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（１）沿革

昭和４７年 鹿児島空港（国内線ターミナルビル・貨物ターミナルビル）供用開始

昭和５５年 滑走路延長（２，５００ｍ→３，０００ｍ）

昭和５７年 国際線ターミナルビル供用開始

昭和６３年 新貨物ターミナルビル供用開始

平成 ４年 運用時間延長（１３時間→１４時間）

平成 ７年 国内線ターミナルビル増築供用開始

平成 ９年 国際線ターミナルビル増築供用開始

平成２５年 駐車場リニューアルオープン（空港ビルディング㈱による運営開始）

平成２７年 入国審査場の拡張・審査ブースの増設

平成２９年 運用時間延長（１４時間→１５時間）

 鹿児島空港は，昭和４７年に，国管理空港として現在の霧島市に開港し，開港から４６年
が経過
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（２）利用者数の動向

（年）資料：空港管理状況調書等を基に交通政策課作成
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 鹿児島空港の平成２９年利用者数は，国内線が５，３３２千人，国際線が２８６千人，国
内線と国際線の合計が５，６１８千人

（千人）

Ｈ１５年：６，１６４千人
（過去最高：国内）

Ｈ１４年：６，２６１千人
（過去最高：国内＋国際）

Ｈ２９年：２８６千人
（過去最高：国際）

Ｈ２９年：５，３３２千人
（国内）

Ｈ２９年：５，６１８千人
（国内＋国際）
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（３）全国の空港における鹿児島空港の位置付け

 平成２８年の鹿児島空港乗降者数は，国内線が全国９位，国際線が全国１２位，国内線
と国際線の合計は全国９位

全国
順位

九州
順位

空港 年間（人）
全国
順位

九州
順位

空港 年間（人）
全国
順位

九州
順位

空港 年間（人）

1 東京国際 80,109,802 1 成田国際 29,574,269 1 東京国際 64,935,063

2 成田国際 36,578,845 2 関西国際 18,654,363 2 新千歳 18,732,019

3 関西国際 25,130,556 3 東京国際 15,174,739 3 1 福岡 17,004,302

4 1 福岡 21,994,977 4 中部国際 5,184,685 4 那覇 16,744,343

5 新千歳 21,311,918 5 1 福岡 4,990,675 5 大阪国際 14,923,678

6 那覇 19,671,854 6 那覇 2,927,511 6 成田国際 7,004,576

7 大阪国際 14,923,678 7 新千歳 2,579,899 7 関西国際 6,476,193

8 中部国際 10,843,122 8 広島 317,996 8 中部国際 5,658,437

9 2 鹿児島 5,372,961 9 静岡 278,030 9 2 鹿児島 5,179,727

10 仙台 3,110,363 10 高松 201,646 10 3 宮崎 2,980,213

11 3 宮崎 3,074,788 11 函館 200,947 11 4 長崎 2,942,489

12 4 熊本 2,986,686 12 2 鹿児島 193,234 12 5 熊本 2,941,421

13 5 長崎 2,967,421 13 岡山 192,642 13 仙台 2,922,997

14 松山 2,894,786 14 仙台 187,366 14 松山 2,858,063

15 広島 2,851,436 15 小松 187,217 15 神戸 2,697,694

Ｈ２８年空港別乗降客数順位（国交省「空港管理状況調書」より引用）

○旅客（国際＋国内） ○旅客（国際） ○旅客（国内）
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（４）離発着回数の推移

 国内線は，平成２１年神戸・福岡線の減便等の影響により一時落ち込んだが，平成２５
年成田線の新規就航，羽田・静岡・名古屋・伊丹・屋久島の増便等により回復

 国際線は，新規就航や増便により増加傾向
 総離発着回数は，ここ数年は約３２，０００回程度で推移

（回）

（年）資料：空港管理状況調書等を基に交通政策課作成

鹿児島空港における離発着回数の推移
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単位：百万円

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度

航空系（滑走路運営等） 374 505 358 ▲ 121 ▲ 163

非航空系（空港ターミナルビル運営等） 223 372 366 350 301

航空系＋非航空系 597 877 724 229 138

航空系（滑走路運営等） 231 412 ▲ 9 116 ▲ 335

非航空系（空港ターミナルビル運営等） 778 854 957 894 858

航空系＋非航空系 1,009 1,267 948 1,009 523

ＥＢＩＴＤＡ

損益

（５）収支状況

 過去５年間の鹿児島空港の収支は，航空系において，滑走路端安全区域の用地造成や
事務所の耐震工事等の一時的な経費増があるものの，航空系・非航空系ともに黒字と
なっている

注１：「EBITDA：Earnings Before Interest,Taxes,Depreciation and Amortization（利払前税引前償却前営業利益）≒経常損益＋支払利息＋
減価償却費」。各空港が1年間の営業を通じて得られるキャッシュフロー（実質的な利益水準）を表す指標であり、投資家等が企業分析
をする際によく使用されるもののひとつ。平成23年度に開催された「空港運営のあり方に関する検討会」において経営状態を適切に把
握するための資料として提案された指標。

注２：航空系事業の収支は、空港整備に係る経費を費用及び純粋一般財源も含めた一般会計受入を収益に計上した損益に基づきに
算出し作成したもの。また、非航空系事業の収支は、空港関連事業（旅客、貨物ターミナルビル事業者及び駐車場事業者）の損益を単
純合算したものを基礎として算出し作成したもの。

※Ｈ２８年度は，滑走路端安全区域の用地造成や事務所の耐震工事（いずれも単年度事業）の影響で赤字

鹿児島空港の収支状況 （国土交通省資料より）
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（６）航空ネットワークの状況

出典：鹿児島空港HP

国内線（１７路線）

●主要空港路線（７路線）
（東京（成田・羽田），中部
大阪（関西・伊丹），福岡，沖縄）

●地方空港路線（３路線）
（神戸，静岡，松山）

●離島空港路線（７路線）
（種子島，屋久島，奄美大島，
喜界島，徳之島，沖永良部，与論）

国際線（４路線）

●定期路線（４路線）
ソウル線，上海線，
台北線，香港線

 鹿児島空港は，国内線が１７路線，国際線が４路線，合計２１路線を有している
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（７）空港内施設配置

 鹿児島空港は，滑走路の南西側（図下側）にターミナルビルや駐車場等の各施設が集
中している

新日本航空
格納庫

ノエビア格納庫

空港施設格納庫

鹿児島県警
ＪＡＣ格納庫

貨物ターミナルビル

駐車場 空港事務所

空港ビル別館

ＪＡＣ

国内線ターミナルビル

国際線ターミナルビル

九州地方整備局
鹿児島港湾空港工事事務所

動物検疫所門司支所
鹿児島空港出張所検疫所

滑走路（3000m）

鹿児島空港消防庁舎
航空保安協会

※ 鹿児島県の空港2017より，交通政策課作成

エプロン

●スポット数：３５（大型ジェット：１０，
中・小形ジェット：３，プロペラ機：１６，
その他小型機：６）
●ボーディングブリッジ（ＰＢＢ）：１０基

海上保安庁

●一般車：１，３２４台
●大型バスプール：２０台
●タクシープール：６０台
●身体障害者用：２２台
●大型車用：２台
●電気自動車充電用：３台 ８

鹿児島空港給油施設



（８）ターミナルビル内施設等

天然温泉足湯

免税店

ショップ

※ 鹿児島空港ＨＰより，交通政策課作成 ９

売店
エアポート山形屋，ANA FESTA，Sky　shop，BLUE SKY，Dream Garden，
ROYAL，ワールドショップセンカ

飲食店

フードコートウイング，ふく福，ロイヤルコーヒーショップ，大空食堂，
エアポート山形屋（ファミリーレストラン，彩華），米米麦麦，
ROYAL SKY GARDEN CAFE，キッチンさつま，ドトールコーヒーショップ，
Sky shop（スカイテラス，8ゲート喫茶）

コンビニ ファミリーマート

その他
ヤマト運輸，鹿児島銀行（ATM），郵便局（ATM），証明写真機，AED，
リラグゼーションルーム　おるたな，京急・モノレール券売機，マッサージチェア，
携帯電話充電器，コイン式インターネット，コインロッカー

鹿児島空港航空展示室　SORA STAGE，天然温泉足湯「おやっとさぁ」，
観光・特産品コーナー，エアポートギャラリー鹿児島，ギャラリーフレンドリー，
展望デッキ

売店 Sky shop 国際線売店・免税売店

飲食店 Sky shop 国際線喫茶

その他
SIMカード券売機，外貨両替機，AED，マッサージチェア，コインロッカー，
手荷物計量器（スケール）

テナント

娯楽施設等

テナント

国内線ターミナルビル

国際線ターミナルビル

 国内線ターミナルビルを中心に，売店・飲食店等のテナントのほか，鹿児島空港航空展
示室「ＳＯＲＡ ＳＴＡＧＥ」や天然温泉足湯「おやっとさぁ」等の各種施設が存在



２．鹿児島空港や航空業界を
取り巻く環境変化

（１） ＬＣＣの台頭

（２） 外国人観光客の増加

（３） 新たな航空関連技術の活用可能性

（４） その他
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２．鹿児島空港や航空業界を
取り巻く環境変化

（１） ＬＣＣの台頭

（２） 外国人観光客の増加

（３） 新たな航空関連技術の活用可能性

（４） その他
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国内におけるＬＣＣ旅客数の推移

 全国的なトレンドとして，国内線，国際線ともに，ここ数年でＬＣＣ旅客数が増加
 特に，国際線は中国や韓国といった東アジア地域と日本を結ぶ路線において急増

出典：交通政策白書 １２



国の動向（地方空港へのＬＣＣ就航を推進）

 国においては，訪日外国人旅行者数を，２０２０年に４，０００万人，２０３０年に６，０００万
人という目標を掲げている

 その実現のために，地方空港国際線におけるＬＣＣ等の新規就航や増便を推進

国の目標：「明日の日本を支える観光ビジョン（平成２８年３月）」

出典：観光庁資料
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鹿児島空港におけるＬＣＣ就航状況

6,000

4,000

2,000
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（千人）
国内線＋国際線

国際線

H24.4： ピーチ
（関西）就航

H25.5：ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ
（成田）就航

H23.3：東日本大震災
H23.3：九州新幹線全線開業

H28.7 ：香港ｴｸｽﾌﾟﾚｽ（香港）就航

H29.11： ｲｰｽﾀｰ航空（ｿｳﾙ）就航

（年）資料：空港管理状況調書等を基に交通政策課作成

H16.3：九州新幹線一部開業 H21.9：リーマンショック

 国内線は，九州新幹線一部開業やリーマンショック，東日本大震災，九州新幹線全線開
業等の外的要因を理由として利用者数が落ち込んでいたものの，平成２４年・平成２５年
のＬＣＣ就航を契機として，利用者数が回復

 国際線は，平成２４年台北線，平成２６年香港線の新規就航，さらに平成２８年香港線，
平成２９年ソウル線のＬＣＣ新規就航等により，利用者数が急増

１４



ＬＣＣの特徴

 ＦＳＣ（フルサービスキャリア）の顧客とは異なる，新たな客層への対応が必要
※ＦＳＣ：従来型のサービスを提供し，快適性や多様な選択肢を提供することにより顧客満足を追求する航空会社

ＬＣＣの特徴

単一機材による高頻度運航

コスト削減の徹底

空港のハブ利用ではなく，
就航する２地点間の直行運航

ＦＳＣとは異なる客層の利用者

ＦＳＣとは異なるサービス内容
を低価格で提供

空港滞在時間を短縮した
折り返し運航

需要次第では主要空港以外
の中堅都市への就航が可能

若い個人観光客

ＬＣＣ（ローコストキャリア）とは

サービスの簡素化，運航の効率化，運航のコスト削減等により，低運賃を実現する「格安航空会社」

１５



海外ＬＣＣの日本への就航状況

 直近１年間，成田・関西を中心に東アジア・東南アジア方面が増便される中，地方空港に
おいても東アジア方面の新規就航・増便が相次ぐ

直近１年間の海外ＬＣＣの主な動き

平成２９年冬期スケジュール 平成３０年夏期スケジュール

新規就航 ソウル エアソウル

増便 マニラ セブパシフィック航空

プサン ティーウェイ航空

テグ ティーウェイ航空

ソウル イースター航空

中部 増便 マニラ セブパシフィック航空

広島 新規就航 シンガポール シルクエアー

松山 新規就航 ソウル チェジュ航空

ソウル エアソウル

ソウル ティーウェイ航空

鹿児島 新規就航 ソウル イースター航空

成田

関西

熊本

増便

増便

１６

バンコク タイエアアジアＸ

ソウル エアソウル

ソウル ティーウェイ航空

ソウル ジンエアー

ソウル エアソウル

シンガポール ジェットスターアジア航空

シンガポール スクート・タイガーエア

旭川 新規就航 台北 タイガーエア台湾

小松 新規就航 台北 タイガーエア台湾

岡山 増便 台北 タイガーエア台湾

佐賀 増便 ソウル ティーウェイ航空

熊本 新規就航 香港 香港エクスプレス航空

宮崎 新規就航 ソウル イースター航空

関西 増便

増便成田



２．鹿児島空港や航空業界を
取り巻く環境変化

（１） ＬＣＣの台頭

（２） 外国人観光客の増加

（３） 新たな航空関連技術の活用可能性

（４） その他
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国内における外国人旅客数の推移

 我が国においては，２０１１年以降外国人旅客数が大幅に増加し，２０１７年は過去最高
を更新

（年）

（万人）

２０１７年：
約２，９００万人（暫定値）

訪日外国人旅客数の推移

※資料：ＪＮＴＯ統計データを基に交通政策課作成

国の目標
２０２０年：４，０００万人
２０３０年：６，０００万人
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世界の航空旅客需要予測

 アジア／太平洋地域を中心に世界全体で需要増が予想されている

出典：交通政策白書

１９



訪日誘客支援空港制度

 国は，全国９７空港のうち，２７空港を「訪日誘客支援空港」に認定し，地方空港国際線
におけるＬＣＣ等の新規就航や増便を支援する方針

訪日誘客支援空港

 地方空港への支援内容

着陸料割引 新規就航等経費支援 旅客受入環境高度化 ＣＩＱ施設整備

拡大支援型 １９ ○ ○ ○ ○

継続支援型 ６ × × ○ ×

育成支援型 ２ × × ○ ×

新規就航・増便の支援 空港受入環境の整備等
区分 空港数

 訪日誘客支援空港の認定（平成２９年７月）

 国は，訪日客誘致・就航促進の取組を行う地方空港を「訪日誘客支援空港」と認定し
た上で，必要な支援を実施。

⇒鹿児島空港は，「拡大支援型」の認定を受け，新規就航・増便
した航空会社に対して，同制度を活用した支援を実施している
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鹿児島空港国際線利用者数の推移

 鹿児島空港においては，４年連続で過去最高を更新し，５年間で１０．９万人から２８．６
万人の約３倍に急増
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鹿児島空港国際線利用者数の推移 過去最高：平成２９年
約２８．６万人

Ｈ２６．３ 香港線就航

Ｈ２８．７ 香港線ダブルトラック

Ｈ２９．１１ ソウル線ダブルトラック

Ｈ２０．９ リーマンショック

Ｈ２３．３ 東日本大震災

Ｈ２４．３ 台北線就航

資料：空港管理状況調書等を基に交通政策課作成 ２１



鹿児島空港の国際定期路線数

 平成３０年８月現在，ソウル・上海・台北・香港線の４路線が運航中
 平成２４年の台北線就航以降，新規就航や増便が相次ぐ

平成３０年夏ダイヤの状況

就航先 運航航空会社（順不同） 就航日

３便／週 【ＦＳＣ】大韓航空 平成　２年　５月

４便／週 【ＬＣＣ】イースター航空 平成２９年１１月

上海（浦東） 【ＦＳＣ】中国東方航空 平成１４年　８月

台北（桃園） 【ＦＳＣ】チャイナエアライン 平成２４年　３月

５便／週 【ＦＳＣ】香港航空 平成２６年　３月

５便／週 【ＬＣＣ】香港エクスプレス 平成２８年　７月

２４便／週

ソウル（仁川） ７便／週

便数

２便／週

５便／週

香港（香港） １０便／週

合計

平成２３年夏ダイヤ：５便／週 平成３０年夏ダイヤ：２４便／週

２２



国際線ターミナルビルの増改修

 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え，当面の対応として国際線ターミナ
ルビルの増改修事業に着手

● ２便同時の離発着に対応可能な体制の構築
● 旅客サービスに係る施設・機能の向上
● 年間６０万人程度が受入可能となる見込み

２３



鹿児島空港からの二次交通

 鹿児島空港からの二次交通は，鹿児島交通及び南国交通による鹿児島市内便を中心と
して，バス約２００往復／日が運行

 鹿児島空港周辺には，複数社のレンタカー会社が営業中
 鹿児島空港においては，駐車場内にタクシープールがあり，国際線・国内線にそれぞれ
１箇所ずつタクシー乗り場が存在

バス路線
便数

(往復/日) バス路線
便数

(往復/日)
鹿児島市内
（ノンストップ，伊敷・吉野経由）

76 志布志・岩川・国分 4

谷山 12 鹿屋 12
山川・指宿 8 霧島 8
枕崎・加世田 8 隼人・妙見温泉 5
湯之元・伊集院 6 宮崎・都城・えびの 7
川内・蒲生 12 姶良・加治木 8～10
阿久根・出水・宮之城 12 熊本・八代・人吉 8
水俣・大口・栗野 7 福岡 7～8
垂水・国分 10 合計 210～213

鹿児島空港周辺のレンタカー事業者

トヨタレンタカー，オリックスレンタカー，日産レンタカー，ニッポンレンタカー，
タイムズ　カー　レンタル，バジェットレンタカー，スカイレンタカー等 ２４



外国人旅客の利便性向上に向けた取組

 インターネット環境のサポート体制の整備や，外貨両替機を設置
 総合案内所では，観光等に関する各種案内を実施

ＳＩＭカード券売機

無料公衆無線ＬＡＮ
（ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ）

総合案内所

外貨両替機

礼拝室

韓国人・中国人スタッフ在籍（通訳）
観光・交通アクセス（バス・タクシー）・ホテル案内，レンタカー斡旋 等

その他

更衣室，マッサージチェア，
コインロッカー 等

２５



２．鹿児島空港や航空業界を
取り巻く環境変化

（１） ＬＣＣの台頭

（２） 外国人観光客の増加

（３） 新たな航空関連技術の活用可能性

（４） その他

２６



旅客サービス業務の効率化・高度化

 国においては，利用者目線で世界最高水準の旅客サービスを実現するため，航空局，
各ＣＩＱ所管省庁，航空関係団体，主要航空会社・空港会社・空港ビル会社で構成される
会議で，新たな航空関連技術の活用に向けた取組を実施

（事例） 旅客サービス業務の効率化・高度化

２７



地上支援業務の省力化・自動化

 駐機中の航空機への支援業務についても，新たな技術の活用に向けて省力化・自動化
等の実証実験が進んでいる

（事例） 地上支援業務の省力化・自動化

ボーディングブリッジの
装着を無人で行う技術

※平成２９年
徳島空港で実証実験

無人の自動運転バス

※平成２９年
滋賀県で実証実験

手荷物の搭降載におい
て，身体機能を改善・補
助するロボットスーツ

※平成２９年
成田空港で実証実験

２８



鹿児島空港における先端機器の導入状況

 国際線の入国審査において，時間短縮のためにバイオカートが導入され，入国審査の
際の所要時間が３０～４０％短縮された

 国際線の保安検査において，保安対策高度化のためにボディスキャナーが導入された

先端機器の導入状況

バイオカート（平成２９年４月～）

入国審査待ちの時間に個人識別情報（パス
ポート・顔写真・指紋）を事前取得

所要時間
３０～４０％短縮

ボディスキャナー（平成３０年３月～）

自動的に非接触で人体表面の異物を検知
非金属の危険物についても検出が可能

完全な自動化ではな
く，一定のサポート人
員が必要

空港保安対策の
高度化

設置のためには
相当のスペースが
必要

２９



２．鹿児島空港や航空業界を
取り巻く環境変化

（１） ＬＣＣの台頭

（２） 外国人観光客の増加

（３） 新たな航空関連技術の活用可能性

（４） その他

３０



地域航空会社のあり方に関する研究会

Ｈ３０．３．２８
南日本新聞

 国の有識者会議において，全国の地域航空会社５社の統合を目指す最終取りまとめを
公表

会社名 会社概要 拠点空港

日本エアコミューター㈱
（ＪＡＣ）

奄美をはじめ西日本の
地方路線を運航

鹿児島空港

㈱北海道エアシステム
（ＨＡＣ）

北海道内を中心に運航 丘珠空港

天草エアライン㈱
（ＡＭＸ）

天草空港を中心に運航 天草空港

オリエンタルエアブリッジ㈱
（ＯＲＣ）

長崎離島を運航 長崎空港

ＡＮＡウィングス㈱
（ＡＫＸ）

ＡＮＡ地方路線を担当 新千歳空港，
福岡空港等

地域航空会社
⇒主に３０～７０席程度のプロペラ機により，離島その他の
地方航空路線の運航に従事する会社

３１



災害時における空港機能の確保

Ｈ３０．７．１２
日本経済新聞

 地震や水害の際には，捜索救難，災害派遣，人命救助
等の重要な拠点となる

熊本空港（Ｈ２８年４月１６日 熊本地震）

 熊本地震の際には，４日後の１９日に一部
運航が再開された

 国は，捜索救難・災害派遣・人命救助を目
的として，空港の運用時間を２４時間体制と
して対応（通常時の運用時間は７時３０分
～２１時３０分の１４時間）

広島空港（Ｈ３０年６～７月） 西日本豪雨）

 西日本豪雨により，水不足による空港内店舗の休業や，空港までの
高速バスが運休するといった被害が発生

 空港内店舗は営業再開まで２週間程度かかり，高速バスは９日間運
休した

鹿児島空港における災害対応への取組

 鹿児島空港においては，平成３０年３月，「鹿児島空港における地震
に対する避難計画・早期復旧計画」を策定

３２



鹿児島空港における国際貨物の状況

 鹿児島空港における平成２９年の輸出においては，台湾向けを中心とする魚介類の輸
出が１１０，０００ｋｇと多く，平成２６年の１３，０００ｋｇと比較して約８．５倍と伸びている。

 また，輸入においては，「生きた馬」が最も多く，毎年一定の輸入量が継続されている。

３３

鹿児島空港における平成２９年の輸出入の状況

品名 数量 品名 数量

・魚介類 １１０，０００ｋｇ ・生きた動物（馬） １，４６４頭

・粗鉱物 １，０００ｋｇ ・一般機械（原動機） １，０００ｋｇ

・靴墨及びクレンザー類 １０，０００ｋｇ ・輸送用機器（航空機類） ３０，０００ｋｇ

・その他精油・香料及び化粧品類 ３，０００ｋｇ ・雑製品（バッグ類） １５４ｋｇ

輸出 輸入



空港の民間委託

【新千歳空港】
・運営権者の決定予定（H31.7月頃）
・民間委託の開始予定（H32年度中に順次開始）
※道内７空港の一体的運営
（新千歳，函館，釧路，稚内，女満別，旭川，帯広）

＜県＞【富士山静岡空港】
・優先交渉権者の決定（H30.3月 三菱地所・東急）
・民間委託の開始予定（H31.4月予定）

【広島空港】
・優先交渉権者の決定予定（H32.5月頃）
・民間委託の開始予定（H33.4月頃）

【福岡空港】
・優先交渉権者の決定（H30.5月 福岡ｴｱﾎﾟｰﾄHDｸﾞﾙｰﾌﾟ）
・民間委託の開始予定（H31.4月頃）

【熊本空港】
・第１次審査において３陣営が通過（H30.7）
・優先交渉権者の決定予定（H31.3月頃）
・民間委託の開始予定（H32.4月頃）

【仙台空港】
・民間委託の開始
（H28.7月，東急・前田建設・豊田通商）

【関西・伊丹空港】
・民間委託の開始
（H28.4月，ｵﾘｯｸｽ・ｳﾞｧﾝｼ）

＜市＞【神戸空港】
・民間委託の開始
（H30.4月，ｵﾘｯｸｽ・ｳﾞｧﾝｼ・関西ｴｱﾎﾟｰﾄｺﾝｿｰｼｱﾑ）

【高松空港】
・民間委託の開始

（H30.4月，三菱地所・大成建設・
ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ・ｼﾝﾎﾞﾙﾀﾜｰ開発）

 関西・伊丹，仙台，神戸，高松空港が民間委託を開始
 北海道７空港，広島，福岡，熊本，静岡空港が民間委託手続き中
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国内におけるビジネスジェット利用促進の動き

Ｈ３０．３．２８
南日本新聞

 ＡＮＡホールディングスと双日が新会社「ＡＮＡビジネスジェット」を設立し，企業経営者の
海外出張向けのビジネスジェット機手配業務への参入を発表するなど，国内におけるビ
ジネスジェット利用促進の動きがある

① 利用者のスケジュールに応じた時間設定
② 定期便がない場所への移動（移動時間の短縮）
③ 機内での会議・商談

ビジネスジェットとは

 数人～数十人乗りの小型機で，個人の都合に合わせて目的地まで飛ぶ
ことができる飛行機

 主な利用者は，企業の経営層など時間的制約の厳しいユーザーが中心

利点

空港名 取組事例

成田空港 ・専用ターミナルの整備，駐機スポットの増設　等

羽田空港 ・専用動線の整備，優先スポットの確保　等

関西国際空港 ・ファーストレーンの設置（訪日外国人利用可）　等

中部国際空港 ・専用ターミナル，ＶＩＰラウンジ，専用格納庫の整備　等

県営名古屋空港 ・専用ターミナルの整備

静岡空港 ・専用格納庫の整備

神戸空港 ・専用動線，専用格納庫，専用エプロンの整備

国内空港におけるビジネスジェット対応取組事例

３５



国内におけるリージョナルジェットの開発・導入

ANA VISION（株主通信）より

 我が国初の国産ジェット旅客機「ＭＲＪ」の開発が進められており，ＡＮＡが２５機の購入
を決定している

 鹿児島空港においては，伊丹，静岡，奄美大島線でリージョナルジェットによる運航がな
されている

リージョナルジェットとは

 概ね５０～１００席クラスの小形のジェット機。

 大型，中型のジェット機よりも低騒音で必要な滑走路延長も短いとい
う特徴をもつ。 （国土交通省 用語解説）

 主に国内線など近距離を結ぶ小型ジェット旅客機

鹿児島空港におけるリージョナルジェット就航状況

路線 航空会社 機材

鹿児島－伊丹 ＪＡＬ エンブラエル１９０（９５席）

鹿児島－静岡
ＦＤＡ
（コードシェア：ＪＡＬ）

エンブラエル１７０（７６席）
エンブラエル１７５（８４席）

鹿児島－奄美大島 ＪＡＬ エンブラエル１７０（７６席）

国内におけるリージョナルジェットの開発・導入

 我が国初の国産ジェット旅客機であるＭＲＪ（ﾐﾂﾋﾞｼ･ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ･ｼﾞｪｯﾄ）
の開発

 ＡＮＡがＭＲＪを２５機購入することを決定

ＭＲＪ（三菱重工ＨＰより）

３６


