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<要旨> 

日本最大の空港である羽田空港は、現在に至るまで進化を遂げながら日本の成長を支えて

きた。そんな羽田空港は、急速なグローバル化に伴い、国際競争力をつけるため、今まで

以上に玄関口としての機能を果たしていく事が求められている。そのためには国際線の増

便が必要不可欠なのであるが、羽田空港は現在フル稼働しており、現状のままでは増便が

図れない状況にある。様々な方策を検討した結果、滑走路の運用、飛行経路を見直すこと

で、１日に約５０便の増加が可能であることが分かった。しかし、この新飛行経路は離着

陸の際に都心上空を低空で飛行することが条件となる。ここで、騒音問題や安全性をめぐ

って住民との間に問題が生じている。これらの現状分析や現在すでに都心上空を飛行する

こと有名な福岡空港との比較をもとに、「これまで存在しなかった外部不経済の発生」に

着目し、航空券連帯税をベースとした政策を考案した。結果、国際線増便による経済効果

の一部を、それによる外部不経済の影響を受ける人々に還元する仕組みづくりがなされ、

問題解決につながる糸口になるという結論が得られた。また、この政策が実現した際のシ

ミュレーション分析も行った。 
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はやくだって、ゆっくりだって、 

 

とにかく走り続ければ辿り着ける場所がある 
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序章 

羽田空港は、１９３１年の開港以来、進化を遂げながら日本の成長を支えてきた。今現

在でも日本最大の空港として年間約７０００万人に利用されている。しかし成長はいまだ

止まることはなく、今後急速なグローバル化とともに、航空業界をはじめとする羽田空港

の経済効果は非常に大きなものとなるのである。そのため、これまで以上に日本の玄関口

としての機能が求められることになる。しかし、現在、羽田空港は混雑空港と指定される

ほどフル稼働状態にあり、現状のままでは、国際線を増便し、機能強化を図ることができ

ない。そこで国土交通省は羽田空港の機能強化のための方策として、都心上空を新飛行経

路とする案を提示した。しかし航空機が上空を低い高度で飛行することには、騒音問題や

安全性の問題など外部不経済が存在する。その問題を不安に思ったり不満に感じたりして

いる住民は国に対し抗議活動を行っている。国側も問題に対する解決策を提示し情報提供

に努めているが未だ問題は発生している状況である。これはまさに経済成長と環境問題

（外部不経済）とのバランスを分析する環境経済学の問題であると考えられる。そこで、

これまで学んできた環境経済学の集大成として、これらの現状分析を行い、自らが現地へ

足を運ぶことによるフィールドワークも取り入れた上で、問題に迫る。そして、先行研究

などを参考に、年間６５００億円にも及ぶと予想されている新飛行経路案による経済効果

の恩恵の一部を、外部不経済の影響を受ける人々に還元するシステムを提案する。そして

この今問題解決の政策案を、有効性などについて現実のデータをもとにしたシミュレーシ

ョン分析を通して考察する。 
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第１章 羽田空港の概要 

羽田空港とは、正式名称を東京国際空港といい東京都の大田区に位置する日本最大の空

港である。滑走路はＡ滑走路 3000m、Ｂ滑走路 2500m、Ｃ滑走路 3360m、Ｄ滑走路

2500m と合計４本ある。また、旅客ターミナルは国内線用が第一旅客ターミナル、第二旅

客ターミナルと２つあり、別に国際線旅客ターミナルが１つある。その他貨物ターミナル

やプライベートジェット用施設、航空会社施設などがあり、羽田空港の敷地面積は約１５

２２ヘクタールとなり日本最大の面積を誇る。羽田空港は、国内外合わせて４２の航空会

社が就航しており、就航都市は国内４８都市、海外３２都市あり、年間の航空旅客数は７

５３２万人にも及ぶ。これは国内最大であり、かつ世界でみても第５位の多さである。ま

た都心からのアクセスも便利であり、例えば東京からは２０km（約３０分）で、品川から

では１２km（約２０分）である。また、２４時間空港がオープンしているという特徴もあ

る。この豊富な国内路線就航や都心からのアクセスを強みとして、羽田空港は１９３１年

の開港以来、１９６０年代の高度経済成長を皮切りに日本の成長、地域の発展を支えてき

た。２０１６年夏現在では、１日の国内線利用客は約１７１０００人、発着回数は最大約

１０００回、国際線利用客は約３７０００人、発着回数は最大約２２０回となっている。 

 

 

 

第２章 羽田空港の現状とこれから 

 

２．１ 羽田空港の重要性 

今後日本では人口減少（現在１．２８億人が２０６０年には約 8700 万人）や高齢化

（約２３％が２０６０年には約４０％）が進み、今後の世代まで日本経済の維持・発展を

させていくためには、より一層諸外国との結びつきを深めることが重要とされている。ま

た訪日外国人の数は増加を続けており、近年では約 2000 万人にも達し２０６０年には約

4000 万人に達すると予想されている。以上の社会背景が存在する中で、東京は、世界の主

要都市と比べ就航都市が少ないというのが現状である。羽田空港と成田空港を合わせても

国際線の就航都市は９２都市であり、ロンドンの３４３都市やパリの２７０都市と比べて

も非常に少ないのである。また、東京は世界の都市総合力ランキングで世界総合第 3 位と

なったが、国際線就航都市数が弱みとされ、交通アクセス分野において低い評価を受けた

のである。そのため、２０２０年の東京オリンピック、パラリンピックやその先の日本の

成長を見据えて羽田空港のあり方を検討していく必要があるとされているのである。今後

人口減少社会を迎える日本において、羽田空港をさらに世界に開いて国際競争力を高める

ため、羽田空港における国際線の増便が不可欠なのである。 
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２．２ 国際線増便のための方策 

国際線の増便のための方策としては、次の３つの方法が挙げられた。 

１、滑走路が開いている時間帯を活用する 

２、新たに滑走路を建設する 

３、滑走路の使い方・飛行経路を見直す 

まず１についてだが、羽田空港は深夜早朝を除いて現在フル稼働しており、国際線の需要

が集中する時間帯において、これ以上発着を増やすことはできないのである。 

次に２についてだが、東京湾上空や空港の周辺は大変混雑しており、仮に新しい滑走路を

建設したとしても、それだけでは便数を増やすことはできないのである。そのため、滑走

路の使い方を見直し、それにあった飛行経路を設定する必要があるのである。 

 

（発着枠について） 

羽田空港には、発着枠という、空港の出入場許可便枠が存在する。これは、フル稼働して

いる空港を混雑空港として指定し、発着を許可制とすることで、航空会社の参入や撤退を

調整することで混雑を規制するものである。現在羽田空港は、年間約３８万４０００回の

発着回数で深夜早朝を除いて空港がフル稼働している状態にある。そのため、国際線の需

要が高い時間帯の発着枠を拡大するため、その時間帯における滑走路の使い方、飛行経路

を見直す必要があるのである。 

 

 

第３章 新飛行経路案について 

 

３．１ 新飛行経路案のこれまで 

２０１４年８月     国土交通省が羽田空港の国際線増便に関する実現方策を提案し

た。これに対し、関係自治体から受け止めを表明。関係自治体

との連絡調整を開始することを確認。 

２０１５年１月     関係自治体から国土交通省に対し、住民説明に向けた準備を要

請。国土交通省は、コミュニケーションの手法やプロセスの検

討に着手。 

２０１５年５月     コミュニケーションの手法やプロセスを決定。住民説明に着

手。関係自治体は、丁寧な住民説明を行うように要望。 

２０１５年７月～１２月 羽田空港の国際線増便の必要性や実現方策について住民説明会

を通して情報提供。 

２０１５年１２月～   提案の背景や具体的な影響、とりえる対策の方向性などを示

し、住民の意見を取り入れながら環境影響に配慮した方策を策

定。 
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２０１６年７月      国土交通省は「環境影響等に配慮した方策」を公表。関係自

治体は、引き続きの丁寧な情報提供と、上記方策に基づく環

境・安全対策の着実な実施を要望。 

 

それでは今回のテーマである羽田空港の国際線増便のための新飛行経路について、国土交

通省が提案している実現方策について具体的にみていく。 

 

３．２ 飛行機の飛行に関する前提 

国際線の増便のための方策の前に、飛行機が空を飛ぶ上での国際的なルールについて説

明する。 

まず１点目は、飛行機は風に向かって離着陸をしなければならないのである。まずそも

そも飛行機はジェットエンジンが空気を吸い込み、後方に噴出することで生まれる期待を

前進させる力「推力」を、翼を利用して、機体を浮き上がらせる力「揚力」に変えること

で空を飛んでいる。天候の変化や風など様々に変化する状況のなかでこの推力と揚力が途

絶えることが決してないようにすることで安全に運航しているのである。 

このようにして飛行機が飛ぶ中で、飛行機が風に向かって飛ぶときは揚力が大きく働くの

である。これは凧をあげるときに風に向かって走るのと同じ原理である。そして飛行機が

離陸するときは、短時間で飛行機を上昇させることで、機体を安定させる。着陸時は、揚

力を大きく働かせ、スピードを落としても機体の安定を保つことで十分にスピードを落と

し、安全に着陸する。このために、飛行機は風に向かって離着陸を行う。 

２点目は、飛行機は空の「みち」を飛行するということである。空にも地上と同様に飛

行機が飛行すべき「みち」（飛行経路）がある。その決められた飛行経路に従い、飛行機

は運航している。空港に離着陸する航空機は、高い建築物などの地上の障害物等と十分な

間隔が確保された飛行経路を飛行する必要がある。特に着陸の際には、航空機は電波によ

り自分の位置を確認しながら、国際基準により定められた一定の角度（３度）で滑走路に

向かって直進しながら降下する。 

３点目は、飛行機は他の飛行機と十分な間隔を確保する必要があるということである。

飛行機は高速で飛行するためである。水平方向（距離）、垂直方向（高度）にどの程度の間隔を確

保する必要があるかは、国際基準により定められている。 それ故、一つの滑走路は、一度に一

機の航空機しか使用することができない。また、航空機は、突風などにより途中で着陸を取りやめ

再び上昇する場合があるため、他の滑走路に着陸する航空機との間隔にも注意をする必要があ

るのである。  

以上の条件下において、羽田空港においては使用する滑走路と飛行経路により、１時間

あたりの発着回数が決められている。 
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３．３ 現在の滑走路の使い方 

南風と北風が多くみられる羽田空港においては、風向きに合わせて２通りの滑走路の使

い方が存在する。 

 

南風時の早朝深夜時間帯以外は次の図のような滑走路の使われ方をしており、東京湾上

空を有効に使って、都心への騒音の影響を減らすように離着陸が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 現在の羽田空港滑走路の使い方（南風時） 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

図２ 現在の羽田空港周辺の飛行経路（南風時） 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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以上のような使い方だと、 

①Ｂ滑走路到着機が国内線ターミナルに移動する場合など、Ａ滑走路を飛行機が横断して

いる間は、Ａ滑走路から離陸することができない。 

②Ｄ滑走路到着機が着陸をやり直した場合にＡ滑走路出発機と交錯するのを避けるため、

到着機が確実に着陸してから出発機を離陸させなければならない。 

③Ｄ滑走路到着機とＣ滑走路出発機が交錯するのを避けるため、到着機が確実に着陸して

から出発機を離陸させなければならない。 

などの問題が生じているのである。 

 

 

一方北風時は次の図のような滑走路の使い方をしている。南風時は４本の滑走路を使用

しているが、北風時は３本の滑走路を効率的に使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 現在の羽田空港滑走路の使い方（北風時） 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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図４ 現在の羽田空港周辺の飛行経路（北風時） 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

 

以上のような使い方だと、 

①Ｃ滑走路到着機が国際線ターミナルに移動する場合など、Ａ滑走路を飛行機が横断して

いる間は、Ａ滑走路に着陸することができない。 

②Ｃ滑走路到着機とＤ滑走路出発機が交錯するのを避けるため、到着機がＤ滑走路上を通

過してから、出発機を離陸させなければならない。 

といった問題が生じてしまうのである。 

 

このように現在の滑走路の使い方では。問題がいくつかあり、滑走路の使い方を見直し、

それにあった飛行経路を設定することで、発着回数を増やすことが可能になるのである。 

そこで現在検討されている新しい滑走路の使いかたと、新飛行経路は以下のようになるの

である。 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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南風時の新しい滑走路の使い方と空港周辺の飛行経路は以下の図のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 新しい羽田空港滑走路の使い方（南風時） 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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図６ 新しい羽田空港周辺の飛行経路（南風時） 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

 

以上の使いかた、飛行経路にすることで発着回数を１時間当たり８０回から９０回へ、１

０回増やすことができるようになるのである。 

 

 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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北風時の新しい滑走路の使い方と空港周辺の飛行経路は以下の図のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 新しい羽田空港滑走路の使い方（北風時） 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 新しい羽田空港周辺の飛行経路

（北風時） 

国土交通省 羽田空港のこれから 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/ 

より引用 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/


14 

 

北風時も南風時と同様、以上の使いかた、飛行経路にすることで発着回数を１時間当たり

８０回から９０回へ、１０回増やすことができるようになるのである。 

 

 

第４章 新飛行経路案によって起きる問題 

 

４．１ 住民との抗争 

ここまで、国際線増便のために、飛行経路を見直すことによって発着回数を増やすという

案についてみてきた。しかし飛行経路の見直しによって、この案が実現されると、飛行機が

都心上空を飛行することになるのである。そこで都心に住む人々には、騒音問題や安全性に

対して不安を持つ人がいる。 

 

 

写真１、２ 羽田空港新飛行経路反対派「羽田空港増便問題を考える会」のチラシ 

（筆者が実際に住民説明会に参加した際にいただいたものを後日撮影） 

 

以上の写真は、国土交通省が主催する「羽田空港のこれから」に関する住民説明会に、実

際に筆者が参加した際、住民の方から受け取ったチラシである。住民は、飛行機の都心上空

飛行に関して、特に騒音問題と安全性の問題に対して不安の声を上げていた。そこでその騒

音問題や安全性の問題について詳しく述べていく。 
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４．２ 騒音問題とその対策 

一般的に飛行機の高度が高い程、音は小さく、高度が低い程、大きくなる。これは単純に、

音を発するものから離れると音は小さく聞こえるためである。また、着陸時の高度はすべて

の機種で同じであるが、離陸時の高度は機種や搭載する燃料の量によって変化する。これは、

機種によって乗客数や行先の違いによる燃料搭載量が異なるため、飛行機の重量が変化す

るのである。重量の軽い小型機などは、離陸後すぐに高度を上げることができるが、重量の

重い大型機は、すぐに高度を上げることができないため、小型機に比べてゆっくりと高度を

上げていくのである。また、離陸時と着陸時でも音の大きさは異なるのである。これは離陸

時と着陸時では飛行機で行う操作が異なるため、それによって生じる音にも差が出てくる

ためである。 

 

ここで例として、新飛行経路案における南風運用時に、どのように音が聞こえるか、みて

みる。 

図９ 新飛行経路（南風時）運用時の飛行機の音の聞こえ方 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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また、離着陸時に飛行機が発する音に関して、機種ごと、高度ごとにまとめたものが以下

の表である。 

 

 

図１０ 離陸時の最大騒音レベル（Ｌ＿Ａｍａｘ×ｄＢ） 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より筆者作成 

 

図１１ 着陸時の最大騒音レベル（Ｌ＿Ａｍａｘ×ｄＢ） 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より筆者作成 

 

 

以上の図をもとにすると、品川付近上空では、飛行機は上空約４５０ｍを飛行することと

なり、騒音レベルとしては７０～７５ｄＢが予想されている。そこで、この騒音レベルはど

の程度の音なのかということについてみてみる。 

 

 

 

 

 

７３７－８００ Ａ３２０ ７６７－３００ ７８７－８ ７７７－２００ ７７７－３００
２０００ｆｔ（６１０ｍ） 78 79 80 74 80 82
２５００ｆｔ（７６０ｍ） 76 77 78 71 78 79
３０００ｆｔ（９１５ｍ） 73 74 76 69 76 77
３５００ｆｔ（１０６５ｍ） 72 72 74 67 74 75
４０００ｆｔ（１２２０ｍ） 70 71 73 66 73 74
４５００ｆｔ（１３７０ｍ） 68 69 71 64 72 73
５０００ｆｔ（１５２５ｍ） 67 68 70 63 70 71
５５００ｆｔ（１６８０ｍ） 66 67 69 62 69 70
６０００ｆｔ（１８３０ｍ） 65 66 68 61 68 69

小型機 中型機 大型機
高度

７３７－８００ Ａ３２０ ７６７－３００ ７８７－８ ７７７－２００ ７７７－３００
１０００ｆｔ（３０５ｍ） 76 77 78 76 79 80
１５００ｆｔ（４５５ｍ） 71 73 74 72 76 76
２０００ｆｔ（６１０ｍ） 68 71 71 69 73 74
２５００ｆｔ（７６０ｍ） 65 69 68 66 71 72
３０００ｆｔ（９１５ｍ） 63 67 66 64 70 70
３５００ｆｔ（１０６５ｍ） 61 66 65 63 68 69
４０００ｆｔ（１２２０ｍ） 59 65 64 61 67 68
４５００ｆｔ（１３７０ｍ） 58 64 63 60 66 66
５０００ｆｔ（１５２５ｍ） 56 63 62 58 65 66

高度
小型機 中型機 大型機

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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以下の表は、日本騒音調査が出している、騒音の基準値とその目安である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２ 騒音値の基準と目安 

日本騒音調査 ソーチョー http://www.skklab.com/standard_valueより筆者作成 

 

 

音は音源から離れると小さく聞こえるため、飛行経路の側方では経路から離れると音は

聞こえにくくなる。また、屋内では、建物の遮音効果により、飛行機の音は大幅に小さくな

る。通常の建物の屋内では、約２５ｄＢの遮音効果があるといわれている。 

また、同じ音の大きさでも他の生活音との関係から、生活における飛行機の騒音の感じ方

が異なる。例えば、同じ音の大きさでも、生活音が多く発生する昼間と、発生しない夜間で

は、夜間の方が大きな音に感じ、生活に与える影響は大きくなるということである。これに

加えて、飛行機の音は継続せず、断続的に発生することから、飛行機が通過する際に聞こえ

る音の大きさについて１日の騒音の総エネルギー量により評価するように決められている

のである。 

 

以上のように都心上空を飛行機が飛行することにより、騒音が発生し、住民の人々の生活

への影響は大きいものであるのである。 

 

 

犬のなき声（５ｍ）

騒々しい工場の中
カラオケ（店内）
ブルドーザー（５ｍ）
地下鉄の車内
電車の車内・ピアノ（１ｍ）
布団たたき（１．５ｍ）
麻雀牌をかき混ぜる音（１ｍ）
騒々しい事務所の中
騒々しい街頭・セミのなき声（２ｍ）
やかんの沸騰音（１ｍ）

静かな乗用車

普通の会話
洗濯機、掃除機、ＴＶ（１ｍ）
トイレの洗浄音
アイドリング（２ｍ）

静かな事務所

家庭用クーラー(室外機)
換気扇（１ｍ）

５０ｄＢ
大きく聞こえる

通常の会話は可能

うるさくて我慢できないレベル

かなりうるさい
かなり大きな声を出さないと会

話ができない

９０ｄＢ

８０ｄＢ

７０ｄＢ

６０ｄＢ
非常に大きく聞こえうるさい
声を大きくすれば会話ができる

http://www.skklab.com/standard_value
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現在の対策 

現在、騒音問題に対する対策として考えられているのは、 

①より静かな航空機の使用促進 

②運用時間や便数の見直し 

③高度の引き上げ 

④富津沖海上ルートのさらなる活用 

⑤住宅防音工事 

である。これらについて一つずつみていく。 

 

①より静かな航空機の使用促進 

一般的に航空機は小さい程、音が小さく、大きい程、音も大きくなる。また、最新の航空機

は、従来の航空機に比べ大幅に音が静かになっており、そのような新しい航空機が日本の空

では数多く使われている。羽田空港では、比較的騒音の小さな中・小型機が全体の約７割を

占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 羽田空港就航機種割合 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より筆者作成 

 

 

 

 

 

 

 

羽田空港就航機種割合（平成２８年３月現在）

Ｂ７３７－８００ Ａ３２０ その他の小型機

Ｂ７６７－３００ Ｂ７８７－８ その他の中型機

Ｂ７７７－２００ その他の大型機 その他

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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図１４ 時代と共に進化してきた飛行機の騒音レベル 

国土交通省 羽田空港のこれから https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

 

現在、より静かな最新の航空機の例として、Ｂ７８７がある。この機体は、下図のように

エンジンの排気口をのこぎり状にすることでエンジン周辺の空気の流れをよくし、騒音を

軽減する。そしてエンジンのファンを大きくすることでもジェット排気流を抑え、騒音を軽

減している。また、吸音パネルの面積の拡大もしている。このように様々な技術を駆使する

ことで最新の航空機は騒音を軽減することに貢献しているのである。 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ７８７のエンジン 

ボーイング７８７写真集より引用 

 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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このＢ７８７は、中型機の大きさであるが小型機と同等、またはそれより小さい音で飛行

する。 

 実際に航空機の音の数値を比較してみると、 

着陸時（経路直下）で最大騒音レベルは、高度１０００ｆｔにおいて、 

小型機 Ｂ７３７－８００ ７６ｄＢ 

小型機 Ａ３２０－２００ ７７ｄＢ 

中型機 Ｂ７６７－３００ ７８ｄＢ 

中型機 Ｂ７８７－８   ７６ｄＢ 

大型機 Ｂ７７７－３００ ８０ｄＢ 

 

離陸時（経路直下）で最大騒音レベルは、高度２０００ｆｔにおいて、 

小型機 Ｂ７３７－８００ ７８ｄＢ 

小型機 Ａ３２０－２００ ７９ｄＢ 

中型機 Ｂ７６７－３００ ８０ｄＢ 

中型機 Ｂ７８７－８   ７４ｄＢ 

大型機 Ｂ７７７－３００ ８２ｄＢ 

 

となっている。これらはすべて、国土交通省推計値結果である。 

 

このような騒音を軽減する最新の航空機の導入を航空会社に促進するために、羽田空港

の国際線着陸料を、航空機の重量と騒音の要素を組み合わせた料金体系に見直すことが考

えられている。そもそも着陸料とは空港使用料の一種であり、特定の空港や飛行場に着陸し

た航空機の運営主体からその空港の管理主体に支払われる料金である。現行の国際線着陸

料は、決められた単価に最大離陸重量（飛行機が離陸できる最大の重さ）を掛け合わせたも

のである。それを、新料金形態では、これまでの決められた単価に最大離陸重量を掛け合わ

せたものにプラスして、決められた単価に騒音量を掛け合わせたものを上乗せするという

ものである。こうすることによって、航空会社には運航コストを削減するため、最新の低騒

音機を導入するインセンティブがはたらくのである。 

 

②運航時間や便数の見直し 

北風時の新飛行経路運用時間を当初６時～１０時３０分の予定だったが、７時～１１時３

０分に変更する。そうすることで、同じ音でも生活への影響を小さくすることができる。 

また騒音影響の大きい、南風時のＢ滑走路の出発便数を削減する。当初の案では、南風時の

Ｂ滑走路出発便は、毎時間２４本だったが、調整を行うことで全体の発着回数は９０回のま

ま、Ｂ滑走路の出発便を毎時間２０本に減らすことができた。そうすることで、騒音影響を

小さくすることができる。 
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③高度の引き上げ 

南風時の新到着経路いついて、着陸開始をする高度をより高くすることにより、航空機の騒

音の影響を小さくする。こうすることで都心部では当初上空３０００ｆｔを飛行する予定

であったところが、４０００ｆｔや５０００ｆｔ上空を飛行することとなる。この高度の引

き上げにより、騒音は４０００ｆｔのところでは約２～４ｄＢ、５０００ｆｔのところでは

約４～７ｄＢ軽減されることになる。また、飛行機は安全かつ安定的に着陸するために定め

られた角度で降下する必要があるため、３０００ｆｔ以下の区間では、これ以上の高度の引

き上げをすることはできない。 

 

④富津沖海上ルートのさらなる活用 

富津沖ルートとは、北風の好天時にＣ滑走路到着機が決められた地点から海ほたるの地標

航空灯台を視認できる場合のみ、Ａ滑走路到着機が海上（富津沖）を通るルートである。海

の上空を通過するため、このルートのさらなる活用により地上への音の影響を抑えること

が期待できる。そこで、海ほたるに設置してある目印（地標航空灯台）の明るさを１０倍に

し、夕方や夜間、悪天時の視認性を高め、富津沖海上ルートの運用比率を高めることで、増

便後も陸域の通過便数が増えないようにする。 

 

⑤住宅防音工事 

昼間、夕方、夜間の時間帯別に重みをつけて求めた、変動する騒音のレベルをエネルギー的

な平均値として表したＬｄｅｎという単位をもとに、関係法令に基づき、住宅防音工事が必

要な地域に、防音工事を実施する。住宅防音工事が必要となるような音の影響の範囲は以下

のようになる。（Ｌｄｅｎ６２ｄＢ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ 羽田空港周辺の住宅防音工事が必要な

地域（環境影響等に配慮した方策を織り込んだ後） 

国土交通省 羽田空港のこれから 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/より引用 

 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
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その他、学校や病院の防音工事もある。教育施設等の防音工事については、航空機の騒音

の強度及び頻度が一定の限度を超える場合に国が助成を行う。空港に近接し、かつ新経路付

近に位置する学校・病院等については、必要な調査を行った上で、法律に基づく防音工事の

実施に向けた準備を行う。具体的には、防音サッシの設置や、空調機の設置を行う。空調機

に関しては、設置を行うことで窓の開閉による温度調整を行う必要がなくなるため、騒音の

影響を小さくすることができるのである。 

 

 

４．３ 安全性の問題とその対策 

航空機の事故の約８割が離着陸時に起きており、中でも離陸後３分と着陸前８分間に集

中しているため、「魔の１１分」と呼ばれている。新飛行経路においては、この時間帯に都

心上空を飛行することとなり、住民からは不安の声が上がっているのである。 

また、点検や整備が不十分であると、航空機の部品や機内または空中由来の氷の塊が航空機

から落下する恐れがある。特に、マイナス４０度の成層圏を飛行してくる決表状態の到着便

が着陸前に車輪を出すときに氷が落下することがあるのである。過去にも飛行機からの落

下物が問題になったことは数件あり、住民からは特に不安の声が上がっているのである。 

 

現在の対策 

①事故に対する対策 

航空機の運航の安全性を確保するため、何重もの安全対策を積み重ね、事故の発生を防ぐ

あらゆる取り組みを行っている。その一環として航空機の墜落に限らず、様々な航空事故や

事故に結びつく恐れのあった事案については、専門家が原因を徹底的に調査し、二度と同様

の事故を起こさないようにさらなる安全性の向上を図ってきた。加えてそのような事態の

予兆があった場合も航空会社に報告を求め、安全対策に活用している。この結果、航空事故

の発生件数は減少傾向にある。また昭和６０年のＪＡＬ機の御巣鷹山事故以降、乗客死亡事

故は発生していない。 

そこでどのように安全対策がとられているのか、具体的に説明する。まず飛行機の運航に

おいて、安全の確保は、すべてに優先し、高い緊張感をもって日々の安全対策にあたってい

る。過去の事故からの教訓や技術開発をもとに安全対策を少しずつ積み重ねていくことに

よって、より高水準の安全が実現されるよう、関係者一同が日々努力している。 

旅客機は仮に故障や操作ミスが発生しても致命的な事態に陥らないよう、機器の信頼性

を高めるとともに多重化を図る設計がされている。その上で国が安全基準に基づき設計を

確認し、さらに１機ごとに検査を実施している。加えて、機体の整備は国が能力を認定した

整備工場で行われ、継続的に安全性を確認している。 

パイロットにおいては、長期間の教育、訓練を経た上で国家試験に合格する必要がある。

パイロットとなった後も、厳しい訓練と検査をクリアしなければ働き続けることはできな
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いのである。旅客機のコックピットでは、２名のパイロットが乗務する体制で相互にチェッ

クとバックアップを行い、航空機を安全に飛行させている。 

地上部においては、管制官や気象台、航空会社から、常に指示や情報提供を行っている。

地上でも、万が一の場合にも機能喪失がないように設計がされている。例えば、羽田空港に

おいては、管制塔の機能が失われた場合には、旧管制塔がバックアップとして機能したり、

停電の場合には、バックアップ電源を使用することで航空灯火や管制システムが必要に機

能したりするように設計されているのである。 

こうして、様々な人々がチームとなって安全運航に努めているのである。 

 

②部品や氷の落下に対する対策 

落下物につながりうる事例について、原因究明を行い、これに応じた対策を地道に積み重ね

ることで、未然防止に努めている。例えば、翼にあるフラップ周辺のゴム部品が落ちること

のないように、取り付け金具を改善したり、点検の頻度を増やしたりしている。また、飲料

水などの給水口からの水漏れなどが生じないよう点検を行ったり、氷が付着しやすい水排

出管に凍結防止ヒーターを装着したりしている。 

 

 

第５章 福岡空港との比較 

現在都心上空を飛行機が飛行することで有名な福岡空港について述べる。その上で羽田

空港との比較を行い、今回の問題に迫る。 

 

 

５．１ 福岡空港の概要 

福岡空港は、福岡県福岡市博多区に位置する空港である。滑走路は２８００ｍ一本である。

また、旅客ターミナルは、国内線ターミナルと国際線ターミナルがある。福岡市街地から５

ｋｍ以内という至近距離に位置しており、アクセスのいい空港として知られている。年間発

着数は１７．１万回と、羽田、成田に次いで第３位であるが、滑走路１本での運用となるの

で、滑走路１本当たりの発着回数としては、日本最大となり、混雑空港として指定されてい

る。年間旅客数は約２０００万人であり、これも羽田、成田に次いで国内第３位である。上

にも書いたように、市街地から５ｋｍ以内という至近距離に位置するため、飛行機が市街地

の上空を低空飛行するということで有名である。 

 

そこで筆者は実際に福岡空港に足を運び、肉眼で市街地上空を飛行する飛行機を確認し 

てきた。 
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写真４ 着陸寸前の航空機 

 

幹線道路を走る車のすぐ上を飛行してい

る 

（２０１７年１月 筆者撮影） 

 

 

 

 

写真５ 住宅街上空を飛行する航空機 

 

着陸態勢に入り、降下を始めている。 

上空２００ｍを飛行 

（２０１７年１月 筆者撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 着陸態勢に入っている航空機内からの写真。 

 

約５分間にわたって左写真のような市街地上空を旋

回しながら低空飛行 

（２０１７年１月 筆者撮影） 
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５．２ 福岡空港周辺の現状 

羽田空港においては、今後都心上空を飛行機が飛行するということで、住民から不安の声

が上がっている騒音問題や安全性に関する問題。これらの問題が、すでに都心上空を飛行機

が飛行している福岡空港ではどうなっているのか、みていく。 

 

まず、福岡空港を離発着する飛行機の飛行経路は以下のようになっている。 

 

図１６ 福岡空港周辺の飛行経路 

国土交通省 航空機騒音対策について

https://www.mlit.go.jp/common/001027543.pdf#search=%27%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9

F%E9%A8%92%E9%9F%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27 より

引用 

 

以上の図からわかるように、空港の１０ｋｍ圏内の地域においては、飛行機が２０００ｆ

ｔ（約６００ｍ）よりも低い上空を飛行しており、騒音も著しい。 

https://www.mlit.go.jp/common/001027543.pdf#search=%27%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E9%A8%92%E9%9F%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27
https://www.mlit.go.jp/common/001027543.pdf#search=%27%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E9%A8%92%E9%9F%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27
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以下の図は、福岡空港周辺の騒音対策地域（黄色の部分）を表しているが、これらの地域

内では、飛行機が上空を飛行する際に７０ｄＢ以上の音の影響を受けている。この黄色の部

分の面積は、１７５０ｈａに及ぶ。 

図１７ 福岡空港周辺の騒音対策地域 

福岡県資料 福岡空港の現状

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/202750_51686656_misc.pdf#search=%27%

E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%A9%BA%E6%B8%AF+%E9%A8%92%E9%9F%B3%E5%95%8F%E9%A1%8C%27 より

引用 

 

 

平成６年には、航空機騒音によって長年にわたり被害を受けたとして、福岡空港周辺住民

が国に対して、福岡空港における米軍機、自衛隊機および民間機の夜間使用差し止めを求め、

加えて損害賠償を求めた福岡空港騒音公害訴訟が起こった。この訴訟は、平成６年１月２０

日の最高裁判決において、夜間差し止めにおいては住民の訴えが斥けられた。一方で騒音被

害に対する損害賠償については、国の諸対策で軽減されているが、なお受忍の限度を超え、

人格権が侵害されているとして、住民の訴えが一部認められた。この判決を踏まえ、地域住

民との合意のもと、福岡空港の利用時間は、７時から２２時までに自粛されており、現在に

至る。 

 

また寺田氏による「市街地における航空機騒音への受容意識の分析」によると、羽田空港、

福岡空港はどちらも発着容量不足から空港の拡張計画がされてきたが、羽田空港が騒音を

避けるように海上へ拡張を続けてきたのに対し、福岡空港は、海上ではなく現空港の拡張を

望む市民の声が多数であり、現在滑走路増設案が採択され計画が進んでいる。そしてこの福

岡空港周辺における住民の航空機騒音に対する受容意識構造を住民へのアンケート調査を

もとに分析している。結果として、航空機騒音への慣れの存在や、自ら騒音に接近した意識、

空港アクセスの利便性を維持したいとする意識が受容に結びついている構図が明らかとな

っている。 

 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/202750_51686656_misc.pdf#search=%27%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%A9%BA%E6%B8%AF+%E9%A8%92%E9%9F%B3%E5%95%8F%E9%A1%8C%27
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/202750_51686656_misc.pdf#search=%27%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%A9%BA%E6%B8%AF+%E9%A8%92%E9%9F%B3%E5%95%8F%E9%A1%8C%27
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加えて実際に筆者が福岡空港に足を運んだ際に、上記の福岡空港周辺の騒音対策地域内

に住む住民にインタビューを行った。すると、航空機騒音を問題に感じることはしばしばあ

るが、大きな問題として感じることはないとのことだった。その理由を尋ねると、①航空機

の音への慣れ、②幼少期から上空を航空機が飛行していたため、その事象に対する疑問や問

題意識を感じない、③空港アクセスの利便性を挙げていた。 

 

 

第６章 問題意識 

同じように都心上空を飛行することに対して、羽田空港においては住民の反対運動が起

こっている一方で、福岡空港においては、周辺住民の多くが現状を受け入れている。この比

較を行うことによって、今回の羽田空港の都心上空の新飛行経路に関する騒音問題と安全

性問題の問題意識について述べていく。 

 

これまでの現状分析を踏まえて、羽田空港の都心上空の新飛行経路に関して、 

①これまで都心上空を飛行機が飛行していなかったがが、計画が実施されることで都心上

空を飛行機が飛行し始めるという変化に対する不安や不満。 

②飛行機が都心上空を飛行することで起こる騒音問題や安全性の問題に対する対策が計画

段階であり、住民に広く浸透していないこと。 

 

①については、現在、羽田空港周辺では、東京湾上空をフル活用することによって、都心

上空を避けて飛行し、住民への影響を最小限に抑えている。しかし、今後見込まれる羽田空

港国際線の需要に対応するための国際線の増便のため、都心上空の新飛行経路が運用され

ることになることで、これまで存在しなかった騒音が発生する。また、氷や部品などの落下

物への不安も発生する。この、これまで存在しなかった不安や不満が、今計画によって発生

するという変化が起こってしまうことが問題なのである。例えば今現在、大田区などに住ん

でいる住民は、現状の条件をもとに現在の住居に住んでいる。しかし、今回の新飛行経路計

画案により、外部不経済を被る羽目になってしまい、これまで存在しなかった不安に悩まさ

れることになってしまうのである。 

②については、現在国土交通省は予想される様々な問題に対して対策を検討、提示してい

る。しかし発生する問題が複雑なことから、それに対する対策も多岐にわたり、国と住民と

の間に相違が生じているのである。また、対策が計画段階であったり国は都合のいい情報の

み提示していると住民は訴えたりしていることから、住民の国に対する不信感が増してい

るのである。 

これらの問題意識に着目した結果、国際線増便によって得られる経済効果の一部を、国際

線増便によって騒音公害や安全性の問題などの外部不経済を被る人々に還元する仕組みづ

くりを行うことが必要であると考えられる。 
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そうすることで、国際線増便により利便性向上の恩恵を享受する利用者から、国際線増便

により不利益を被る人々に効用が還元され、住民の不満も軽減されると考えられる。 

ここにおいて、国際線増便による経済効果の恩恵を享受する主体は、最終的な消費者である

航空機利用者とする。実際の主体は、航空会社、空港運営会社、その他関連企業など様々で

あるが、それらの事業主体から経済効果の一部を還元する仕組みを導入したとして、結果的

にその仕組みによる費用などの影響は最終的な消費者にたどり着くという前提のもとであ

る。例えば、航空会社から利益の一部を還元するシステムを導入したとして、その影響のみ

を単体でみた場合、結果的に航空券の運賃が上昇することが予想され、消費者である航空機

利用者が結果的に影響を受けることになるということである。一方、国際線増便による外部

不経済を被る主体は、この計画案の実行により、実行前と比較して騒音や安全に対する不安

などの不利益を被る住民のことを指す。 

以上の前提のもと、この問題解決のための政策について考察する。 

 

 

第７章政策提言 

問題解決のために、消費者から住民へ効率的かつ公平的に金銭の流れが生まれるように

する。 

まず、消費者から国際線増便による恩恵の一部を還元してもらうための仕組みについて

考える。消費者の航空券に税金を課すことにより、その税収を住民の方へ還元する金銭の財

源とする。消費者が航空機を利用する際に購入する航空券に税金を上乗せするというシス

テムである。これに似たものとして既に航空券連帯税というものが存在する。 

 

７．１ 航空券連帯税 

グローバルな活動から生ずる負の側面に対して課税を行い、その収入を国際的な格差是

正に活用せんとする国際連帯税の一形態である。航空機の発達により、グローバル活動が盛

んになる一方で、国際的に社会格差は生まれている。そのため、航空券に課税を行うことで、

その税収（の一部）をＵＮＩＴＡＩＤに集めて世界の貧しい人々に再配分するという仕組み

である。ＵＮＩＴＡＩＤとは、「多くの途上国が購入できない質の高い医薬品や診断薬の価

格を低下させることで、途上国の人々のＨＩＶ、ＡＩＤＳ、マラリア、結核の治療へのアク

セスを高めること」を使命とする国際機関である。航空券連帯税の導入国は現在カメルーン、

チリ、コンゴ共和国、フランス、マダガスカル、マリ、モーリシャス、ニジェール、韓国の

９か国であり、航空券に対する税金のかけかたは、各国によって異なる。例えば、フランス

においては、国内線、欧州内の便に関しては、エコノミークラス１席の航空券に対しては１

ユーロ、ビジネスクラスに対しては１０ユーロを課し、国際線の便に関してはエコノミーク

ラスに４ユーロ、ビジネスクラスに対しては４０ユーロを課すのである。その一方で、韓国

においては、国際線に限り、一律で１０００ウォンを課すのである。また、これらで得られ
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た税収のうち、フランスは９０％、韓国は５０％をＵＮＩＴＡＩＤに集めているという違い

もある。２００９年のＵＮＩＴＡＩＤの収入は約５億ドルにものぼるが、その税収の９０％

が航空券連帯税によるものであるということから、優れた資金調達手段であるといえる。 

また、航空券連帯税は、税としての望ましい性質も備わっていると考えられる。まず、航空

機の利用者は、所得が高いということから十分に累進的な課税であるという点である。さら

に航空関係には、空港使用料や燃料サーチャージなど、航空料金に上乗せされて徴収される

義務的支払いがすでに存在しているため、航空券連帯税が課されても総支払額の上昇の影

響が軽微であるという点である。また、その国の空港を出発するすべての便に課税を行うた

め、課税されていない航空会社を選択するという回避行動が不可能であるという点も挙げ

られる。このように、航空券連帯税は、税の性質という観点からみても優れた制度なのであ

る。 

 

７．２ 航空券連帯税をベースとした政策案とその考察 

以上の航空券連帯税をもとにして、今問題解決のための仕組みを提案する。まず、基本的

な課税の方法は航空券連帯税と同様、羽田空港を出発するすべての便を対象に課税する。到

着便も都心上空を飛行する際に住民の生活へ悪影響を及ぼすが、その羽田空港到着便に乗

っている人々は、一度日本から出国する際に、出発便の航空券に課される税を支払っていて、

または日本での滞在を終えた後、日本から出国する際に出発便の航空券に課される税を支

払うということで公平性は保たれるといえる。また羽田空港を出発するすべての便を課税

対象とすることで、都心上空を飛行するすべての便に課税することとなり、都心上空を飛行

する飛行機を利用するすべての人々から税を徴収することができる。例えば、羽田空港出発

時は国内線を利用し、乗り継ぎで海外へ行き、帰国時は羽田空港への直行便を利用すること

で、都心上空を飛行する飛行機を利用しているのにも関わらず、この税金を支払わないとい

う問題は避けられるのである。これにより、国内線のみの利用者は、自分に関係のない国際

線増便のために税金の支払うことになってしまうが、国際線増便による羽田空港の発展に

おける恩恵を享受することと、もともとの航空券料金に対して、課税による影響が軽微であ

ることから、税金の妥当性があると考える。また、都心上空の飛行が実現されることで、東

京湾上空の混雑が緩和方向へ向かうことで遅延などのリスクが減ることによる定時制とい

う面での恩恵もあることからも税金の妥当性を説明することができると考える。また、羽田

空港を出発する便において、機種ごとによる騒音レベルによって課税の傾斜をするべきで

ある。すべての機種の航空券に関して、同金額の課税であると、航空会社側に低騒音機を導

入するインセンティブがなく、騒音を減らすための効果が生まれないからである。 

 

以上をまとめると羽田空港を出発するすべての便の航空券に税金を課す。また、それらの

機種による騒音レベルによって税金額に傾斜をつける。ということになる。 
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この政策のメリットは、累進的な課税であること、税の負担が軽微であること、回避不可

能であること、航空会社に低騒音機導入のインセンティブが働くことである。一方デメリッ

トは、純国内線利用者からの不満が出る可能性がある、羽田空港出発便の航空券料金が上昇

してしまうという点である。 

 

７．３ 住民への外部不経済補償の政策案とその考察 

次に、上記の仕組みによって得られた税収（の一部）を、国際線増便による都心上空の飛

行経路案によって外部不経済を被る住民の人々に公平的に配分する仕組みについて考察す

る。 

まず、国際線増便のため、上空を低い高度で航空機が飛行することにより、現在の状況よ

りもＬｄｅｎが上昇する地域に、すでに住んでいる住民を対象に金銭的還元を行う。この金

銭的還元については、現在とのＬｄｅｎの変化量に応じて金銭に傾斜をつけることで公平

性を保つ。安全性についてだが、飛行経路の真下に住む住民の落下物に対するリスクは他の

住民に比べて高いが、これはＬｄｅｎの変化量に応じた傾斜によって補うことができると

いえる。なぜなら、本論文の前半で述べたように飛行機の音は音源に近づくほど大きくなり、

離れるほど小さくなるため、飛行経路の真下では必然的に音が大きくなり、落下物のリスク

が高い飛行経路の真下では騒音の影響も大きくなるということで金銭的還元は他と比べて

大きくなるということになるからである。またここで、補償対象を「すでに住んでいる住民」

としているのは、問題意識でもふれたように、今回国際線増便による新飛行経路案によって、

これまで存在しなかった不安や不満が生まれるということに着目したためである。こうな

ると、同じ地域に住んでいても補償を受けられる人と受けられない人が出てきてしまうと

いう問題が生じる。しかし、新飛行経路案が実施されることにより、上空を飛行機が飛ぶこ

とになる地域の地価は低下することが予想されるため、ここで補償に関する公平性は保た

れると説明できる。日本全国の空港周辺に関してみてみても、同じ騒音レベルなのになぜ羽

田空港周辺だけが補償を受けることができるのかという問題も生じることが予想されるが、

これも先ほどの、これまで存在しなかった外部不経済が発生することに対する補償である

という点に着目すれば妥当性が説明できると考える。 

 

以上をまとめると、「これまでよりも騒音レベルが上昇する地域」に「すでに住んでいる

人々」を補償対象として、騒音レベルの変化量に応じた傾斜をつけて金銭的補償を行う。と

いうことになる。こうすることで、国際線増便による新飛行経路案によって生まれる経済効

果が、これまで存在しなかった外部不経済の影響を受ける人々に、還元されることとなる。 

 

この政策のメリットは、これまで存在しなかった外部不経済の影響を受ける人々を対象

に補償を行い、国際線増便による新飛行経路案による変化に着目しているため、様々な面か

らの公平性が保たれるという点である。一方デメリットは、いつまでに住んでいる人々から
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補償対象にするのか線引きが難しいこと、そして騒音の変化量やその地域に住み始めた時

期によって補償対象であるか否か、また補償の度合いが変わってくるため、それらのグルー

プ分けに費用が大きくかかってしまうことが挙げられる。 

 

 

第８章 シミュレーション分析 

 本章では、第７章で述べた政策案が実現された場合のシミュレーション分析を行い、考察

をする。また、住民への補償部分に関して、現在騒音の影響を受ける都心部に住んでいる

人々に関する線引きが困難なことから、今回のシミュレーションは、税金の資金調達である

航空券連帯税をベースとした政策に着目して分析を行う。 

 

 それでは、羽田空港を出発するすべての便の航空券に課税した場合の税収について考え

る。まず前提として、計算を簡略化させ今回の政策の分析を行いやすくするため、羽田空港

に就航する航空機の機種やそれらの座席数など、一部の条件を簡略化して分析を行う。 

 

 以下の条件のもと、いくら住民への補償金額に充てられるか分析を行う。 

①羽田空港の発着回数は、国内線、国際線合計して、年間Ｘ回であるとする。そのうちの半

分が出発、残りの半分が到着であるとする。 

②羽田空港に就航している機種は、小型機、旧中型機、新中型機（低騒音）、大型機であり、

それらの割合は、順に対応して、５０％、１５％、１０％、２５％であるとする。それぞれ

の機種に応じた税金、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４が羽田空港出発時に航空券１席ごとに課される。

今回は、騒音に対する課税という面から、どの席に座っても同じ音を出しているという解釈

をし、クラス別に税金額を変えることはしないものとする。 

③羽田空港に就航している４種の機種の騒音は、小さいものから、新中型機、小型機、旧中

型機、大型機という順番である。そのため、騒音の大きさによって航空券に課される税金に

傾斜がつき、Ｔ３≤Ｔ１≤Ｔ２≤Ｔ４となる。 

④小型機、中型機、大型機の座席数はそれぞれ、１８０席、２４０席、４００席とする。ま

た、搭乗率はすべての便でｋ（０≤ｋ≤１）であるとする。 

⑤税収のうちの１００ｅ％（０≤ｅ≤１）を住民への補償に充てる。 

 

まず、全体の羽田空港の年間の出発便数は、０．５ｘである。 

そのうち、小型機は０．２５Ｘ回、旧中型機は０．０７５Ｘ回、新中型機は０．０５回、

大型機は０．１２５回となる。 

そして、それぞれの機種において年間に販売される課税された航空券の数は各機種の座

席数と搭乗率とそれぞれの出発便数の積に等しいので、小型機では４５ｋＸ、旧中型機では

１８ｋＸ、新中型機では１２ｋＸ、大型機は５０ｋＸとなる。 
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この航空券に対してそれぞれの税金Ｔ１～Ｔ４が課されるので、全体として得られる税収

は、各機種の税金と航空券の数との積を合計したものに等しくなるので、 

４５ｋＸＴ１ ＋ １８ｋＸＴ２ ＋ １２ｋＸＴ３ ＋ ５０ｋＸＴ４ 

で求められる値が税収と等しくなる。 

 

ここで、羽田空港発着回数Ｘに対して、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４の間の差異はごくわずかで

あるとみなすことができるため、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４をすべて、４つの数値の平均値Ｔ
̅̅ ̅
に

置き換えて考える。 

すると税収は、 

１２５ｋＸＴ
̅̅ ̅
と書き直すことができる。 

 

そしてそのうちのｅを補償に充てるため、住民の補償に充てられる金額は、 

１２５ｅｋＸＴ
̅̅ ̅

となる 

 

羽田空港の発着回数は、現在年間約４２万５０００回（国内線３６万５０００回、国際線

６万回）であるが、国際線の増便により、年間約４６万５０００回（国内線３６万５０００

回、国際線１０万回）になると予想されている。 

搭乗率ｋは０．８（８０％）とする。これは国内航空会社の年間搭乗率のデータをもとに

設定した。 

これに加えて、フランスの航空券連帯税と同様、税収の９０％を補償に充てるとした上で、

これらの数値を代入すると、 

住民の補償に充てられる金額は、41,850,000Ｔ
̅̅ ̅
円となる。これをグラフにすると以下のよ

うになる。横軸が税金額の平均Ｔ
̅̅ ̅
（円）、縦軸が求める補償金額である。 

図１８ シミュレーション分析結果をもとに筆者作成 
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 以上のシミュレーション分析により、航空券１枚あたりに課す税金と、その税収からの

一部を住民への補償にあてる際の合計金額との関係を明らかにすることができた。例えば、

フランスで採用されている航空券連帯税の国内線のエコノミークラスに課されている１ユ

ーロとほぼ同金額である１２０円を今回の航空券に課税すると、約５０億円の税収が毎年

得られるということになるのである。仮に、これが大田区と品川区の人口１１０万人すべて

に配分されたとして、住民は、毎年約４５００円の補償を受けることができるという結果に

なるのである。 

 

 

終章 

 

ここまでの政策提言、分析を通して、結論として消費者に約１２０円の税金を課すことに

よって５０億円規模の補償を行うことができることがわかった。この結果から、今回の政策

が効率よく資金調達が行われる現実的で優れた政策であると考えられる。また、この政策案

における公平性などの観点からの妥当性は第７章で詳しく説明してきた通りである。国際

線増便による直接的な恩恵を享受する利用者から、国際線増便による悪影響を受ける住民

へ金銭のスムーズで公平な流れをつくることができるのである。こうすることで、現在生じ

ている住民の不満もゼロにするのは困難なことかもしれないが、小さくすることは可能で

あると考えられる。しかし、今回の政策案は航空券連帯税を参考にしており、航空券連帯税

においては国際的な機関が課税権を有するのが適当であるという考えから課税根拠が認め

られるが、今回の問題に関しては、課税権は国家が有するというのが前提であり、その場合、

国家の主権が及ばない国際航空に課税する根拠が認められるかという点において課題が残

る。根拠が認められるまで時間がかかることがあるかもしれないが、本論文の考察が、羽田

空港のこれからに関する問題の解決に少しでもつながり、結果として航空業界、ひいては日

本経済の発展につながることを祈って本論文を絞める。 
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あとがき 

今回このテーマを選んだ理由は、純粋に飛行機が好きだからでした。大沼先生は、卒論の

テーマ決めのときからずっと「自分のやりたいテーマ、自分らしいテーマで書きなさい」と

一貫しておっしゃっていました。その言葉を胸に今回卒論の執筆をつづけ、ようやく本日２

月４日完成させることができました。これまでの大学生活でここまでの分量の論文を自分

一人で書き上げた経験はなかったため不安な気持ちもありましたが、執筆中時間に追われ

た時も、最終的には自分の好きなことに関するテーマで論文を書いていることが心のより

どころとなり、モチベーションを駆り立てていました。実際に大田区の住民説明会や、福岡

空港周辺に足を運び楽しくフィールドワークができたのも、自分のやりたい、自分らしいテ

ーマを追究した結果だと考えています。やはり人間、好きなことに突き進んでいるときが楽

しく、パフォーマンスもあがるということを大いに感じました。これからの人生においても、

この考えを大切にして生きていこうと思っています。 

最後になりましたが、２年間にわたってご指導いただいた大沼あゆみ先生、ゼミ生活をと

もにした先輩、後輩、そして同期の仲間たち、お世話になったすべての人に感謝を申し上げ

ます。ありがとうございました。 

 

Ｆｉｎ 


