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１．事業の概要

１－１．中部国際空港整備事業の背景と計画

（１）背景

１）航空需要の増大

名古屋空港では、国内・国際の定期便のみでなく、自衛隊、民間の小型

航空機等が１本の滑走路を共同利用しており、 世紀初頭に予測される21
増大する航空需要に対応しきれないと考えられる。

２）用地問題

増大する航空需要に対応するため、名古屋空港の施設を拡張しようとし

た場合、空港周辺に拡張可能な用地が少ない。

３）環境問題

名古屋空港は市街地に位置し、周辺への航空機騒音のため、夜間の離着

陸は制限されており、国際交流機能を支えるダイヤ編成が出来ない。

（２）計画の概要

１）計画の方針

新空港については、２１世紀初頭に開港するにふさわしく、地域と共生

し、時代の要請に対応しうる空港とする必要がある。したがって、新空港

の計画の方針は、以下のとおりとする。

①新空港は、現名古屋空港の定期航空路線の新空港への一元化を前提

とし、国際航空輸送及び国内航空輸送の拠点とする。

②新空港は、陸・海・空のアクセスが整備され、国内・国際の乗り継

ぎも便利な利便性の高い空港とする。

③新空港は、２４時間運用可能な空港とする。

④新空港は、環境に配慮した空港とする。

⑤新空港は、地域と一体的かつ相乗的に発展する空港とする。

⑥新空港は、開港に必要な施設の整備を終えた時点に運用を開始し、

以降、航空輸送の動向に応じ、逐次施設の拡張を図る。

中部新国際空港推進調整会議

「中部国際空港の計画案（最終まとめ （平成１０年３月)より）」
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２）計画の施設概要

○飛行場の敷地面積

・面積 ㎡4,712,700
○着陸帯

・長さ ｍ3,620
・幅 ｍ300

○滑走路

・長さ ｍ3,500
・幅 ｍ60

N11 00' W・真方向 °

N 3 56' W・磁方向 °

・舗装の種類 アスファルトコンクリート・セメントコンクリート舗装

○誘導路

・長さ ｍ8,993
・幅 ｍ30
・舗装の種類 アスファルトコンクリート・セメントコンクリート舗装

○エプロン

・面積 ㎡1,123,700
・バース数 バース62
・舗装の種類 セメントコンクリート舗装

○飛行場標識施設

○その他の飛行場施設の概要

・旅客取扱施設

・貨物取扱施設

・供給処理施設

・給油施設 等

○航空保安施設

・航空保安無線施設

・航空灯火
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１－２．中部国際空港の概要

（１）空港の位置

中部国際空港は、伊勢湾東部海上（常滑沖約 ）に位置し、１９９８年７1km
月１日に施行された「中部国際空港の設置及び管理に関する法律」に規定された

指定会社（中部国際空港㈱）が設置・管理する空港である。

図１－１ 中部国際空港の位置

図１－２ 中部国際空港鳥瞰写真
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（２）空港施設の現況

12Km・護岸 延長 約

470ha・空港面積 空港用地 約

・滑走路 × （真方位 ° ）3,500m 60m N11 W
・エプロン ㎡( スポット)807,701 64
・進入灯管理橋 橋長 (南北各１橋）519m

図１－３ 中部国際空港平面図

（２）事業等の経緯

図１－４ 事業等の経緯
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１－３．中部国際空港の利用状況

（１）旅客の利用状況

年 月現在、中部国際空港からは、世界２８都市、国内２１都市の４９路2010 1
線が開設されており、 年度においては、約 万人（国際線約 万人、国2008 1,100 500
内線約 万人）の利用があった。600

国際線の利用者数は、名古屋空港より滑走路、ターミナル等の容量が大幅に拡大

したこともあり、旅客数、離着陸回数とも大幅に増加している。

図１－５ 国際旅客数の推移

国内線の利用者は、開港年度こそ愛知万博に伴う需要増により旅客数が増大した

が、それ以降は減少傾向にある。また、県営名古屋空港の影響もあり離着陸回数に

ついては、減少している。

図１－６ 国内旅客数の推移
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（２）国際貨物の取扱状況

名古屋空港より滑走路、貨物ターミナル施設等の容量が大幅に拡大したことか

ら、２００７年度までは貨物定期便数は約１０倍強に増便し、中部地域の貨物が

着実に中部国際空港へとシフトしてきていたが、 年度は世界的な景気低迷2008
の影響により貨物量の激減、他空港への転換が見られる。

図１－７ 貨物量、貨物便の推移

※財務省関税局による輸出入貨物の物流動向調査（１週間調査結果）より

図１－８ 中部９県発着における航空貨物取扱空港（重量ベース）

（３）一般来港者の状況

開港以来、スカイデッキでの航空機の見学、様々なイベントへの参加、多様な

商業施設での食事・買物などを目的とし、多くの人々が空港を「にぎわいの場」

として来港している。

表 １－１ 一般来港者数 単位：万人

年度 ２００５ ２００６ ２００７ ２００８

一般来港者数 １，０２１ ７０２ ６１２ ５１７
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２．費用対効果分析の概要

２－１．費用便益分析

（１）前提条件と費用便益分析の分析手法

費用便益分析を行うための前提条件は表２．１のとおりである。なお、検討にあ

、「 （ ）」たっては 空港整備事業の費用対効果分析マニュアル 国土交通省航空局Ver.4
に準拠した。

表２－１ 前提条件

総 事 業 費 億円（空港会社の事業費）6,431

事 業 期 間 年度～ 年度1998 2004

評 価 開 始 年 度 年度2005

評 価 対 象 期 間 事業期間＋開港後 年間（ 年度～ 年度）50 1998 2054

社 会 的 割 引 率 ４％

基 準 年 度 年度2009

時 間 価 値 国際旅客（鉄道など ： 円時） 3,623 /
〃 （ 車 など ： 円時） 3,840 /

国内旅客（鉄道など ： 円時） 3,675 /
〃 （ 車 など ： 円時） 3,247 /

国際貨物 ： 円時142.5 /
国際運航頻度効果原単位 ： 円人4,566 /
国内運航頻度効果原単位 ： 円人3,308 /

対象とする便益 利用者便益

旅客・貨物の時間短縮・費用低減、運航頻度増を計測。

供給者便益

空港会社収支（着陸料含む 、航行援助施設利用料、）

航空機燃料税収入、移転跡地売却益、

航空路管制業務費用、気象等業務費用、

維持修繕費等を計測。

地域企業・住民便益

名古屋空港の環境等の変化、一般来港者の増加に係る便

益を計測。

残存価値

評価期間終了後の償却資産、非償却資産の残存価値を計

測。

便益の計測期間 便益計測期間は、供用開始年度である 年度～ 年度2005 2054
とした。

消 費 税 の 扱 い 費用、供給者便益に含まれる消費税は除外し、利用者便益の

推計に用いる運賃、料金の消費税は除外しない。

※国内貨物については取扱量が少ないため、利用者便益の対象外とした。
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費用便益分析は、以下のフローに基づき検討した。

図２－１ 費用便益分析のフロー

（２）需要予測の実施

中部国際空港の需要予測については、 年度までの実績値から 年度を推2008 2009
定し、 年度以降は第 回航空分科会資料( 年 月 日)の中部圏の傾きに2010 9 2007 5 31
より予測し、予測結果は表２－２のとおりである。

なお、中部国際空港の整備事業を実施した場合( )の滑走路１本の処理能力はwith
発着回数１３万回年を限界と仮定した。/

単位：旅客数（万人 、貨物（万 ）表２－２ 需要予測値 ） t

（３）便益の計測

１）利用者便益の計測

①旅客・貨物の時間短縮・費用軽減便益

事業を実施した場合（With）に中部国際空港を利用する旅客・貨物と、事業を実

施しない場合（Without）に名古屋空港を利用する旅客・貨物の所要時間の短縮、

費用の軽減による便益を計上した。

※withの県営名古屋空港分はwithoutでも名古屋空港を利用することから相殺

される。このため中部国際空港の需要値で計測することとした。

中部国際空港の整備事業が実施されない場合（without）には、名古屋空港の200

4年暦年実績の発着回数を限界値（９．４万回年）とし、限界値を超えた需要は他/
空港を利用することを想定した。

これらをマニュアルに従い「時間短縮効果 「費用軽減効果」を算出した。」

表２－３ 名古屋空港の処理限界容量値

旅客（万人） 貨物（万㌧）

国内線 ６６０ ４
国際線 ４１０ １４

年度 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2017 2022 2023

国内旅客 702.2 652.6 625.8 583.3 491.0 501.0 561.0 621.0 626.3

国際旅客 533.0 546.8 556.4 497.6 410.0 412.9 586.9 760.9 772.3

国際貨物 23.3 23.8 20.7 12.4 13.0 16.9 38.9 60.9 61.5

※2023年度以降は頭打ち

※2008年度以前は実績値
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図２．２ オーバーフロー旅客等の代替交通機関の設定

利用者便益の計算例

「国内線旅客」

withｲ）

岐阜市内→中部国際空港→那覇空港

ﾛ） （名古屋空港利用）without
岐阜市内→ 名古屋空港 →那覇空港

ﾊ） （名古屋空港以外）without
岐阜市内→ 大阪空港 →那覇空港

ｲ） の場合（空港までは鉄道）with
岐阜市内－中部国際空港・・・ 分・ 円62 1,310
中部国際空港－那覇空港・・・・ 分・ 円135 38,900
時間価値（ 円 ・・・・・( )／ × ＝ 円3,675 /h 62+135 60 3,675 12,066）

合計 時間 分・ 円3 17 52,276

ﾛ） （名古屋空港利用）の場合（空港までは車）without
岐阜市内－名古屋空港・・・・ 分・ 円42 457
名古屋空港－那覇空港・・・・・ 分・ 円135 38,900
時間価値（ 円 ・・・・・( )／ × ＝ 円3,247 /h 42+135 60 3,247 9,579）

合計 時間 分・ 円2 57 48,936

ﾊ） （名古屋空港以外）の場合（空港までは鉄道移動）without
岐阜市内－大阪空港・・・・・ 分・ 円100 7,850
大阪空港－那覇空港・・・・・・ 分・ 円120 34,200
時間価値( 円 )・・・・・・( )／ × ＝ 円3,675 /h 100+120 60 3,675 13,475
合計 時間 分・ 円3 40 55,525

ﾛ)－ｲ) 名古屋空港利用時便益＝ 円－ 円＝▲ 円48,936 52,276 3,340
ﾊ)－ｲ) 名古屋空港以外時便益＝ 円－ 円＝ 円55,525 52,276 3,249



- 10 -

②運航頻度増加による利便性向上効果

with 9.4中部国際空港整備事業が実施された場合（ ）には、空港処理容量の増加（

万回／年→１３万回／年）により運航頻度が増加する路線について、利用者の選択

の自由度が広がり、待ち時間の短縮等による利便性の向上が図られる。

この運航頻度の増加による利便性向上についての便益をマニュアルに基づき算出

した。

運航頻度の増加に係る便益

＝ × ( ／ )× ×( ＋ )A Ln Fr Fr 0.5 C C1 0 0 1
AB AB

：運航頻度効果原単位 円（国内線 、 円（国際線）A 3,308 4,566）

：当該年度の運航頻度 ：基準年度の運航頻度Fr Fr1 0

：基準年度の旅客数 ：当該年度の旅客数C CAB AB
0 1

２）供給者便益の計測

供給者便益は、事業を実施した場合（with）における中部国際空港に係る空港管

理者の収支と、事業を実施しない場合（without）における名古屋空港に係る空港管

理者の収支の差（当該事業による需要の増減により、新たに発生する便益）を計上

した。

※withの県営名古屋空港に係る空港管理者の収支は小さく無視できる程度と判

断した。

供給者便益の計測の考え方

供給者便益＝Σ（中部国際空港－名古屋空港）

表２－４ 収入・支出算出の基本的考え方

（中部国際空港） （名古屋空港）with without
会社収入 ○ ○※１

収 着陸料及び停留料 ○ ○

入 航行援助施設利用料収入 ○ ○

地代等収入 ○ ○

航空機燃料税収入 ○ ○

移転跡地売却益 ○ －※２

会社支出 ○ ○※３

支 航空路管制業務費用 ○ ○

出 気象等業務費用 ○ ○

維持修繕費 ○ ○

※１ 会社収入

会社収入は、空港系売上［航空(着陸料・ ・給油施設使用料等)・商業系PSFC
売上(商業・広告料等)・その他(駐車場料・土地建物貸付料等)］の合計。

※２ 移転跡地売却益は、名古屋空港周辺の国有地売却実績額を計上。

※３ 会社支出

会社支出は、費用［商品仕入・人件費・物件費(直営店舗維持費・保安警備委

託費等)］の合計。

３）地域企業・住民便益の計測

①騒音等の変化に係る便益

中部国際空港は航空機騒音に配慮して海上に整備されたことから、騒音防止工

事の助成対象区域は存在しない。また、中部国際空港への移転に伴い県営名古屋

空港の航空機騒音補償における住宅防音工事の対象区域・家屋数が大幅に減少し

た。

今回、騒音等の変化に係る便益として、空港整備前後の補償実績額の差を計上

した。
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②一般来港者の増加に係る便益

中部国際空港の整備により、航空機の見物や買物等、空港自体の魅力が創出さ

れ、一般来港者が増加した。

今回、一般来港者の増加に係る便益についてはマニュアルの地域旅行費用法

（ ）に基づき算出し計上した。ZTCM

４）便益の集計

以上の計測方法による集計は表２－５のとおりである。なお、需要実績に基づ

く 年度の便益集計は２，３９２億円である。2005-2008
単位：百万円表２－５ 便益集計

集計 開港後 年間計2005-2008 50
79,904 2,789,275利用者便益

66,893 866,981供給者便益

92,488 980,000地域企業・住民便益

239,285 4,636,256便益計

社会的割引率による割引前の金額である。

（４）費用の計測

空港会社建設分の当初事業スキームの総事業費は７，６８０億円を予定してい

たが、設計・施工段階のコスト削減により６，４３１億円とする事ができた。

なお、費用便益分析における費用としては、空港会社分と国の分を合わせた建

設費、および改良・再投資費（耐用年数に達した年度毎）の総計９，９６７億円

を計上した （建中金利、消費税を除外した金額）。

※名古屋空港と県営名古屋空港の改良・再投資費はほぼ相殺されると仮定して

中部国際空港のみの建設費、改良・再投資費とした。

単位：百万円表２－６ 費用内訳

工事種別 建設費 改良再投資費 計

72,256 85,310 157,566土木工事費

150,684 126,623 277,307建築工事費

130,706 146,906 277,612その他施設

284,208 0 284,208用地造成費

637,854 358,839 996,693計

社会的割引率による割引前の金額である。

（５）残存価値の計測

空港整備事業の評価期間（50 年）終了時点での償却資産と非償却資産を残存

価値として便益に計上した。

１）償却資産

土木工事、建築工事、その他施設の工事費のうち、改良・再投資される資産・

施設を対象、定額法を適用して便益として計上した。

（ ） （ ） （ （ ）残存価値 円 ＝資産・施設の改良・再投資費 円 × 1.0－0.9×使用年数 年

÷耐用年数による償却期間（年） ）

２）非償却資産

現状の空港用地全体を対象に、現状の用地評価額を評価期間後に便益として計

上した。

単位：百万円表２－７ 残存価値

資産の区分 対象資産 計

129,745償却資産 施設

223,926非償却資産 用地

353,671計

社会的割引率による割引前の金額である。
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（６）評価指標の推計

、 。中部国際空港整備事業による便益と費用をまとめると 以下のとおりとなった

表２－８ 便益の合計と費用の合計（割引後）

利用者便益 1,117,024 百万円

供給者便益 419,958 百万円

住民企業・住民便益 498,563 百万円

残存価値 60,548 百万円

便益合計 （Ｂ） 2,096,093 百万円

費用合計 （Ｃ） 974,660 百万円

社会的割引率による割引後の結果である。

推計された便益と費用を基に、３種類の評価指標（純現在価値、費用便益比、

経済的内部収益率）を算定したところ、効率的な事業であると評価された。

表２－９ 費用便益分析結果（割引後）

純現在価値 （NPV = B-C ） １１，２１４億円

費用便益比 （CBR = B/C ） ２．２

経済的内部収益率 （EIRR） ８．１％

（７）感度分析

感度分析は、需要予測の基本ケースの±10%を設定して行い、純現在価値、費

用便益比、経済的内部収益率を算定したところ、低位ケースにおいても費用便益

比（Ｂ／Ｃ）が１．０以上である。

表２－１０ 費用便益分析結果（感度分析）

低位ケース 高位ケース

純現在価値 （NPV = B-C ） ７，７７４億円 １５，３３１億円

費用便益比 （CBR = B/C ） １．８ ２．６

経済的内部収益率 （EIRR） ７．２％ ９．２％
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２－２．定量的、定性的効果

前項の貨幣価値換算が可能なものは費用便益分析を行ったが、それ以外の空港がで

きたことによる効果を定量的又は定性的に以下に示す。

①空港周辺人口の増加

空港周辺市町における人口の伸率を見ると空港開港年度を境に愛知県全体の伸率

を上回っており、特に、空港の所在地である常滑市については、減少傾向にあった

人口が 年から著しい伸びを示している。また、昼夜人口比率を見ると空港H16
の開港を境に昼間人口と夜間人口が逆転していることから、空港ができたことによ

る就業機会が増加したことが伺える。

県、市、町の統計資料より

国勢調査資料より

周辺市町の人口の伸率

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

H12.4 H13.4 H14.4 H15.4 H16.4 H17.4 H18.4 H19.4 H20.4

愛知県 常滑市 半田市 武豊町 全国

常滑市の昼夜間人口比率の推移

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年

昼間人口

夜間人口
昼夜間人口比率＝
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②観光入り込み客の増加

愛知県内における観光レクリェーション資源・施設利用者総数は、H16年以前は

12,000万人弱で推移していたが、空港が開港したH17年は、愛知万博の開催もあり

17,000万人弱の観光入り込み客が見られた。愛知万博閉会後は、15,000万人弱で推

移している。

地域別利用者数を見ると中部国際空港がある知多・衣浦東部地域は空港が開港し

たH17年以降、他の地域に比べ多くの入り込み客が見られる。

県労働産業部観光コンベンション課資料より

愛知県の利用者総数の推移
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地区別利用者数の推移
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2,000
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4,000

4,500

H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年

万人

名古屋

尾張北部

一宮・
尾張西部

知多・
衣浦東部
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③地域所得の増大

年度を基準とした市町村別総生産の伸び率の経緯を見ると、空港開港を前後H14
として常滑市の伸び率が愛知県計を大きく上回っており、空港の開港が地域の所得

を増大させていることがわかる。

＊ あいちの市町村民所得（平成２～１８年度市町村内総生産）より

④税収の上昇

H16 H20空港所在地である常滑市における市税収入は 開港前の 年度と開港後の、

年度を比べると約 倍に増加している。このうち空港関連税収が約 ％を占め1.6 35
ている。

常滑市資料より

市町村別総生産の経緯
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⑤国際交流の活性化

国際交流を計るものとしてパスポート発行伸率を見ると、全国に比べ愛知県は空

港が開港した 年度から 年度に高い伸び率を示しており、空港開港が大いH17 H18
に寄与していることがわかる。

外務省領事局旅券課「旅券統計」より

⑥安全安心な空港

１）ダイバート便の受入れ

中部国際空港を整備したことにより、開港～ 年度までに約 機のダイ2008 210
バート実績があり、空港間の航空輸送の安全安心に繋がっている。

単位：機年度別ダイバートの実績

２） ( Ⅲ)の導入による最低気象条件の緩和ILS CAT
名古屋空港のＩＬＳはＣＡＴ-Ⅰにより運用されており、決心高60ｍでＲＶＲ

が550ｍ以上でなければ計器着陸できなかったところ、中部国際空港はＲＶＲ100

ｍ以上であれば計器着陸できるようになったことから、最低気象条件の緩和が図

られた （南側からの進入： Ⅲ 、北側からの進入： Ⅱ）。 CAT- b CAT-

イメージ図ILS

パスポートの発行伸率

0.90
0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20
1.25

1.30

1.35

1.40

Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度

愛知県

三重県

岐阜県

全国

年度 2004 2005 2006 2007 2008
大型 3 28 29 16 39
中型 0 18 8 2 6
小型 4 17 18 19 13
計 7 63 55 37 58
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⑦航空宇宙産業への貢献（ ＆ ）Sea Air
セントレアは、滑走路長 の 時間いつでも運航可能なメリットを生かし3,500m 24

次世代航空機ボーイング７８７の主翼や胴体等の部品を運ぶドリームリフターの受

け入れを行っている。また、海上空港のメリットとして、愛知県内の工場から海上

輸送によりセントレアに直接陸揚げし、アメリカの航空機組立工場まで空輸する

＆ を実施している。Sea Air
セントレアは、このように「ものづくり中部」の航空宇宙産業の発展に貢献して

いる。

ドリームリフターへの積込み状況

⑧ＥＣＯ物流の促進

名古屋空港に対し貨物ターミナル施設等の容量拡大・国際線の増便したことによ

り、中部国際空港の国際航空貨物取扱量が増加した。増加の主要因である成田空港・

関西空港等から中部国際空港への利用転換によるＣＯ 削減効果を、 年度2 2005-2008
の貨物量実績平均を用い、トラック輸送距離の差より計測すると、年間約 ㌧と2,000
推定される。

また、現状では約２０ 強である中部圏の国際航空貨物需要の全てが中部国際空港%
利用となった場合を想定すると、 年値で年間約 ㌧のＣＯ 削減効果が推2007 15,000 2

2定される これは セントレア空港島７個分の面積の育成林が１年間に吸収するＣＯ。 、

の量に相当する。

（ 年値）2007
輸出( ) 輸入( ) 計( )t t t

中 部 全て90,000 75,000 165,000
成 田 中部空港へ 年間１５，０００㌧227,000 101,000 328,000
関 空 シフト ＣＯ 削減効果103,000 61,000 164,000 2

6,000 1,000 7,000その他

426,000 238,000 664,000計
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⑨空港周辺の土地利用の促進

中部国際空港がもたらす効果を地域に波及させることを目的に、中部臨空都市が造

成された。

現在、航空関係物流企業、ホテル、結婚式場などの立地が進み、平成 年度末で20
の有償分譲計画面積約 に対して約 の分譲・賃貸契約となっている。157ha 42%

中部臨空都市企業向け立地企業数（累計） 単位：件

年度 年度 年度 年度 年度 年度(面積)区 分 H15 H16 H17 H18 H19 H20
立地企業数合計 ９ ２０ ３０ ３５ ３９ ３９(約 )39.2ha

うち空港島 ９ ２０ ２９ ３２ ３４ ３３(約 )22.1ha
うち対岸部 ０ ０ １ ３ ５ ６(約 )17.1ha

愛知県企業庁企業立地部資料より

⑩交通アクセスの向上

１）道路

愛・地球博の開催、中部国際空港の開港にあわせ、セントレアライン・東海環

状自動車道などが開通し、知多地区と高速道路網との結びつきが強まり、広域的

なアクセス網の充実に繋がった。
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２）鉄道

中部国際空港の開港に伴い名古屋方面から常滑駅へ向かう始発から朝のピーク

時（９時台）までの総列車本数は１７本→２９本に増加し、そのほとんどが特急

・急行列車である。この結果、名古屋方面との時間短縮が図られ、この地域の鉄

道アクセスが便利になった。

単位：本名鉄常滑駅到着列車本数

⑪空港跡地の有効活用

名古屋空港跡地は、空港施設規模の縮小に伴い「 国際線ターミナルの大規模商業

施設化（エアポートウォーク名古屋 「宇宙航空研究機構によるジェットＦＴＢ飛）」、

行実験場 、その他民間企業による有効活用が図られている。」

また、愛知県地域防災計画では、航空防災活動拠点として位置づけられている。

開港前 開港後

（ミュースカイ） （０） （７）

特　　　急 １ ５

 快速急行 ０ １

急　　　行 ５ １０

準　　　急 ０ ２

普　　　通 １１ １１

合　　　計 １７ ２９

※開港前は平成１５年１０月改正の平日９時台迄の常滑駅到着本数の計

※開港後は平成２０年１２月改正の平日９時台迄の常滑駅到着本数の計

※開港後のミュースカイ（７本）は神宮前駅－空港間ノンストップ

※開港後の普通のうち７本は常滑駅止まり
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⑫地域経済への波及効果

（財）中部空港調査会、中京大学、三重大学との共同研究によれば、20 年のデ06
ータをもとに同年一年間の効果を推計した結果、生産誘発額は東海３県で約 億5,329
円、全国で約 億円、雇用創出効果は東海３県で 人、全国で約 人、9,132 37,14 66,507
税収効果は東海３県で約 億円、全国で約 億円となる。529 891

5,054生産誘発額を県別に見ると 航空輸送部門の直接効果が反映される愛知県が約、

億円と大きくなっているが、岐阜県と三重県はほぼ同額で 億円台となっている。130

＜生産誘発額のイメージ＞

中部国際空港開港による経済波及効果（2006年）

（ ）、 （ ）単位 ： 生産誘発額・税収効果 百万円 雇用創出効果 人

岐阜県 愛知県 三重県 東海三県 その他 全国計

生 産 誘 発 額 13,867 505,416 13,602 532,885 380,262 913,147

6,581 69,667 7,286 47,457 3,263 7,147一人当たり 単位：円

雇 用 創 出 効 果 1,274 35,190 650 37,114 29,393 66,507

税 収 効 果 1,359 50,659 929 52,947 36,185 89,132

(出典)中部国際空港開港後の経済効果調査中間報告

（（ ） 、 、 ）財 中部空港調査会 中京大学 三重大学との共同研究
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３．事後評価対応方針

中部国際空港整備事業の事後評価は 「国土交通省所管公共事業の完了後の事後評、

価実施要領 （平成２０年７月 国土交通省）に示された表 の７つの視点により」 3-1
実施する。

表３－１ 事後評価７つの視点とその趣旨

視 点 趣 旨

①費用対効果分析の算定 費用対効果分析の算定基礎となった事業に関する基礎的な

基礎となった要因（費 数値（費用、需要（施設の利用状況等 、事業期間等）につ）

用 需要 事業期間等 いて、新規事業採択時評価時点の想定・予測と事後の実績を、 、 ）

の変化 比較し、その原因について分析する。

②事業の効果の発現状況 新規事業採択時評価時点において想定した事業の効果が適

切に発揮されているのかを確認する。特に、新規事業採択時

評価時点における想定と供用開始後の効果の発現状況を比較

し、その原因について分析する。

③事業実施による環境の 事業の実施により周辺の環境に及ぼした影響について確認

変化 し、その内容と原因を分析する。また、環境に配慮する取組

みを行った場合は、その取組みが機能しているか等を確認す

る。

④社会経済情勢等の変化 事業に係る外部要因の変化に伴い、想定より費用が増加す

ること、当初想定されていた事業効果が発現しないこと、環

境へ影響が及ぶことがある。そのため、視点①～③について

考察する際に無視できない外部要因を整理する。

⑤今後の事後評価の必要 当該事業及び今後の同種事業におけるＰＤＣＡサイクルを

性 確立するため、効果の発現状況や想定される社会経済情勢等

の変化等に着目し、今後の事後評価の必要性およびモニタリ

ング等の必要性および内容について検討する。

⑥改善措置の必要性 事業目的の達成度、効果の発現状況等を踏まえ、当該事業

の効果をより高めるために必要な改善措置を検討する。

⑦同種事業の計画・調査 同種事業におけるＰＤＣＡサイクルを確立するため、視点

のあり方や事業評価手 ①～⑥に関する検討を通じて明らかになった、同種事業の計

。法の見直しの必要性 画・調査のあり方や事業評価手法についての課題を整理する
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３－１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

（１）事業費の比較

空港会社の当初事業費は表3-2に示すとおり7,680億円を予定していたが下記の要

因により実績額は6,431億円となった。比較すると1,249億円を削減することができ

た。

【費用の主な削減要因】

○土地造成分

・地盤が安定していたことから、護岸の設計を見直し建設費の削減に繋がった。

・造成部分の地盤が安定していた事、良質な埋立土砂の使用により、沈下等が少

なく埋立土量が減少した。更に、地盤改良方法の見直しや改良範囲の縮小によ

り建設費の削減に繋がった。

〇建築物分

・立体駐車場などの設計を見直し簡易型にした結果、建設費の削減に繋がった。

・VE（Ｖalue Ｅngineering）の積極的な採用。

○価格交渉

・土木工事や旅客ターミナルビル工事などの建築工事等においては 「会社独自、

の資材単価」に基づく積算や「価格交渉」を実施。

表３－２ 空港整備事業費の比較 単位：億円

項 目 当初事業費 実績事業費

用地造成費 ４，２４３ ３，３４９

基本施設 ３０２ ３９５

航空保安施設 ２０６ １５１

排水・付帯施設等 ４７３ ３９８

旅客施設 ９１０ １，２７０

貨物施設 ２３２ １６３

管理施設 １１３ １００

航空機燃料供給施設等 ３３８ １５４

供給処理施設 ２４６ ８８

アクセス施設 ６１６ ３６２

合計 ７，６８０ ６，４３１

注）事業費の比較は、当初事業費が明確な空港会社に係る空港整備事業費

を比較対象とした （消費税・建中金利含む）。

注）端数処理のため、各項目の和は必ずしも合計とはならない。
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（２）事業期間の比較

空港建設に係る事業期間は、当初 年 月の現地着工、開港を2005年3月と2000 1
し、63ヶ月を予定していた。しかし、漁業補償の遅れにより現地着工が2000年8月

にずれこんだ。また、愛知万博の開催日2005年 月 日の一週間前を開港日とし3 25
ていたが、余裕をみて１ヶ月前倒しを行った。

非常に厳しいスケジュールであったが、埋立竣工区域や埋立高の変更を行い埋立

竣工時期を早める方策や最新技術を活用して工期の短縮を図ったことから、実工期

を約8月短くすることができた。

表３－３ 事業期間の比較

予定期間 （Ａ） ２０００年１月～２００５年３月

実際に要した期間 （Ｂ） ２０００年８月～２００５年２月１７日

期間の差 (Ａ)－(Ｂ) 約８ヶ月短縮

（３）需要予測値と実績値の比較

国内旅客については、開港前の６６０万人に比べると開港の 年度は空港容2005
量の増大と愛知万博の開催が相まって 増加しているが、 年度を頂点に需要6% 2005
は下振れしている。この要因として、新幹線の時間短縮などの影響で新幹線にシフ

トしていることや県営名古屋空港と国内９空港との間で路線が開設されていること

が考えられる。また、 年度は、世界的な実体経済の悪化により 年度に比2008 2007
べ ％の減となっている。7
国際旅客は、空港容量の増大によりアジア、特に中国方面の需要が著しく増加し

た。しかし、 年度は、原油高による燃油サーチャージの高騰、円高、世界的2008
経済不況の影響による企業の海外出張の抑制など 年度に比べ ％の減となっ2007 11
ている。

、 。国際貨物は開港前に比べると ～ 年度は 約 倍の伸びを示している2005 2006 1.7
年度は、世界的経済不況の影響や貨物便の少なさから他空港へ流れるなどの2008

傾向 があり開港前を下回っている。

表３－４ 当初需要予測値と実績値の比較

年度 年度 年度 年度単位 (2004年) 2005 2006 2007 2008

a 7,118 7,351 7,591 7,839国 需要予測値( ) －

b 6,596 7,022 6,526 6,258 5,833内旅 実績値 ( ) 千人 ( )

b / a 98.7% 88.8% 82.4% 74.4%客 比率 ( ) ( ) ％ －

a 5,049 5,209 5,374 5,544国 需要予測値( ) －

b 4,099 5,330 5,468 5,564 4,976際旅 実績値 ( ) 千人 ( )

b / a 105.6% 105.0% 103.5% 89.8%客 比率 ( ) ( ) ％ －

a 27.3 28.2 29.0 29.9国 需要予測値( ) －

b t 13.9 23.3 23.8 20.7 12.4際貨 実績値 ( ) 万 ( )

b / a 85.3% 84.4% 71.4% 41.5%物 比率 ( ) ( ) ％ －

注：( 年)は名古屋空港実績2004
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３－２．事業の効果の発現状況

（１）増大する航空需要への対応が可能な空港

国際航空輸送網及び国内航空輸送網の拠点空港として、 ｍの滑走路及び旅3,500
客・貨物ターミナルなどの空港機能が拡充されたこと、海上に建設され 時間運24
用の下で自由なダイヤ編成が可能となったことなどから、年間離着陸回数で名古屋

空港の限界値（約９．４万回）を上回り、最大で約１０．７万回を達成するなど、

増大する航空需要へ対応可能な空港として効果を発現している。

図３－１ 年度別離着陸回数

（名古屋空港の航空機離発着は午前 時～午後 時に制限）7 9

図３－２ 中部国際空港冬ダイヤ（ )2008

（２）国内、国際航空輸送の拠点

中部国際空港は国内線と国際線を同じフロアの左右に分けて、出発を３階、到

着を２階と分離し、乗り継ぎしやすい国内、国際航空輸送の拠点となっている。

また、アクセスでは、鉄道・車及び船をアクセスプラザに結節させ、交通アク

セスの利便性の高い空港となっている。
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３－３．事業実施による環境の変化

事業実施にあたっては、構想段階・工事実施中・開港後の各段階において周辺の

自然環境や生活環境等に及ぼす影響を最小限にとどめるために、以下に示す環境対

策や監視活動を実施している。

（１）構想段階における配慮

①航空機騒音への配慮

航空機騒音に関する環境基準を超える地域を、すべて海域にとどまるように、

滑走路の位置や方向を決定した。

②海域環境への配慮

潮の流れを阻害しないよう、空港島の位置や形状について、対岸部との最小海

域幅の確保や島の形状に曲線部を設けること等により配慮し、海域環境の保全に

努めた。

合わせて、空港島護岸に藻場を造成して海の生物が集まりやすい構造とした。

図３－５ 海流対策図

（２）工事実施中の環境監視

工事期間中は、各専門分野の学識経験者で構成される第三者機関「空港島及び対

岸部工事中の環境監視に関する検討委員会」及び事業実施区域周辺の関係自治体の

意見をふまえ作成した「工事中の環境監視計画」に基づき環境監視・評価・公表等

を実施した。

環境監視結果では、工事に伴う環境への影響はほとんど認められなかった。

（３）開港後の環境監視

本空港開港後には、空港島及び空港対岸部の存在及び空港の供用に伴う、環境へ

の影響を把握するため環境監視を行っている。

環境監視は、各専門分野の学識経験者で構成される「空港島及び対岸部の環境監

視に関する検討委員会」等の意見をふまえ作成した「空港島及び空港対岸部に係る

環境監視計画」に基づき調査を行っている。
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環境監視結果については、環境監視検討委員会の公平・中立な評価を受け、年報

として取りまとめており、現状において空港島等の存在及び空港の供用に伴う環境

への影響は、ほとんど認められていない。

また、藻場造成した箇所では、天然のワカメ、アカモクなどが生育しており、ア

イナメ、イシダイなどの魚類が確認されている。

３－４．社会経済情勢等の変化

事前の需要予測値は、 ８年度を初年度とする第７次空港整備五箇年計画時のもH
22のを用いている。前提条件としての社会経済フレームは、実質経済成長率をＨ

年まで ％、以降は ％、為替レート 円㌦、将来人口については、約 ％2.5 2.0 90 / 0.2
、 。の伸びを予測していたが 現実の社会経済フレームは以下のグラフのとおりである

原油価格の推移については、 ～ にかけて高騰している。H18 H19

内閣府経済社会総合研究所より 日本銀行金融経済統計資料

総務省統計局資料より 価格よりWTI
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なお、定期航空路線を新空港に一元化することが前提とされていたが現状では、

県営名古屋空港と国内９空港との間で路線が開設されている。

３－５．今後の事後評価の必要性

中部国際空港整備による旅客・貨物ターミナルの拡充により増大する航空需要へ

の対応が可能となっている。また、 時間離着陸が可能で国内・国際路線の結節24
点として利便性の高い、環境にも配慮された空港となっている。

事業費は、当初計画に比べ安価に、又、事業期間についても予定に対して短縮さ

れている。

費用便益分析においては、最近の世界的経済不況・新型インフルエンザ等の需要

減までを反映させた需要予測値を用いて算定した結果 は である。なお、こB/C 2.2
れより ％下振れした感度分析の結果でも は であり「社会的にみて効率10 B/C 1.8
的な事業と評価する」ことができる。

さらに、定量・定性的視点からも整備効果は十分であると考えられることから、

、 。中部国際空港整備事業の事後評価は 今後改めて実施する必要はないと考えている

３－６．改善措置の必要性

航空旅客への利便性を高めるため、国内・外の定期便の新規路線開設に向け地元

の行政、経済界の強力な支援の下、エアポートセールスを推進するとともに、開港

時より「フライ・セントレア・キャンペーン」として、就航便の優先利用をはたら

きかける利用促進活動を展開している。このほか、北陸など中部圏以外の地域から

の海外旅行需要の取り込みのための諸施策を実施する一方、就航航空会社や地域の

観光関係者と連携して訪日外国人旅客誘致にも取り組んでいる。

また、航空貨物への利便性を高めるため、中部国際空港利用促進協議会事業とし

て 地元企業 荷主・物流事業者 に中部国際空港の優先利用をはたらきかける フ、 （ ） 「

ライ・セントレア・カーゴ」を展開し、具体的な支援策として輸入促進キャンペー

ン・トラック共同輸送・トラック事業者緊急支援キャンペーン等を実施しているほ

か、航空貨物便の運航事業者に対して深夜早朝の国際貨物便に対する着陸料割引を

実施するなど航空貨物需要の拡大に努めている。また旅客便・貨物便共通の施策と

して新規就航促進支援策を実施している。

さらに、一般来港者の増大を目指して様々なイベントの開催、クラッシックコン

サートやセントレアまるわかりツアー等を実施している。

今後も引き続き、航空旅客・航空貨物に対する利便性向上・需要拡大及び一般来

港者の集客活動に取り組んでいくこととしている。

３－７．同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

評価を行った結果、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必

要性は無いと考えている。


