸太郎，2012）
。

れに伴う新しい海外旅行需要の高まり、

などに代表されるこの分野の研究は、あ

Coase, R.H.（1937）、Williamson, O.E.

航空機メーカーのイノベーションに伴う

る組織がなぜ、あることを行うのか、行

（1991）は、特殊な中間財ほど円滑で持続

機種の多様化や航空会社の費用構造の変

わないのか、について、ゲームの理論や

的な取引のためには、売り手と買い手の

化に伴い、従来の大型機を主体としたハ

制度研究を踏まえて、明快な合理的意思

間に、需要の見通しや価格、投資の必要

ブアンドスポーク型の路線網だけでな

決定の過程を明らかにした。これに従う

性やその大きさなどについての情報を共

く、小型機を使った多頻度直行便主体の

と、例えば地方公共団体が空港の運営主

有し、双方の事業計画を調整するための

路線の開設が商業的に可能となったこ

体の場合、その仕事の範囲は明確に法律

交渉が必要となることを明らかにした。

と、フルサービスの従来型航空会社に加

や規則で決定されており、そのようなガ

さらに、そのような調整を測定・交渉・

えて、ノーフリルの格安サービスを提供

バナンス構造の下で、組織としての行動

執行という三つの異なる分野に分け、売

するLCCの興隆など、航空輸送産業のあ

範囲が決まる。他方で民間に委託された

り手と買い手の双方にかかる負担を取引

り方全体に影響するような変化を十分に

空港では、委託時に決められた定款やそ

費用として可視化した。そこから、この

考慮できなかったかもしれない。このよ

れを支える一連の法律・規則、そして株

ような手間（取引費用）があまりにも大

うなこともあり、需要予測の手法は、一

式会社組織であれば株主とそれ以外のス

きい場合、垂直統合を行って自らで中間

定の期間を経て見直すことの必要性も認

テイクホルダーの利害のもとで組織のガ

財の生産に乗り出すことや、生産を諦め

識されるようになった。

バナンスが規定される。

もうひとつの問題は、外国の航空会社

したがって、国や地方公共団体が運営

これを航空会社の路線戦略に当てはめ

に特有の、自国以外の市場の情報へのア

主体となる空港では、その責任範囲と権

ると、航空会社ごとに、どのような空港

クセスと理解をめぐる問題である。これ

限のなかに、航空路線開発が高い優先項

と、どのような調整の余地があるのかに

は国際経営の研究で「外国企業のハンデ

目として明示的に含まれていない場合、

ついて、明らかにすることができる。ど

ィ（Liability of Foreignness、LOF）
」と

たとえ航空会社の側で、空港の航空路線

ることもあることが導かれる。
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開発へのニーズが存在していたとして

などの間接的な情報も収集している。ま

にも、市場調査が必要となる。この場合

も、空港の側で、それを実行する動機が

た、空港利用に伴う各種費用の軽減・免

の市場調査とは、航空運輸サービスとい

きわめて少ないことが示される。

除、補助金・報奨金、搭乗率保証などの

う業界全体の動向やその中での航空各社

他方で、国や地方公共団体は、経済成

財政的な支援の可能性に関する情報も併

の動きに加え、自空港やそれを取り巻く

長に重要な責任を持っている。ここ20年

せて重要となる。また、訪日外国人旅行

近隣・後背地域の市場規模や市場の競争

近く続いている訪日外国人旅行誘致策

誘致という、国や地方公共団体の優先的

優位性なども含まれる。これらにもとづ

は、より多くの外国人が来日し、日本国

な政策目標の実現を支援する一環として

き、どのような情報をどのような航空会

内を観光することでサービス貿易の輸出

も、空港の側に、外国の航空会社に対し

社に提供すればよいのか、どのような航

を振興し、それを通して国や地方の経済

て航空路線開発を行うニーズが高いこと

空会社に対してどのような支援措置を立

を活性化させることを目指している。そ

も明確になる。

案し実施すればよいのか、が明らかにな
るのである。

のための有効な施策の一つが、新規の国

航空会社が有益と認めるような、空港

際航空路線の誘致である。そこから、ガ

を含む目的地（デスティネーション）の

バナンスの分析を使って、国や地方公共

市場価値などの間接的な情報とはどのよ

団体が運営主体となっている空港におけ

うなものか。これについては、近年、急

の測定

る、インバウンド振興事業と結びついた

速に進展してきた、デスティネーション

航空路線開発が、航空会社や路線を誘

航空路線開発の可能性を認めることもで

マネジメントに関する研究が役立つ

致するための活動というのであれば、ど

きる。これは、空港の運営主体という、 （Wang, Y. and Pizam, A.，2011、Boley,

れだけの費用と時間を投下して、どれだ

政府や地方公共団体の一部門のガバナン

B.B. and Perdue, R.P.，2011、Dwyer, L.

け新たな航空会社・路線が開発できたの

スと、より大きな組織全体のガバナンス

and Mellor, R.，2004、高橋一夫，2017）
。

かをめぐり、いわゆる費用対効果を測定

との調整の問題でもある。

これらの分析枠組みを使うことによっ

することで十分ではないだろうか。

4－3

航空路線開発をめぐる投資対効果

民営化空港について、その行動は、通

て、海外の旅行者にとって魅力的な目的

航空路線開発の具体的な内容は、①市

常の企業活動におけるガバナンス分析よ

地とはどのようなものか、何を求めてい

場調査、②情報提供や宣伝活動、③支援

り明らかにすることができる。経営権を

るのか、という、市場性をめぐる属性の

措置の立案と実施、の三つの分野の活動

受託する際に支払ったコンセッションや

分析に加え、近隣のどのような目的地と

により構成されていると示した。そうで

その後の追加的投資を回収するために、

競合関係にあり、逆に、どのような目的

あれば、それぞれの分野に分けることな

積極的な経営を行って利潤を上げていく

地と組み合わせて紹介することで魅力を

しに、全体としての投資対効果の測定を

努力が必要となる。そこで新規の航空会

高められるのか、などについても精緻な

行うのは、どんぶり勘定と言わざるを得

社や路線を誘致することに強い動機を持

分析が可能である。

ないだろう。適切な市場調査が行われて

次にニーズが高いのが、国内で新規参

初めて、どのような航空会社に対して、

入の可能性のある航空会社である。これ

どのような情報を提供すればよいのか、

航空路線開発の具体的な方法

は実質的に国内のLCC各社をさす。これ

また、どのような支援措置がより効果的

前節の分析枠組みを使うと、空港の運

ら各社と外国航空会社との間での航空路

なのか、が明らかになるからである。

営主体が地方公共団体か民間かにかかわ

線開発における大きな違いは、前者には

しかし以下に示すように、これらだけ

らず、どのような場合に、どのような航

外国企業のハンディ（LOF）が無い点で

で空港の航空路線開発を分析し、評価す

空会社に対して、航空路線開発を行う必

ある。外国航空会社にとって重要な隣接

るのは十分ではない。
その最大の理由は、

要性があるのかが明確になる。

地や後背地を含む地域の観光資源として

空港の運営主体が、訪日外国人旅行誘致

もっともニーズが高いのが、海外から

の魅力をはじめとする、航空会社を利用

やそのために必要なデスティネーション

観光を目的とした旅行客いわゆるインバ

する乗客にとっての空港を含む目的地

マネジメントと、
空港の航空路線開発を、

ウンドを輸送する可能性のある航空会社

（デスティネーション）
の市場価値などの

どの程度統合するのか、そのためにかけ

である。これらの航空会社は、先述した

間接的な情報は、国内LCC各社にとって

る航空路線開発に関する費用を、だれが

ように、空港利用に関する直接的な情報

は重要ではない。他方で、空港利用に伴

どう負担するのか、という点と関係して

だけでなく、隣接地や後背地を含む地域

う各種費用の軽減・免除、補助金・報奨

いる。

の観光資源としての魅力をはじめとす

金、搭乗率保証などの財政的な支援の可

近年のデスティネーションマネジメン

る、航空会社を利用するかどうかを乗客

能性に関する情報は、きわめて重要とな

トの研究から明らかになったのは、観光

が決定するために必要な、空港を含む目

る。

の産業としての特殊性と、それにまつわ

つと考えられるのである。
4－2

的地（デスティネーション）の市場価値

これらのニーズを正確に捕捉するため
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魅力は人によりさまざまである。また観

遠 藤 伸 明（2019）
（2020a）
（2020b）
、錦

源を豊富に取り入れた旅行商品や広域的

光という一つにまとまった財は存在せ

織剛（2020）などによれば、わが国の地

な旅行商品の企画・開発があげられる（遠

ず、海岸線や山岳、国立公園などに代表

方空港・自治体は航空路線開発に対して

藤伸明，2020a、2020b）
。更には、路線

される自然景観、博物館や美術館などの

積極的な取り組みを展開している。
また、

別の航空会社・旅行者それぞれのニーズ

公共・準公共の文化施設、城郭、寺社仏

対象としている航空会社は、LCC・大手

に合わせたより効果的な情報提供があげ

閣などに代表される史跡、建造物や集落、

航空会社の両方であり、選好の差はほと

られる。例えば、高松空港では、既存の

それらを含む景観、そして温泉、飲食業、

んどない。

国際線では、個人旅行の増加に焦点をあ

祭り・演劇・コンサートなどの興行、な

表１において、航空路線開発における

てた着地型商品の開発と高知県・徳島県

どが複合して構成される（日本交通公社

情報提供・宣伝と支援策の主要項目の取

などとの連携による広域的商品の開発を

観光資源台帳）。それらを結ぶための移動

り組み状況がまとめられている。まず、

行っている。一方、国際線が未就航の国

手段も重要となる。

情 報 提 供 ・ 宣 伝 に つ い て、遠 藤 伸 明

に対しては、香川県ならびに四国全体の

このように多くの要素から成り立って

（2020a）によれば、地方空港・自治体の

認知度の向上をめざし、
旅行商品に加え、

いることに加え、それらを提供する企業

多くが訪問・招聘を継続的かつ積極的に

旅行博への参加、担当者の招聘・案内な

の多くが中小規模の事業者であり、いわ

おこなっている。特に、外国航空会社・

どに取り組んでいる１）。

ゆる産業組織的に集約されていないた

外国旅行会社に重点をおいている。国際

財政的な支援策については、遠藤伸明

め、外部経済が大きいとされる（Buhalis,

航空路線開発商談会への参加状況につい

（2020a）
、国土交通省航空局・大阪航空局

D.，2001）。これは、個々の事業者が独自

ては、経済規模・地理的特徴などの条件

航空・空港の利用促進のための取組調査

に観光振興を行うことが難しい状況を示

が日本と比較的似通っている欧州諸国と

などによれば、インバウンド割引、
「訪日

している。マーケティング活動へ投資し

比べて、必ずしも大きく劣るわけではな

誘客支援空港」の認定などにおいて、国

ても、自社以外の多くの関連企業にもメ

い。また、独立行政法人国際観光振興機

が着陸料を軽減・補助する措置を充実さ

リットが及ぶというフリーライダー（た

構（日本政府観光局 JNTO）による日本

せていることもあり、ほぼすべての地方

だ乗り）問題が発生しやすいからである。

ブースへの共同出展を通じ、参加する空

空港がこれらの措置を実施している。ま

そこで公共財として DMO の存在意義が

港・自治体もある。なお、
Route Exchange

た、多くの自治体が地元からの国際線を

認められることになる。

については、欧州・豪州では多くの地方

利用する旅行商品の補助、修学旅行・研

空港が登録しているが、わが国地方空港

修を含む国際交流を目的とする旅行への

の実績はない。

助成を実施している。
やや差があるのが、

そうだとしたら、空港の運営主体のよ
うに、観光振興の一部を担う組織は、ど
の程度の投資額を投下して、何をどこま

情報提供・宣伝の新たな取り組みとし

空港アクセスにかかわる補助と運航費補

でやればよいのか、どこまで地域全体の

て、一部の空港における、地元の観光資

助である２）。新たな取り組みとして、航

情報提供や宣伝活動と調整し、一体的な
活動をやるべきなのか、という問題が起
こる。地域全体として発生するデスティ
ネーションマネジメントの費用を、関連
する組織でどのように負担するのか、と
いう問題でもある。このため、空港の航
空路線開発の目的の中に、地域経済の振
興の一環としてのデスティネーションマ
ネジメントが含まれる場合における航空
路線開発をめぐる投資対効果の測定が難
しくなるのである。
５．わが国地方空港の航空路線開発への
取り組み状況
わが国の地方空港・自治体における航
空路線開発への取り組みの状況を、先行
研究の結果と一部新たな情報を用いて簡
単に紹介したい。長谷知治ほか（2014）、

空会社の需要変動リスクを軽減する支援
表１

わが国地方空港の航空路線開発へ

策の充実があげられる。具体的には、ま

の取り組みの状況

ず、コンセッションが導入された仙台空

情報提供

支援策
着陸料など空港使
日本の航空会社へ
〇 用にかかわる料金 ◎
の訪問
の減額
外国の航空会社へ
◎ 運航費補助
△
の訪問
外国の旅行会社へ
アクセス利用時の
〇
〇
の訪問
補助
旅行商品の開発・
日本の航空会社の
△ 販売にかかわる補 ◎
招聘
助
外国の航空会社の
国際交流旅行への
〇
◎
招聘
補助
外国の旅行会社の
◎ 宣伝費の補助
〇
招聘
商談会への参加 〇
（注）◎は大いに実施している、〇は実施し
ている、△はある程度実施している
（出所）遠藤伸明（2020a）（2020b）、国土交
通省航空局・大阪航空局の情報をも
とに筆者が作成
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港、高松空港における旅客数に連動した
空港使用料の設定があげられる。また、
仙台空港運営会社の豊田通商が、タイ航
空のバンコク線の再開を契機に、出張時
にタイ航空を利用するというビジネス旅
客集客へのサポートを実施している２）。
６．分析
上記で示した、わが国の地方空港・自
治体における航空路線開発についての実
態を、４章で示した理論的枠組みに即し
て分析し、考察を行う。
6－1

航空路線開発ニーズの把握

地方空港・自治体の多くが、外国航空
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会社・外国旅行会社を対象とした訪問・

会社が財政的支援・優遇措置の交渉を強

るためにも、近隣の地域との連携などへ

招聘活動に継続的かつ積極的に取り組ん

引に進めたり、安易に撤退したりするな

の取り組みが重要であることが関係者の

でいた。また、外国航空会社については、

どの機会主義的行動に一定の歯止めをか

なかで認識されていることも明らかとな

フルサービスの大手航空会社・LCC の両

けることにも貢献している可能性があ

った。このように、航空路線開発は、空

方を対象としている。これらは、理論か

る。また、具体的な内容のなかでも特に

港の運営主体が自らの狭義の利益を増進

ら導かれた、外国航空会社に最も大きな

興味深いのが、旅行商品の開発や旅程の

するために実施することに加え、あるい

ニーズがあるという示唆と一致してい

設定にかかわる地域連携や DMO の活用

はそれ以上に、多くの関係者と連携・調

る。ただし、その次にニーズがあるとさ

である。インバウンドは、特定の都市や

整することを通して多くのメリットをも

れた国内LCC各社への働きかけについて

地域への短期間の旅行だけでなく、複数

たらすことの重要性への認識が広がって

は、仙台空港などを除けば明確にはでき

の都市や地域を巡る回遊性のある旅行も

いることはわが国地方空港の航空路線開

なかった。

含まれる。また、先述の理論的考察で示

発のより成熟した段階の到来を予見する

空港の運営主体の側のニーズについて

されたように、観光産業は多くの独立し

ものであろう。

も、理論から導かれた示唆を裏付けるも

た企業によって担われているが、それら

のであった。いずれも、国や地方公共団

の間に多くの外部経済が発生している。

営主体が地方自治体、DMO、関係企業な

体の進める訪日外国人旅行誘致と結び付

従って、これら多数のプレイヤーが空港・

どとの連携のもとで、空港の後背地にあ

けて取り組まれていた。この点で興味深

自治体・協議会・旅行会社・DMO・JNTO

る多様な観光資源に関する情報を効果的

いのは、航空路線開発の主体が、厳密に

などのステイクホルダーと連携・調整す

に提供できる状態は、わが国の航空路線

空港の運営主体によって実施されていた

ることによって、地域全体として、ある

開発が国際的な次元で外国のライバル空

わけではない点である。いくつかのケー

いは地域をまたいで、効果的な情報提供

港の航空路線開発と互角に競争できてい

スで、地方公共団体のインバウンド促進

や誘致活動が可能となることへの理解

ることを意味しているはずである。その

や観光推進を担う部門と連動して実施さ

が、少なからぬ関係者のなかで共有され

結果、これから具体的な新規就航や増便

れていた。

ていることを示していた。

などの結果につながる事例がでてくると

遠藤伸明・小川雅史（2020）が指摘す

外国の航空会社にとっても、空港の運

期待される。

るように、インバウンドの急速な増加に

なお、市場調査に関する具体的な活動

地方空港・自治体の多くが、外国航空

より、近年、オーバーツーリズムとよば

については、多くの地方空港・自治体が

会社に対して、商談会参加、訪問・招聘、

れる、交通渋滞や汚染など負の外部性を

航空会社や旅行会社との面談時に特別な

更には旅行商品の開発など多様な情報提

広く地域社会に及ぼす問題が顕在化して

資料を準備していることなどがあげられ

供・宣伝を継続的かつ積極的に展開して

いる。また、インバウンドや国際線の誘

るが、より詳しい実態とそれにかかわる

きた。また、国際線を対象とする財政的

致に熱心に取り組んでいない地方自治体

情報を把握することができなかった。今

支援・優遇措置についても同様である。

が熱心に取り組んでいる近隣自治体の恩

後のより詳しい考察が必要であるととも

これらによって、外国航空会社の多くは、

恵を受けるという、フリーライダー（た

に、市場調査の役割と重要性について空

情報の非対称性、外国企業のハンディ、

だ乗り）問題も見られる。いわゆる受益

港運営主体が認識を深めていくことの意

参入時のリスクなどを相当程度解消・軽

と負担の不一致である。

義も再確認されよう。

6－2

具体的な方法

減することができたと考えられる。それ

理論的な枠組みの考察のなかで示した

と同時に、自治体側が外国航空会社の多

ように、観光産業は、受益と負担が一致

様なニーズを把握することも可能にした

する通常の財の取引とは異なり、多数の

の測定

と思われる。

事業者が提供する財や、そもそも景観や

遠 藤 伸 明（2020b）、加 藤 一 誠 ほ か

これらの点は、豪州の事例を対象とし

自然といった市場で取引されていない公

（2020）などの計量分析によれば、航空路

た長谷知治ほか（2014）などの先行研究

共財などを多様に組み合わせて初めて実

線開発の努力と、地方空港からの国際線

においても航空路線開発の成功要因とし

現するものである。そのため、個々の地

の路線・便数の増加、更には外国人旅行

て指摘されている。このように、継続的

方自治体単位で、このような活動を行っ

者の増加との間に、一定の相関関係が認

に商談会に参加する、定期的に航空会社

ても投資対効果を明らかにすることが困

められる。また、国の「訪日誘客支援空

や関係各社との会合を持つ、などの取り

難であることを、理論を踏まえて示した

港」の認定にかかわる制度において、認

組みを展開することによって、信頼関係

が、今回の考察からも、この点を確認で

定された空港の航空路線開発の進捗と効

を構築するとともに取引費用を大きく低

きた。また、航空路線開発やインバウン

果を把握する評価（国土交通省「訪日誘

下させることができる。その結果、航空

ド誘致をめぐる活動の持続可能性を高め

客支援空港」
の認定ファローアップ評価）
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6－3

航空路線開発をめぐる投資対効果
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が行われている。それによれば、多くの

研究を更に発展させていきたい。

・遠藤伸明
（2020a）
「国際比較とアンケー

空港において一定の期待された効果があ
がっている。すなわち投資が実を結んで
いると言える可能性がある。とはいえ、

ト調査にもとづくわが国地方空港にお

謝辞

ける航空路線開発への取り組みについ

これも先述したように、個別の活動ごと

査読員の方々より貴重なコメントを頂

の投資対効果の測定は、今回の考察では

戴しました。記してお礼申し上げます。

困難であった。また、訪日外国人旅行誘

ありうる誤りは筆者の責任です。JSPS科

致策やデスティネーションマネジメント

研費 JP20K01675の助成を受けました。

ついても今後のより詳しい分析が必要で
あろう。

ての考察」日本国際観光学会第24回全
国大会梗概集。
・遠藤伸明（2020b）
「わが国地方自治体
におけるエアポートセールスへの取り
組みと影響」日本交通学会2020年度研

の一環での航空路線開発における、投資
対効果の測定の難しさもある。これらに

例を含め」
『日交研シリーズ』A-742。

究報告会予稿集。

注
１

７．まとめ
本稿ではわが国の地方空港の事例を対
象に、航空路線開発とその効果・影響に

・遠藤伸明・小川雅史（2020）
「わが国地
高松空港エアライン誘致等協議会

方自治体の外国クルーズ船寄港にかか

（2019）、観光庁観光地域づくり事例集

わるマーケティング活動の効果につい

～グッドプラクティス2018～、国土交

ての考察」
『交通学研究』第63号、87～

通省「訪日誘客支援空港」の認定ファ

94ページ。



ローアップ評価を参照した。

・アレックス・オスターワルダー、イヴ・



空港アクセスに関する補助について

ピニュール（小山龍介訳）
（2012）『ビ

ティネーションマネジメント、取引費用、

は、花巻、茨城では国際線利用者、広

ジネスモデル・ジェネレーション』翔

価値連鎖などの理論的な視点から分析し

くは新潟、中標津、紋別、松本、静岡、

泳社。

た。
分析から以下の点が明らかになった。

高 知、熊 本、鳥 取、米 子、能 登、萩、

・加藤一誠・後藤孝夫・阪口雄哉（2020）

まず、地方空港・自治体の多くが、理論

石見、佐賀などで行われている。運航

「インバウンド需要の要因分析と訪日

から導かれたように、外国航空会社を

費補助については、佐賀では航空会社

誘 客 支 援 空 港」
『日 交 研 シ リ ー ズ』

ターゲットに、商談会参加、訪問・招聘、

への運航経費、富山、広島、宮崎、静

A-786、pp.99～122ページ。

旅行商品の開発などを通じた情報提供と

岡では国際チャーター便の航空会社

・新谷幸太郎（2012）
「地方空港エアポー

財政的支援に継続的かつ積極的に取り組

（ならびに旅行会社の）
運航経費の補助

トセールスの必要性」
『NRI パブリッ

ついてのプロセスとメカニズムを、デス

２

んでいた。つぎに、これらの取り組みは、
外国航空会社が直面する情報の非対称

クマネジメントレビュー』第102号、８

に対して行われている。
３

https://www.samuitimes.com/thai

性、外国企業としてのハンディを軽減し

woos-japanese-corporate-clients-after-

た。更には、機会主義的行動の回避や取

success-of-sendai-model/

引費用の削減につながる、地方空港・自

年10月１日

閲覧日2020

ステイクホルダーとの連携・調整によっ
て、効果的な情報提供や宣伝活動が可能

Vol. 45、No. 1、43～50ページ。
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