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背景と目的背景と目的

現在日本の空港の数は98に上り 新たな空港が開港する● 現在日本の空港の数は98に上り、新たな空港が開港する
際には必要、不必要といった議論が巻き起こってきた。

実際に存在する98の空港は本当に必要だったのかを事● 実際に存在する98の空港は本当に必要だったのかを事
後評価しようと思う。

そこで福岡、北九州、山口宇
部の３空港が密集している福
岡周辺地域の中から北九州
空港について取り上げ、その
整備が社会的にプラスであ整備が社会的にプラスであっ
たのかの検証を行う。



検証にあたって

検証するために主だ た以下の三つの経済主体の便検証するために主だった以下の三つの経済主体の便
益について考える。

● 消費者便益(利用便益－アクセスコスト－航空代金)

航空会社の便益(航空代金収入 着陸料等)● 航空会社の便益(航空代金収入－着陸料等)

● 国の便益(着陸料等収入－運営費)

れらを合わせたものを総便益と考えるこれらを合わせたものを総便益と考える



検証にあたって

消費者の（航空代金）と航空会社の（航空代金収入）、
航空会社の(着陸料等)と国の(着陸料等収入)
はそれぞれ等しいので キャンセルアウトされる。

総便益 消費者便益 航空会社 便益 国 便益総便益=消費者便益+航空会社の便益+国の便益
=利用便益-アクセスコスト-航空代金
航空代金収入 着陸料等+航空代金収入-着陸料等

+着陸料等収入-運営費
利用便益 クセ ト 運営費 となる=利用便益-アクセスコスト-運営費 となる。



検証にあたって

• 今回、北九州空港が存在する場合と存在しない場
合の3空港 もしくは2空港の航空機の便数に変化合の3空港、もしくは2空港の航空機の便数に変化
はないものと仮定し、その仮定から利用便益に変
化はないものとする化はないものとする。

したが て空港の便益を計算する際に考えるのは• したがって空港の便益を計算する際に考えるのは
アクセスコストと運営費の二つである。

• それによって北九州空港の整備効果を考える



アクセスコストの計算に関する仮定①

国内線(北九州 羽田)利用者のみを考える(国際線は● 国内線(北九州～羽田)利用者のみを考える(国際線は
考慮していない)。

● 北九州空港が存在しないとき、全ての利用者は「福岡
空港」もしくは「山口宇部空港」のどちらかから羽田便を
用いることとする。

(アクセスコストが増えることによる利用者の減少、ほか(アクセスコストが増えることによる利用者の減少、ほか
の交通機関への利用者の流出は考えない。)



アクセスコストの計算に関する仮定②

消費者はアクセスコストが最も少なくなる空港を利用する● 消費者はアクセスコストが最も少なくなる空港を利用する。

● 消費者は移動に際し、公共交通機関を利用する(実際には、
山口宇部空港や北九州空港では 最終アクセス手段のうち山口宇部空港や北九州空港では、最終アクセス手段のうち、
自家用車の割合は５０％を超える)。

各市町村区の利用者はすべて 空港へのアクセスの際 それ● 各市町村区の利用者はすべて、空港へのアクセスの際、それ
ぞれの市町村区の最も主要な駅を利用するとし、そこから空
港までのアクセスコストを計上する。

（最も主要な駅は市役所の位置とその駅の利用者数により判
断した）



アクセスコストの計算に関する仮定③

乗り換え時間は 国土交通省の需要予測の前提条件に基づく● 乗り換え時間は、国土交通省の需要予測の前提条件に基づく
(右下図参照)。

● 消費者の時間価値は、

– バス 43.95円/分・人

– 鉄道 37.4円/分・人

– その他 37.4円/分・人

を採用する。を採用する。

国土交通省より(国土交通省より)



アクセスコストの算出方法

● 時間価値の概念を用いて、時間の費用を円単位で算
出し、運賃と足し合わせる。

● 簡略化した例）八幡西区折尾駅から各空港へのアクセ
スコスト

福岡：(４６+１０)×３７.４＋１１６０＝３２５４円

北九北九：６７×３７.４＋７００＝３２０５円



空港利用の境界

各駅から福岡空港と北九州空空港 山口宇部空港● 各駅から福岡空港と北九州空空港、山口宇部空港
へのアクセスコストを比較する。

● それぞれへのアクセスコストが一致する点を結ぶと
境界ができる。

● その境界によりそれぞれの空港の利用者の範囲を
決定する決定する

● 北九州空港がある場合の3空港の境界と北九州空港
ぞがない場合の2空港の境界をそれぞれ求める



北九州空港がある場合の空港利用の境界①

アクセスコストから● アクセスコストから、

福岡空港と北九州空港の境界：

八幡西区や添田町周辺

北九州空港と山 宇部空港 境界北九州空港と山口宇部空港の境界：

下関市新下関駅周辺関市新 関駅周辺

右図の赤線で囲まれた地域が右図の赤線で囲まれた地域が
北九州空港を利用する範囲となる



北九州空港がある場合の空港利用の境界②

地域ごとに ３空港のうちどの空港を利用することが多いかをデー● 地域ごとに、３空港のうちどの空港を利用することが多いかをデ
タより見る。

表：各市町村区からの福岡、北九州空港の国内線利用者数

(平日、出発のみ)

福岡 宗像 飯塚 直方 若松 戸畑 八幡西 八幡東 小倉

福岡 2,234 30 48 12 14 8 65 20 65

北九州 12 5 2 2 29 37 86 16 188

(単位：人) 国土交通省「航空旅客動態調査」を元に作成

注）福岡空港の利用者数は実際のデータより0.65(国内線利用者数/国際線利用者数)を掛け
合わせている合わせている。

● 表において福岡、北九州の利用者数が等しくなる八幡西と八幡
東の間が境界といえる



理論と実際を比較して

実際の航空旅客動態調査によ て得られた境界とアクセ実際の航空旅客動態調査によって得られた境界とアクセ
スことストの計算から得られた境界がほぼ一致している
ので アクセスコストの計算は信用力があるので、アクセスコストの計算は信用力がある。



北九州空港がない場合の空港利用の境界

アクセスコストが門司と下関の間で逆転● アクセスコストが門司と下関の間で逆転

→関門海峡周辺が境界

関門海峡以西が福岡関門海峡以西が福岡
空港を、関門海峡以東
が山口宇部空港を利が山口宇部空港を利
用するということになる



アクセスコストの計算

ある地域の(１日当たりの)消費者の損失● ある地域の(１日当たりの)消費者の損失

＝アクセスコストの変化（/人）

×その地域の利用者数(/日)

国土交通省旅客流動調査(ある平 統計)よ→国土交通省旅客流動調査(ある平日一日の統計)よ
り

例）小倉区の消費者の便益の変化(平日１日当たり)● 例）小倉区の消費者の便益の変化(平日１日当たり)

(４２０６―２２２６)×１８８＝３７２，２４０(円/日)



消費者(利用者)の便益

● 対象となる市町村の羽田便利用者数(平日出発便のみ)● 対象となる市町村の羽田便利用者数(平日出発便のみ)
・北九州市(門司区、若松区、戸畑区、小倉区、八幡区)

４８３(人/日)：４８３(人/日)
・行橋市

：３５(人/日)
・下関市

：４９(人/日)

これらは北九州空港の平日１日の出発便利用者数の８０％をこれらは北九州空港の平日１日の出発便利用者数の８０％を
占めており、その他２０％は理論上の境界を超えた地域であっ
たり、正確な値を採ることが難しいので、無視する。



消費者(利用者)の便益

以上から● 以上から、

旅客流動調査に基づく、北九州空港整備によるある平
日の出発便利用者のアクセスコストの減少分は、

７６７ ４２６(円/日)７６７,４２６(円/日)



消費者(利用者)の便益



北九州空港の運営費用

損益計算書(平成２１年度)のうち 営業費用の内訳● 損益計算書(平成２１年度)のうち、営業費用の内訳

営業費用 2,396

空港整備経費 258

減価償却費 1 231減価償却費 1,231

人件費 153

庁費 491

国有資産所在市町村交付金 264

● (国土交通省空港別収支表より抜粋)(単位：百万円)

この表を北九州空港の運営費用を考えるうえで用いる



便益を比較

● 埋没費用の考えにより減価償却費を無視した時、● 埋没費用の考えにより減価償却費を無視した時、

北九州空港を整備した場合、運営費の

１,１６５,０００,０００円支出が増加する。

● 減価償却費を整備費用と解釈した時、

北九州空港を整備した場合、運営費の

２,３９６,０００,０００円支出が増加する。

● 北九州空港を整備した場合、

アクセスコストはアクセスコストは

１,１５８,３９５,７８０円減少する。



結果

今回の仮定 計算方法のもとでは 運営維持の面にお● 今回の仮定、計算方法のもとでは、運営維持の面にお
いては、社会的には、空港収支と利用者便益は打ち消
しあう結果となったしあう結果となった。

● ただし、建設費を考えると、北九州空港の建設は社会
的なコストになっていると言える。

● よってこの評価では、北九州空港を作るべきではな
か たといえるかったといえる。



北九州空港のあり方について

生み出される便益と運営費が打ち消しあう結果である● 生み出される便益と運営費が打ち消しあう結果である
ので廃港にしてもしなくても変わりはなく、どちらとも言
い難いい難い

● だが、廃港にした場合にその跡地を他の事業に利用す
ることで整備経費を回収できる可能性はあるためそのることで整備経費を回収できる可能性はあるためその
他の利用を考えることも有益であろう



備考

※ただし 本来北九州空港は福岡空港の混雑緩和を目的※ただし、本来北九州空港は福岡空港の混雑緩和を目的
に作られた空港であるため、北九州空港建設の検証を行
う際には 北九州空港ができたことによる福岡空港の混雑う際には、北九州空港ができたことによる福岡空港の混雑
緩和の便益増加を考える必要がある。



新北九州空港整備事業の事後評価について

実際に国土交通省によ て新北九州空港整備事業● 実際に国土交通省によって新北九州空港整備事業
の事後評価(2011年3月)が行われている

● これはもともと存在した北九州空港の機能拡充のた
めに整備された、現在の北九州空港(ここでの新北九(
州空港)の事後評価。

旧北九州空港を運営し続けたケースと新北九州空港● 旧北九州空港を運営し続けたケースと新北九州空港
を整備、運営したケースのそれぞれの需要を予測し
費用便益分析を行ったものである費用便益分析を行ったものである



※新北九州空港整備事業の事後評価との差異

これによると時間短縮・費用低減効果は3 589 000 000円● これによると時間短縮・費用低減効果は3,589,000,000円
(2010年度)となっており今回の検証でのそれに相当するアク
セスコストの減少分1,158,395,780円とは大きな隔たりがある。トの減少分 , , , 円とは大きな隔たりがある。

● その主な原因としては以下のことが考えられる。

時間価値の差 この評価では時間価値が3154[円/時間]であるのに対し– 時間価値の差･・･

者数 差

この評価では時間価値が3154[円/時間]であるのに対し、
今回は37,4[円/分]（2244円[円/時間]）を使用している。

この評価では北九州空港整備により新たに創出された– 利用者数の差･・･ この評価では北九州空港整備により新たに創出された
利用者の便益を含んでいる。

– ア ･・･クセスコスト
の定義の差

この評価ではアクセスコストに航空運賃も含まれており、
利用者数による差がより開くようになっている。

より正確な評価のためにはこれらの点を考慮しなければならないといえる。
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