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1　はじめに
1990年代以降、アジア地域では新空港の建設や既存空港の拡張が相次いでおり、国際輸送拠点を巡

る空港間競争が激化している。例えば、1991年に深圳、1994年に大阪、1995年にマカオ、1998年
にクアラルンプールおよび香港、1999年に上海、2001年にソウル、2004年に広州、2005年に名古
屋、そして2006年にバンコクで新空港が開港し、2010年には北京で新空港の着工が予定されている。
その一方で、東京やシンガポール、台北では、滑走路の増設／延伸や旅客ターミナルの新設をはじめ、
既存空港の拡張が図られており、大阪／関西では2007年に第2滑走路の供用が始まった。

国際航空における自由化が進行し、また航空企業によるグローバル・アライアンス（国際航空企
業連合）が形成されるに従って、ヨーロッパ地域に続いて、アジア地域の国際航空においても、ハブ・
アンド・スポークシステム（HSS）が次第に観察されるようになった。

本稿では、まず、世界の主要国際空港と比較して、日本の国際拠点空港における乗り換え率が低
水準であることを紹介する。そして、従来の空港統計によって、東アジア地域（日本、韓国、中国、
台湾）における主要11国際空港の特徴を概観した上で、それら空港との比較の中で、関西国際空港
の位置付けを把握する。

2　世界の主要国際空港における乗り換え率と日本の国際拠点空港における現状
2.1 世界の主要国際空港における乗り換え率

表─1は、ヨーロッパ地域およびアジア地域
の主要国際空港における乗り換え率を示してい
る。北アメリカ地域においては、国内航空で
HSS が高度に発達し、乗り換え率が50％を超
える空港も少なくはない。国際航空が大部分を
占めるヨーロッパ地域に関しても、2003年に
おいてフランクフルト（53％）やアムステルダ
ム（42％）をはじめ、概して乗り換え率は極め
て高い。例えば、図─1は2003年におけるアム
ステルダム発着の KLM の路線別乗り換え率を
示している。東京路線については約80％が、大
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表─1　世界の主要国際空港における乗り換え率（％）

出所）J. G. de Wit and Burghouwt, G. (2005) および各空
港年次報告書より、筆者作成。
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阪路線に関しては約85％が乗り換え旅客であ
り、KLM 全路線の平均乗り換え率は約75％で
ある。このように、KLM が非常に高い乗り換
え需要を獲得している結果、スキポール空港の
高い乗り換え率の維持に大きく貢献していると
いえるだろう。アジア地域については、香港お
よびシンガポールは、現時点ですでに高い乗り
換え率を示しており、ソウル／仁川に関して
も、現在12％である乗り換え率を、将来的に
は25％水準まで引き上げる計画である。

2.2　日本の国際拠点空港における乗り換え率
一方、日本の国際拠点空港における乗り換

え率は極めて低く、2005年度の国際旅客のみ
を対象とした東京／成田の乗り換え率は9.4％
であった。同年における国際旅客と国内旅客の
双方を対象とした大阪／関西の乗り換え率は推
定6.0％であり、名古屋／中部については推定
3.9％であった。

このように、拠点空港としてのレベルを評価
する重要な指標である乗り換え率から判断する
限り、日本の国際拠点空港と世界の主要国際空
港との間には現段階で大きな隔たりがあるとい
え、国内線と国際線の乗り換え空港を目指して
いる関西にとっても、決して高い数字ではない
（表─2）。

図─1　KLMオランダ航空の路線別乗り換え率（2003年）　　　　　　　　　　　　　出所）KLMオランダ航空

表─2　日本の国際拠点空港における乗り換え率

注）国際線から国際線への乗り換え旅客数は、国土交通省「空
港管理状況調書」および「国際旅客動態調査」に基づいてい
る。国内線と国際線との間の乗り換え旅客数についは、各種調
査からの推定値である。例えば、関西における国内線から国際
線への乗り換え率は、国土交通省航空局による「関西国際空港
における乗り継ぎ利便性向上の検証調査（2004年11月）」によ
れば4.6％、中部に関しては、中部国際空港利用促進協議会によ
る「中部国際空港利用実態調査（2005年12月）」によれば5.8％
であった。成田における国内線と国際線の間の乗り換え旅客
数については、ここでは国内旅客数と同数と想定している。ま
た、中部については、開港後（2月17日以降）のデータである。
出所）国土交通省航空局「空港管理状況調書」「国際旅客動態
調査」2006年度および各種調査より、筆者作成。

①東京／成田（2005年度）

②大阪／関西（2005年度）

③名古屋／中部（2005年度）
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3　東アジア主要国際空港の特徴
3.1　空港統計による空港評価

表─3は、2006年における取り扱い旅客数および貨物量からみた世界の空港ランキングを示して
いる。旅客については、総旅客数（国内＋国際）でみた場合に、東京／羽田が4位、そして北京が9
位に入っており、国際旅客数のみでみた場合には、香港（5位）および東京／成田（6位）が上位10
空港に入っている。貨物に関しては、総貨物量（国内＋国際）でみた場合に、香港が2位、ソウル
が4位、東京／成田が5位、そして上海が6位に入っている。国際貨物量のみでみた場合には、香港、
ソウル、そして東京／成田が上位3空港を占め、その他にも8位に上海、9位に台北が入っており、
東アジア主要空港によって上位10空港の半数が占められていることになる。

このように、東アジア主要国際空港は、従来の空港統計では上位にランクされており、特に貨
物に関して顕著であるといえる。国際貨物ハブを目指す関西に関しては、同年における総貨物量は
812,417トン（国内：44,024トン、国際：768,393トン）であり、総旅客数は16,608,435人（国内：
5,399,867人、国際：11,208,568人）であった。

出所）国際空港評議会（ACI：Airports Council International）、2006年。

表─3　世界の空港ランキング（2006年）
①　旅客（国内／国際合計）

③　貨物（国際／国内合計）

②　旅客（国際のみ）

④　貨物（国際のみ）

3.2　東アジア主要国際空港における就航機体規模分布と平均機体規模
図─2は、東アジア主要国際空港における就航機体の規模分布を示している。400座席以上の大型

機については、東京／成田が153機で全出発便数（1,730機）の約8.8％を占めている。現時点で、
同空港の処理能力はほぼ限界に達しており、機材の大型化で対応している現状を反映している。大
阪／関西においては、同クラスの航空機は35機で全出発便数（1,097機）の約3.2％、名古屋／中部
に関しては、同21機で全出発便数（992機）の約2.1％であった。このように、日本の主要国際空
港における400座席以上の機材が占める割合は、概して高いと判断できる。300座席以上の航空機
でみれば、東京が727機（42.0％）、大阪が218機（19.9％）、名古屋が144機（14.5％）であり、
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その他では、ソウル（541機（30.5％））、香港（1,038機（37.1％））、そして台北（563機（42.2％））
が高い割合を示しており、比較的高密度路線が多いこれら諸空港の現状を反映しているといえる。
一方、中国本土主要3空港（北京、上海、広州）や釜山、高雄では、200座席以下の機材が主流であ
ることが観察される。

図─3は、東アジア主要国際空港における平均機体規模の経年的変化を示している。全体的に平
均機体規模は縮小傾向にあり、同地域の国際航空輸送においても、HSS が次第に進展していること
が、その背景にあると考えられる。東京に関しては、2002年4月に暫定平行滑走路（2,180メートル）
が供用開始されたこともあり、中型機による主にアジア路線を中心とした近距離国際便が多く就航
したことが影響している。

4　おわりに
本稿では、従来の空港統計によって、東アジア主要国際空港の位置付けと特徴を把握した。その

結果、関西国際空港の乗り換え率は低い水準にあり、また世界の上位空港と比較して、旅客数およ
び貨物量ともに多くはないことが明らかとなった。また、アジア地域の国際航空における規制緩和
の中で新規参入を果たしたローコスト・キャリアやリージョナル・キャリアによって、従来まで航
空ネットワークで結ばれていなかった小需要都市間が小／中型機で結ばれた結果、あるいは HSS
の路線展開の中で、中型機による多頻度運航が展開された結果、平均機体規模は縮小化の傾向にあ
ることが観察された。

しかしながら、このような空港評価の指標では、航空ネットワークの多様性や空港の競争的地位
は評価できない。次稿以降の2回にわたって、航空ネットワークを多角的に評価するモデルを提案
し、東アジア地域における主要11国際空港の航空ネットワーク・パフォーマンスと競争的地位の評
価および比較を行う。

【参考文献】
J. G. de Wit and Burghouwt, G. (2005), “Hub Development at Amsterdam Airport 
Schiphol”, Paper presented at the Conference on Hub Strategies and Airport issues for 
Northeast Asia, Incheon, Korea.

図-2　東アジア主要国際空港における就航機体の
　　　規模分布（2007年9月第3週）
出所）Back Aviation Solutions：Connections Builderよ
り筆者作成。

図-3　東アジア主要国際空港における平均機体規模の
　　　経年的変化（各年9月第3週）
出所）Back Aviation Solutions：Connections Builderよ
り筆者作成。


