
大分空港・宇宙港将来ビジョン検討部会
第2回資料

～取り組むべき施策の方向性について～



◇ 検討部会 全体スケジュール（案）

第1回検討部会
令和3年10月14日

全体スケジュール（案）の説明
大分空港・大分県の現状等の整理
宇宙への挑戦
上記を踏まえた大分空港・宇宙港の課題・期待等に関する意見
交換

第2回検討部会
令和3年12月9日

第1回の議論及び空港を取り巻く追加の分析を踏まえた大分空
港・宇宙港の課題・期待等の再整理
上記を踏まえた取り組むべき施策の方向性に関する意見交換

第3回検討部会
令和4年1月頃～

第2回の議論を踏まえた大分空港・宇宙港の将来像についての
考え方の整理
将来像及び具体的な取組についての意見交換

第4回検討部会
令和4年3月頃～

第3回の議論を踏まえた将来像、具体的な取組についての整理
ビジョン素案についての意見交換
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1. 大分空港の課題・ポテンシャル

2

（1） 大分空港及び空港を取り巻く環境の現状及び課題整理
（2） コロナ禍を踏まえた航空・観光マーケットの将来トレンドに

関する分析
（3） 空港コンセッションについて
（4） 宇宙港の将来性

2. 取り組むべき施策の方向性
（1） SWOT手法に基づく大分空港の現状分析
（2） クロスSWOT手法に基づく施策の方向性

【目次】



1. 大分空港の課題・ポテンシャル
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（1） 大分空港及び空港を取り巻く環境の現状
及び課題整理

① 航空ネットワーク
② 空港施設・二次交通等

（2） コロナ禍を踏まえた航空・観光
マーケットの将来トレンドに関する分析

（3） 空港コンセッションについて

（4） 宇宙港の将来性



◇ 大分空港の現状

国内線は、九州内８空港の中で、佐賀空港及び北九州空港に次いで乗降客数が少なく、
需要の底上げが必要。
国際線は、九州他空港と比較して路線数が少ないため、乗降客増加に向け、新規路線を
増やす等の施策が必要。
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国内及び国際線の乗降客数推移（福岡空港を除く）
国内線 国際線

出典：「暦年・年度別空港管理状況調書（H22～R1）」（国土交通省）を基に大分空港利用促進期成会事務局作成
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羽田

[千人]

伊丹

成田

中部関空

◇ 大分空港の現状（国内線）

国内線のうち、東京（羽田・成田）便の乗降客数が全路線の約８割を占める状態が続いて
おり、大阪を含めた、関東・近畿の需要は大分空港にとって重要な要素となっている。
一方、東京・大阪への依存度が高い状態であるとも言え、更なる分析が必要と思われる。

出典：「第58期～第65期事業報告書」（大分航空ターミナル株式会社）を基に大分空港利用促進期成会事務局作成

大分空港国内線乗降客数の推移（路線別） 注：臨時便は除く

[千人]
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東京（羽田・成田） 1,427 1,424 1,460 1,451 1,469 1,514 1,437 417

大阪（伊丹・関空） 207 243 264 230 253 271 274 109

合計（全路線） 1,703 1,733 1,790 1,747 1,791 1,857 1,783 559

[千人]

[千人]



◇ 他空港比較（熊本空港・宮崎空港・長崎空港）
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路線別乗降客数の比較（平成29年）

出典：「平成29年度国内航空空港間旅客流動表」（国土交通省）より大分空港利用促進期成会事務局作成
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◇ 九州各空港の就航路線

2018年路線数
（国内）/1日当たり

東京14、成田1、中部2、
関空1、伊丹7、神戸3、

沖縄1、福江3、対馬4、壱岐2

2018年路線数
（国際）/1週当たり

上海2、香港3

2018年度乗降客数

3,269,487人

2018年県民人口
（2018.1.1時点）

1,379,003人

2018年路線数
（国内）/1日当たり

東京14、成田2、中部2、
伊丹7

2018年路線数
（国際）/1週当たり

ソウル7、（ムアン3、プサン3）

2018年度乗降客数

2,002,602人

2018年県民人口
（2018.1.1時点）

1,169,158人

2018年路線数
（国内）/1日当たり

東京18、成田2、伊丹10、
関空1、小牧3、中部3、

天草1、沖縄1

2018年路線数
（国際）/1週当たり

ソウル7、高雄3、香港3

2018年度乗降客数

3,460,830人

2018年県民人口
（2018.1.1時点）

1,789,184人

熊本空港

2018年路線数
（国内）/1日当たり

東京18、成田2、中部3、
関空1、伊丹11、福岡13、

沖縄1

2018年路線数
（国際）/1週当たり

ソウル6、台北2

2018年度乗降客数

3,222,964人

2018年県民人口
（2018.1.1時点）

1,112,008人
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熊本空港

宮崎空港 長崎空港

大分空港



◇ 九州各空港の就航路線
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2018年路線数
（国内）/1日当たり

東京23、成田1、中部9、
関空2、伊丹15、神戸3、

福岡1、沖縄2、松山1、静岡1、
種子島4、屋久島4、奄美⒑、
徳之島4、与論1、沖永良部3、

喜界島2

2018年路線数
（国際）/1週当たり

ソウル6、台北5、香港14、
上海2

2018年度乗降客数

6,066,626人

2018年県民人口
（2018.1.1時点）

1,655,888人
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熊本空港
2018年路線数

（国内）/1日当たり

東京5、成田1

2018年路線数
（国際）/1週当たり

ソウル7、プサン4、上海4、
台北2

2018年度乗降客数

799,514人

2018年県民人口
（2018.1.1時点）

833,272人

2018年路線数
（国内）/1日当たり

東京16、静岡1、沖縄1

2018年路線数
（国際）/1週当たり

大連3、ソウル3、プサン3、
襄陽3、台北7

2018年度乗降客数

1,793,357人

2018年県民人口
（2018.1.1時点）

5,130,773人

出典：「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査結果（2018年）」（総務省）、
「平成30年空港管理状況調書」（国土交通省）、各空港ホームページを基に
大分空港利用促進期成会事務局作成

北九州空港 佐賀空港

鹿児島空港



◇ 国内における観光動向（外国人観光客）

大分県は全国15位前後、九州内では福岡に次いで外国人宿泊者を獲得している。
九州各県は概ね20位以内にランクインしており、他地方と比べて外国人誘客実績が豊
富。
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九州各県別延べ外国人宿泊者数 都道府県別延べ外国人宿泊者数ランキング

順位 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 東京都 東京都 東京都 東京都 東京都 東京都 東京都

2 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府

3 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 京都府

4 京都府 京都府 京都府 京都府 京都府 京都府 北海道

5 千葉県 千葉県 沖縄県 沖縄県 沖縄県 沖縄県 沖縄県

6 沖縄県 沖縄県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県

7 愛知県 愛知県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県

8 神奈川県 神奈川県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県

9 福岡県 福岡県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県

10 静岡県 山梨県 静岡県 静岡県 山梨県 山梨県 静岡県

11 長野県 静岡県 山梨県 山梨県 静岡県 静岡県 山梨県

12 兵庫県 兵庫県 兵庫県 長野県 大分県 長野県 岐阜県

13 山梨県 長野県 長野県 兵庫県 長野県 岐阜県 長野県

14 長崎県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 兵庫県 大分県 兵庫県

15 熊本県 長崎県 長崎県 広島県 岐阜県 兵庫県 広島県

16 岐阜県 熊本県 大分県 大分県 広島県 広島県 大分県

17 大分県 広島県 広島県 長崎県 熊本県 熊本県 石川県

18 広島県 大分県 熊本県 石川県 長崎県 石川県 熊本県

19 石川県 石川県 石川県 和歌山県 石川県 長崎県 鹿児島県

20 鹿児島県 和歌山県 滋賀県 熊本県 鹿児島県 鹿児島県 香川県

21 和歌山県 鹿児島県 和歌山県 鹿児島県 和歌山県 和歌山県 長崎県

22 栃木県 滋賀県 鹿児島県 滋賀県 香川県 香川県 和歌山県

23 奈良県 三重県 三重県 香川県 岡山県 岡山県 宮城県

24 宮崎県 宮崎県 新潟県 三重県 奈良県 奈良県 奈良県

25 富山県 栃木県 奈良県 奈良県 滋賀県 滋賀県 岡山県

26 滋賀県 奈良県 栃木県 岡山県 佐賀県 新潟県 新潟県

27 三重県 香川県 香川県 新潟県 三重県 宮城県 滋賀県

28 群馬県 富山県 富山県 栃木県 新潟県 佐賀県 三重県

29 宮城県 新潟県 宮崎県 佐賀県 宮崎県 青森県 佐賀県

30 新潟県 宮城県 茨城県 宮崎県 群馬県 三重県 富山県

31 埼玉県 群馬県 佐賀県 茨城県 富山県 宮崎県 青森県

出典：「2013～2019年宿泊旅行統計調査」（国土交通省観光庁）を基に大分空港利用促進期成会事務局作成
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◇ 国内における観光動向（外国人観光客）

直近7年で外国人宿泊者の国籍別シェア構成に大きな変化は見られない。
一貫して中国、台湾、韓国、香港といった東アジアからの旅行客が大半を占めている。
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国籍別延べ外国人宿泊者数 国籍別延べ外国人宿泊者数ランキング

順位 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 台湾 台湾 中国 中国 中国 中国 中国

2 韓国 中国 台湾 台湾 台湾 台湾 台湾

3 中国 韓国 韓国 韓国 韓国 韓国 韓国

4 アメリカ アメリカ 香港 香港 香港 香港 アメリカ

5 香港 香港 アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ 香港

6 タイ タイ タイ タイ タイ タイ タイ

7 オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア

8 シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール

9 イギリス イギリス イギリス イギリス イギリス イギリス イギリス

10 ドイツ マレーシア マレーシア マレーシア インドネシアインドネシア フランス

11 フランス フランス フランス フランス マレーシア フランス インドネシア

12 マレーシア ドイツ インドネシアインドネシア フランス マレーシア マレーシア

13 インドネシアインドネシア ドイツ ドイツ ドイツ ドイツ フィリピン

14 カナダ カナダ フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン ドイツ

15 ロシア スペイン カナダ カナダ カナダ カナダ カナダ

16 インド インド イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア

17 ロシア スペイン スペイン スペイン スペイン スペイン

18 ベトナム ベトナム ベトナム ベトナム ベトナム ベトナム

19 インド インド インド インド インド

20 ロシア ロシア ロシア ロシア ロシア

出典：「2013～2019年宿泊旅行統計調査」（国土交通省観光庁）を基に大分空港利用促進期成会事務局作成
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◇ 国内における観光動向（外国人観光客）

訪日リピーター数は年々増加しており、2019年は2016年の約1.6倍となった。
東アジア４ヶ国・地域の中でも香港や台湾では、訪日回数が「10回以上」の「訪日ヘビーリ
ピーター」の割合が高くなっている。

11出典：令和元年訪日外国人消費動向調査【トピックス分析】 訪日外国人旅行者（観光・レジャー目的）の訪日回数と消費動向の関係について（国土交通省観光庁）



◇ 大分県における観光動向（外国人観光客）

福岡県とセットで大分県を訪れる外国人が多くなっている。
また熊本県-大分県、福岡県-熊本県等の両県間の流動も多いことから、福岡県-大分県
-熊本県等の広域周遊需要が成立している。
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九州各県の二次訪問数（2019年） 九州各県の二次訪問数推移（2014-2019年）

出典：「2014、2019年FF-Data」（国土交通省）を基に大分空港利用促進期成会事務局作成
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◇ 大分県民の海外アウトバウンド需要

大分県民の出国状況の推移を見ると、海外へのアウトバウンド需要は、近年増加傾向に
ある。
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出典：出入国管理統計統計表（出入国在留管理庁）を基に大分空港利用促進期成会事務局作成
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（1） 大分空港及び空港を取り巻く環境の現状
及び課題整理

① 航空ネットワーク
② 空港施設・二次交通等

（2） コロナ禍を踏まえた航空・観光
マーケットの将来トレンドに関する分析

（3） 空港コンセッションについて

（4） 宇宙港の将来性

1. 大分空港の課題・ポテンシャル
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◇ 空港利用者の利便性を高める施設整備

空港利用者の保安検査等に係る負担軽減を図るための施設整備の導入が各空港にお
いて進められている。

15

スマートセキュリティレーン

出典：PR TIMES ホームページ

スマートセキュリティレーンとは、最先端の保安検査機。

複数の旅客が同時に検査準備し、準備のできた旅客か
ら先に保安検査に進むことが出来る上、再検査が必要
な手荷物は自動的に別レーンに仕分けされる。

保安検査が効率化されることで、保安検査における待ち
時間が緩和される。

顔認証によるOne ID化

One IDとは、旅客手続きの各段階（手荷
物預入、保安検査、搭乗手続き等）におけ
る本人確認、パスポートや搭乗券などの
確認を、一気通貫で顔認証により一元化
する運用のこと。

旅客は、一度パスポート・搭乗券と顔デー
タを認証させれば、自動・手ぶらで保安検
査・搭乗ゲートを通ることが可能となる。

出典：国土交通省航空局



1. 科学技術立国の実現（①科学技術、
②クリーンエネルギー戦略、③スタートアップ支援）

2. 地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」
3. 経済安全保障

◇ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた空港の脱炭素化
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本年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、クリーンエネ
ルギー戦略は成長戦略の一つと位置づけられ、空港の脱炭素化も推進される見込み。

コロナ克服・新時代開拓のための経済対策 空港分野におけるCO2削減検討の方向性

財政支出約55.7兆円、事業規模は約78.9兆円で、GDPの下支え・押し上げ効
果は5.6％と見込まれている。

【経済対策の4つの柱】

I. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止

II. 「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え

III. 未来を切り拓く「新しい資本主義」の起動

IV. 防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保

成長戦略

分配戦略 ～安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化～

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、グリーンイノベーション基金、
投資促進税制、規制改革など、あらゆる政策を総動員する

クリーンエネルギーへの投資
• 自動車の電動化推進、太陽光発電設備の整備支援等による再生可

能エネルギーの導入拡大等
国民のライフスタイル転換と企業の低炭素化支援等
• 企業の低炭素化に向け、エネルギー多消費型産業における石炭火

力自家発電の燃料転換や製鉄用設備の低炭素化等を支援
• 海事・港湾・空港・鉄道等の分野における脱炭素化を推進

出典：内閣府「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」、国土交通省「空港分野における CO₂ 削減に関する検討会 資料」を基に大分空港利用促進期成会事務局作成

「空港分野におけるCO2削減に関する検討会の中間
とりまとめ」（2021年7月28日）において以下方向性が
示された。

エコエアポートの取組を加速し、空港施設・空港車
両からのCO2排出削減を推進
グリーン電力、水素を活用
建替時のZEBへの転換、EV・FCV化を加速する車
両の技術開発など、更なるCO2排出削減に向けた
取組を検討

「空港の」カーボンニュートラル化を加速
（空港の施設・車両からのCO2削減）

2030年において､空港のカーボンニュートラル化を
達成
同時に取組を加速し、空港のグリーン電力を、航
空機･地域のCO2排出削減、SAF･水素の製造、炭
素クレジットの創出にも活用
空港の再エネ拠点としての潜在力をフル活用すべ
く、空港ごとの整備計画を早期に策定

⇒これらの取組を進めるために、支援策を検討

「空港による」カーボンニュートラル化を開始
（空港の再エネ拠点化）



◇ 他空港における魅力度向上のための取組事例

航空ファンを対象としたイベントの開催や複合商業施設の併設など多様な施策が講じら
れている。
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【福岡空港】/フォトウエディング

【名古屋飛行場】/ナイトミュージアム

出所：愛知県ホームページ

【三沢空港】/フォトコンテスト

出所：三沢空港ターミナル㈱ホームページ

【函館空港】/エアポートフェスタ

出所：函館空港ビルデング㈱ホームページ

【茨城空港】/空港サイクリングツアー

出典：茨城県ホームページ出典：ＰＲＴＩＭＥＳホームページ

【中部国際空港】/FLIGHT OF DREAMS

出所：中部国際空港株式会社



◇ 大分県の認知度向上に向けた取組

大分空港の乗降客数増加には、大分県の認知度向上に向けた戦略的取組が必要である。
現状は各社エアラインと協業して、大分県のPRに取り組んでいる。

• 大分県への旅行商品の造成・販売

• 大分県の食文化・文化・観光素材のPR
• 大分県産品の販売・輸出サポート

• 就航先の特産品を用いた機内食の提供や
お土産の機内販売

• 機内誌やＨＰでの各地の観光名所の紹介

• 羽田-大分線就航
10周年を契機とし、
機内誌やＷｅｂでの
情報発信とともに、
アートを通じて大分
の魅力をＰＲ

• 機内放送でIBEXエアラインズの客室乗務員が
大分のおすすめスポットを紹介

• SNSキャンペーンでは公式
アカウントにて、大分の魅力
や味力を伝える。

• LCC初となる包括連携協定を締結
• 大分県の観光振興及び地域活性化
• 「U・I・Jターン」の推進等が目的
• 「産学官連携による地域課題解決演習」を

大分大学にて開講

• ひとり旅のスタイル提示をする
形で、九州各県の地域振興を
図るプロジェクト。

• 「デトックス旅」「ワーケション
旅」「カラフル旅」の3コースに
おいて大分県が紹介。
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大分県とANAホールディングスが包括連携協定を締結
～世界のお客様を、「おんせん県おおいた」へ！！～

地域を元気に！笑顔をつなぐ！
JALふるさとプロジェクト

～Thanks to OITA～
ソラシドエア羽田-大分線就航10周年

機内放送「CAが巡る おおいた女子旅」
＃IBEXでいく大分旅 SNSキャンペーン

大分県とジェットスター・ジャパンが包括連携協定を締結
～観光振興および地域活性化をさらに推進～

九州各県地域振興プロジェクト

～いつもの自分と、距離をとろう。＃私とディスタンス in  KYUSHU
～



◇ 大分空港を起点としたＭａａＳ導入について

大分空港を起点としたMaaSの導入を検討するにあたっては、空港直行アクセスのみではな
く、エリア毎の利便性向上も含めて、それぞれの交通モードごとの取組内容検討が必要。
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◇ ホーバークラフトへの接続について

空港ターミナルから約４０ｍの場所にホーバークラフト旅客ターミナルを建設予定。
空港ターミナルと連携したスムーズな乗り継ぎの実現が求められる。
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建設予定地

空港側ホーバークラフト旅客ターミナル建設予定地

※「国土地理院撮影の空中写真」にホーバーターミナル建設予定地を追加して掲載

屋根付き連絡通路で接続予定



1. 大分空港の課題・ポテンシャル
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（1） 大分空港及び空港を取り巻く環境の現状
及び課題整理

（2） コロナ禍を踏まえた航空・観光
マーケットの将来トレンドに関する分析

（3） 空港コンセッションについて

（4） 宇宙港の将来性



◇ 航空市場の回復動向

2021年5月公表のIATAレポートでは、旅客需要が新型コロナ流行前の2019年レベルに回
復するのは2023年になるとの見通しが示されている。

22出典：IATA ”COVID-19 June data and revised air travel outlook”
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◇ FIT（Foreign Independent Tour）化の進展

FIT（団体旅行ではなく、個人で海外旅行に行くこと）化が進展。
2012年では団体旅行の比率が高かった中国、台湾でもFIT化が進展。

訪日外国人（観光・レジャー目的）の旅行手配方法

全国籍の推移

出典：「訪日外国人消費動向調査」【観光・レジャー目的】を基に大分空港利用促進期成会事務局作成

中国 韓国台湾 香港



豊かな自然環境下で、多様なメンバー（大都市圏の企業人材、
地域企業、学生、自治体など）が地域課題の解決や地域発の
事業アイデアについて、フラットかつオープンな立場で討議を
実施。スキルや経験、立場の異なるメンバーによるチームビル
ディング、新たな価値創造体験を通じて、参加者のイノベーショ
ン志向やアントレプレナーシップ（起業家精神）を醸成する。

◇ 今後の観光市場のトレンドに関する分析（ワーケーション）

大分県では、各地域の観光資源を取り入れたワーケーションプラン等が企画されている。
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湯～沸くワーケーション 【全日本空輸（株）】

TRY ONSEN WORKATIONプログラム 【ビッグローブ（株）】

温泉宿と企業をワーケーションでつなぐサイト「ONSENWORK」
にて実施中の、宿泊費をBIGLOBEが負担するワーケーション
実証実験「TRY ONSEN WORKATION プログラム」において、
別府での実証実験参加企業を募集。

移住・ワーケーション協定締結 【富士通（株）】

富士通株式会社は、大分県と包括協定を締結し、大分県への
移住を伴う遠隔勤務の推進や、ワーケーション推進による関係
人口の創出、社会貢献活動などによる地域課題の解決を図る
ことで、自社取組のニューノーマルな働き方「Work Life Shift」を
展開する。

大分県内におけるワーケーション環境づくり

県や各市町村は、ワーケション受入れ体制整備を推進している。

出所：国東市ホームページ ※募集要項等については国東市ホームページをご覧ください。

出所：別府市ホームページ

ＡＮＡホームページにて、大分市・別府市でのワーケションの
過ごし方を掲載。食・温泉・観光を紹介し、「新しい働き方」
「新しい観光の形」の提案を実施。

「イノベーション創出型ワーケーション」実証
【（一社）別府市産業連携・協働プラットフォームB-biz LINK）】



◇ 今後の観光市場のトレンドに関する分析（アドベンチャー・ツーリズム）

九州観光推進機構はアドベンチャー・ツーリズムを重点戦略と位置付けて推進している。
アドベンチャー・ツーリズムは、「自然、アクティビティ、異文化の3つの要素のうち2つ以上の要
素で構成される旅行・観光」を意味する。
大分県においても豊かな自然を背景とした様々なアクティビティを体験することができる。
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【由布市】

グランピング【九重町】

乗馬

【別府市】

フォレストアドベンチャー

【佐伯市】

キャニオニング

【豊後大野市】

洞窟ダイビング

【日田市】

キャンプ



サステナブル・ツーリズムは、旅行先の地域文化と環境の保全を第一に考えた「持続可能
な観光」を意味し、観光客が一方的に旅行先のコンテンツを消費するだけでなく、そこの地
域の人々の生活も豊かになるよう考えられた旅全般が良い例と考えられる。

◇ 今後の観光市場のトレンドに関する分析（サステナブル・ツーリズム）

〈写真〉佐渡観光PHOTO

国際世界持続可能観光協議会（GSTC）が設けた持続可能な観光国際
指標の、オランダを拠点とする国際認証団体の1つ。
2021年には、6部門に分けてTOP100の目的地が選出された。内、1割以
上にあたる12か所を日本の地域で占めている。
大分県においても、国東六郷満山等ポテンシャルがあると考えられる。

グリーン・デスティネーションズ

佐渡市
佐渡金銀山など歴史・文化が香る佐渡島で
環境を大切にし、トキとの共生を続けたこと
が評価され入選を果たした。

※佐渡金銀山は
ユネスコ世界遺産
登録に向けても取
り組まれている。

SDGs への貢献と持続可能な観光（サステナブル・ツーリズム）の推進

日本政府観光局（JNTO)は、観光を取り巻く国内外の環境の変化を捉
え、サステナブル・ツーリズムの推進を強化する為、取組方針を策定し
た。
コロナ禍を受けた世界の旅行者の持続可能性（サステナビリティ）に対
する意識の高まりを踏まえ、以下のとおり取組を推進し、日本が「世界
の旅行者から選ばれる観光地」となることを目指す。

出典：日本政府観光局（JNTO)ホームページ

大分県内トピックス
別府市の立命館アジア太平洋大学
（APU)は、温泉地実習などを通じ、環境
や文化の保護などの持続可能性を融
合させた新たな観光の在り方を研究す
る新学部「サスティナビリティ観光学部
（仮称）」の2023年4月開設を目指すこと
を発表した。
既存2学部も教育内容を強化し、時代に
合った人材育成力を高める。

〈写真〉
立命館アジア太平洋大学ホームページ
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1. 大分空港の課題・ポテンシャル
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（1） 大分空港及び空港を取り巻く環境の現状
及び課題整理

（2） コロナ禍を踏まえた航空・観光
マーケットの将来トレンドに関する分析

（3） 空港コンセッションについて

（4） 宇宙港の将来性



① 民間の資金とノウハウを活用した民間事業者による一体的、戦略的
な空港経営

② 航空ネットワークの拡大、駐車場の拡張、二次交通の充実、ターミ
ナルビルの拡張などの空港活性化に向けた取組や利用者のニーズに
対応することが可能

旅客ターミナルビル
（大分航空ターミナル株式会社）

駐車場
（一財）空港振興・環境整備支援機構

各施設の運営主体がバラバラで一体的・戦略的な空港経営が不可

対象施設 現在の運営者 民間委託後の運営者

管制 国 国

滑走路等 国

民間事業者空港ターミナルビル 大分航空ターミナル株式会社

駐車場 (一財)空港振興・環境整備支援機構

【大分空港の場合】

＜現況＞各施設の運営主体がバラバラ

利用者

物販、飲食等

駐車料金

【課題】

【効果】
＜コンセッション後＞民間による一体的な運営

管制以外について
民間へ委託

管制(国)

滑走路(国)

エプロン(国) 航空会社

着陸料等
(国)

滑走路

エプロン

駐車場

着陸料等

航空会社
旅客ターミナルビル

○×空港運営会社

管制(国)

利用者

物販、飲食駐車料金

ホーバークラフト
（上下分離）

スペースポート

大分県では、国の調査事業を活用して、大分空港におけるコンセッションの導入可能性調査を行っている。
空港コンセッションとは、航空系事業（滑走路等）と非航空系事業（旅客ターミナル等）を民間事業者が一体
的に経営することにより効率的な運営を行い、航空ネットワークの充実・強化や地域の活性化を図るもの。
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◇ コンセッション方式（イメージ）

出典：「空港経営改革について（平成29年3月）」（国土交通省）を加工して大分空港利用促進期成会事務局作成
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民間委託手法

＜令和元年改定版＞

空港運営の自由度を高め、既存ストックを活用した新規需要の開拓や交流人口の拡大に

よる地域活性化に資するため、地方管理空港を含め、原則として全ての空港へのコンセッ
ションの導入を促進する。

ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（民間資金等活用事業推進会議決定）

◇ コンセッションの概要

出典：内閣府「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」5頁より】

運営権の設定イメージ

①国が土地等の所有権を留保
②民間に運営権を設定
③航空系事業と非航空系事業を一体経営

・運営権者は、国から公共施設等運営権の設定を受け
ることにより滑走路等の運営を実施、三セク等の株式
を取得することによりターミナルビル等の運営を実施

・運営権者は、着陸料、駐車料金、物販その他の収入
を設定・収受し、これらの収入により事業実施に要す
る費用を負担する

（滑走路等） （旅客ターミナル等）



北海道内７空港 R2.6～
運営権者：北海道エアポート（株）
運営権対価：2,920億円（2,200億円【一括】＋720億円【分割 24億円✕30年】）
出資企業：北海道空港（株）、三菱地所（株）、東急（株）、（株）日本政策投資銀行、

（株）北洋銀行、（株）北海道銀行、北海道電力（株）等
・新千歳空港（R2.6～）
・旭川空港（R2.10～）
・稚内空港、釧路空港、函館空港、帯広空港、女満別空港（R3.3～）

広島空港 R3.7～
運営権者：広島国際空港（株）
運営権対価：185億円【一括】
出資企業：三井不動産（株）、東急（株）、

（株）広島銀行、広島電鉄（株）、
九州電力（株）、中国電力（株）、
マツダ（株）、福山通運（株）等

福岡空港 H31.4～
運営権者：福岡国際空港（株）
運営権対価：4,460億円（200億円【一括】＋

4,260億円【分割 142億円✕30年】）

出資企業：福岡エアポートHD （株）、
西日本鉄道（株）、三菱商事（株）、
Changi Airports、九州電力（株）

熊本空港 R2.4～
運営権者：熊本国際空港（株）
運営権対価：103億円【一括】
出資企業：

三井不動産（株）、九州電力（株）、九州産業交通
ホｰルディングス（株）、双日（株）、日本空港ビル
デング（株）、（株）サンケイビル、九州産交運輸（株）、
（株）テレビ熊本、 （株）再春館製薬所、ANAホール

ディングス（株） 、日本航空（株）

出典：「空港分布図」（国土交通省）を
加工して大分空港利用促進期
成会事務局作成

仙台空港 H28.7～
運営権者：仙台国際空港（株）
運営権対価：22億円【一括】
出資企業：東急（株）、前田建設工業（株）、

豊田通商（株）、東急不動産（株）等

関西空港・伊丹空港 H28.4～
運営権者：関西エアポート（株）
出資企業：オリックス（株）

ＶＩＮＣＩ Airports等

神戸空港 H30.4～
運営権者：関西エアポート神戸（株）
出資企業：オリックス（株）、ＶＩＮＣＩ Airports 、

関西エアポート（株）等

高松空港 H30.4～
運営権者：高松空港（株）
運営権対価：50億円【一括】
出資企業：三菱地所（株）、大成建設（株）、

パシフィックコンサルタンツ（株）等

静岡空港 H31.4～
運営権者：富士山静岡空港（株）
出資企業：三菱地所（株）、東京急行電鉄（株）

南紀白浜空港 H31.4～
運営権者：（株）南紀白浜エアポート
出資企業：（株）経営共創基盤、（株）みちのりＨＤ

（株）白浜館

鳥取空港 H30.7～
運営権者：鳥取空港ビル空港（株）

但馬空港 H27.1～
運営権者：但馬空港ターミナル（株）

◇ 全国における空港コンセッションの進捗状況について

30



ポストコロナにおける地方創生を加速させるためには、国内外からの交流人口を拡
大させることが重要。

民間のノウハウや資金を活用することができるコンセッション方式の導入により、
地域経済の活性化の実現が期待される。

◇ コンセッション方式を導入した場合に期待される効果

31



① 県として今後大分空港をどのようにしていきたいかというビジョンを条件化し、民間から様々
な提案をさせることが可能。

② 提案した内容については、運営業者として履行する義務を負う（国がモニタリング）。

◇ 他空港におけるコンセッション導入の成果（例）

32

１．路線の拡大・
旅客数の増加

・戦略的なエアポートセールス
※エアライン誘致の専門部署の設立

・国際・国内線の路線拡大

・旅客、貨物数の増加

・LCC等の新規航空会社の就航
等

・立体駐車場の建設

・駐車場事前精算機の新設・キャッシュ
レス対応

・搭乗待合エリアの拡張、搭乗口の増設

・商業エリア・テナントの充実

・自動手荷物預入機、顔認証システム等の
先端技術導入によるFast Travelの実現

等

【仙台空港】
・国内線搭乗口の増設 ６ヶ所→１０ヶ所

【高松空港】
・収納台数１００３台→１３９３台

【熊本空港】（コンセッション開始後の目標）
・５４㎡→２５００㎡制限エリア内店舗面積
・免税店舗面積 現状約１０倍
・ピーク時最大待ち時間 ３０分→１０分以内

２．駐車場、ターミナルビル等の
空港施設整備

※ソウル線、台北線等の国際線の増便

３．地域の魅力向上、情報発信、
アクセス向上など

・地域の魅力の効果的な発信

・地域にひらかれた にぎわい広場

・カーシェアリングの導入

・アクセスバス路線の新設・増便

・ホテル、商業施設等の複合施設

・防災機能の強化
等

【仙台空港】
便 数：週３６７便 ⇒ 週４１４便 （＋47便）
乗降客数：３１１万人 ⇒ ３６１万人（過去最高）

※台北線等の国際線新設
※札幌、出雲便等の国内線の新設

【高松空港】
便 数：週１３２便 ⇒ 週１３８便 （＋６便）

乗降客数 １８０万人 ⇒ ２０９万人（過去最高）

【高松空港】（コンセッション開始後の目標）
・イベントスペースの設置
・空港内アクティビティ施設の設置

【福岡空港】（コンセッション開始後の目標）
・周辺エリアに複合施設（商業施設、ホテル等）

を建設



1. 大分空港の課題・ポテンシャル

33

（1） 大分空港及び空港を取り巻く環境の現状
及び課題整理

（2） コロナ禍を踏まえた航空・観光
マーケットの将来トレンドに関する分析

（3） 空港コンセッションについて

（4） 宇宙港の将来性



◇ 宇宙港としての利用見通し

本年11月5日、ANAＨＤとVirgin Orbitが基本合意書を締結。

34

＜プレスリリースのポイント（抜粋）＞

○ 2022年以降、10年で20回の人工
衛星の打ち上げを目指す

○ 日本からの打上げについては、
ヴァージン・オービットがパート
ナーシップを結んでいる大分空港
の活用を検討

出典：ANAHD HP（https://www.anahd.co.jp/group/pr/202111/20211105-2.html）



◇ アジアにおける宇宙ビジネスのハブを目指して

2019年6月6日、ANAHDがVirgin Orbitとのパートナーシップを発表。

35

＜プレスリリースのポイント（抜粋）＞

○ Virgin Orbitの日本・アジア展開に
関する契約を締結

○ ANAHDは、SPJとも連携し、日本が
アジアにおける宇宙輸送ハブとなる
ことを目指す

出典：ANAHD HP（https://www.anahd.co.jp/group/pr/201906/20190606.html）



◇ 宇宙港（スペースポート）において実現されるビジネス

36

宇宙港によって、実現される輸送ビジネス（衛星・有人）の類型

人工衛星等の打ち上げ 有人宇宙飛行（サブオービタル） 高速2地点間移動（P2P）

500km
100km 100km

～

ISS

•ロケットを使った衛星等の打ち上げ

を実施

•垂直型のロケットと飛行機を使った

水平型の打ち上げが存在

•飛行機型の輸送機やカプセル型の

輸送機を使った宇宙旅行

•2021年に商用サービスが米国にて

開始

•宇宙旅行の技術を応用した次世代の

高速輸送インフラ

•地球上のいかなる2地点も数時間以

内に移動できると期待される

500km 500km

文科省所管の検討会(2021年6月）にて、高速2地点間輸送の市場規模は、
2040年に5.2兆円規模（我が国発着ベース）になる可能性があると示唆

36,000km

2021年 2040年代？



◇ 大分宇宙港の地の利

米国に存在する2つの有名なスペースポートはともに砂漠地帯に立地しており、アクセス
やサポート機能（飲食・宿泊など）の利便性に課題。

37出典：Google Map(https://google.co.jp/maps)

半径50kmの円

近隣の街
左：Tehachapi（人口約1.3万人）
下：Rosamond（人口約2万人）
右上：California City

（人口約1.4万人）

半径50kmの円
近隣の街

左上：Truth or Consequences
（人口約6,000人）

右下：Las Cruces（人口約10万人）

モハベ航空宇宙港 スペースポートアメリカ



◇ 宇宙港の効果

宇宙港実現により、産業創造、観光（文化）の促進、教育・研究振興が期待され、
宇宙港を核とした、経済発展や賑わい創出に繋がると考えられる。

38

宇宙港の効果は、「産業創造」、「観光（文化）」「教育・研究」、の３点に集約

宇宙産業は、対政府（BtoG）､対企業(BtoB)､BtoC（対消費者）と多様な接点を有する

産業創造

観光
（文化）

教育・研究

宇宙港の効果（ポテンシャル）

県内における宇宙関連企業の創出

宇宙関連企業の誘致

他産業の宇宙活用促進（宇宙×○○の促進）

宇宙港を活用した観光プログラムの開発

新しい来県客層の獲得（航空・宇宙ファンなど）

国内外の研究機関等との連携促進

宇宙を活用した教育活動の推進（宇宙科学教室など）

宇宙港を支えるサプライチェーンの創出

STEAM・グローバル教育の促進（国際的な宇宙港のネットワークを活用）

宇宙エンタメ（宇宙を活用したエンターテイメント事業） の展開



◇ 宇宙港の将来展望

中長期的に、有人宇宙旅行や高速2地点間移動などにも対応できる宇宙港に発展した際
には、産業、観光（文化）、教育・研究面で、更なる波及効果が期待できる。

39

【参考】

米国の宇宙旅行会社 Virgin Galactic は、1人あたり45万ドル（約5,000万円）で2021年8月からチケット販売中

（以前は、25万ドルで販売）

＊2021年6月時点でのチケット購入者は、約600人

＊Virgin Galacticの宇宙旅行は、サブオービタル飛行（高度80～100kmまで上昇し、すぐに降下して帰ってくる）

であり、宇宙空間にいられるのはわずか数分間だが、地球や宇宙空間を眺めることができ、船内は無重力状態

になる

•事前のメディカルチェックやトレーニングへの対応など、有人輸送に必要な地上
サービスの創出

•富裕層を受け入れるための環境整備の促進（特別体験プログラム等の開発、施設）

•宇宙旅行用宇宙食の開発など、有人宇宙旅行に付随するビジネスの創出

•宇宙空間の人体への影響や宇宙酔い対策等、宇宙旅行に係る研究の促進

（中長期的に）有人宇宙旅行が実現した際に想定される、宇宙港の効果（例）



（1） SWOT手法に基づく大分空港の現状分析

（2） クロスSWOT手法に基づく施策の方向性

2. 取り組むべき施策の方向性

40



◇ SWOT分析とは

SWOT分析とは、事業の現状分析及び戦略策定に用いられるフレームワーク。
本分析では、内部環境の強み（Strength）及び弱み（Weakness）、外部環境の機会
（Opportunity）、脅威（Threat）の、4つの要素をそれぞれ分析し、内部環境と外部環境の
分析結果を組み合わせることで戦略を検討する。

41

積極化戦略
最大に強みを生かしビジネス
チャンスを手に入れる

差別化戦略
強みをうまく活用し、脅威になり
うる影響を抑える

段階的戦略
弱みを克服することで、機会を
得る戦略立てが可能

専守防衛戦略
弱み・脅威からくるマイナスな影
響を最小限に抑える

強み 弱み

機会 脅威

SWOT分析 クロスSWOT分析

内部
環境
分析

外部
環境
分析

強み

脅威強み

機会

弱み

弱み 脅威

機会



◇ SWOT分析（内部環境分析）

42

• 豊富な観光資源を有しており、観光地としての魅力が高い
（温泉、自然、伝統、文化、食等の多彩なコンテンツ）

観光地としての魅力

九州屈指の産業集積 • 幅広い分野の産業がバランス良く集積
• 製造品出荷額等が九州第２位

限定的な航空
ネットワーク

他空港に劣後する
空港アクセス

• 国際線定期便は韓国便のみ
• 国内線も路線が限定的であり、九州内他空港と旅客数・路線数において劣後

• 県庁所在地・大分市から1時間以上を要し、国内他空港との比較で劣後する空港アクセス

強み（Strengｔh）カテゴリー

弱み（Weakness）カテゴリー

離着陸許容力の高さ • ３０００ｍの海上滑走路を有している

潤沢な
再生可能エネルギー

• 再生可能エネルギーの自給率が全国第２位（前年度は全国第１位）
• 地熱関連（地熱発電・地熱利用）の供給量が全国第１位

留学生の多さ • 多くの留学生が在住（人口１０万人当たりの留学生数全国第３位）

出典：永続地帯2020年度版報告書
（千葉大学倉阪研究室、
認定NPO法人環境エネルギー政策研究所）

出典：２０２０年度外国人留学生在籍状況調査結果
（独立行政法人日本学生支援機構）

出典：2020工業統計調査（経済産業省）

東アジア４ヶ国・
地域との近さ • 東アジア４ヶ国・地域に近い立地



◇ SWOT分析（外部環境環分析）
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機会（Opportunity）

宇宙港構想

• 宇宙ビジネスに対する世界的な注目の高まりと、市場の拡大
• 小型衛星のニーズ拡大とそれに伴う小型ロケットの打ち上げニーズの拡大
• 米国において商用宇宙旅行が本格化
• 成長戦略（R3.6.18閣議決定）において、宇宙港の整備などアジアにおける宇宙ビジネスの中核拠点化を目指

す旨を明記

観光動向の変化 • FIT（Foreign Independent Tour/団体旅行ではなく、個人で海外旅行に行くこと）化の進展
• アドベンチャー・ツーリズム、サステナブル・ツーリズム等の広がり

• 新型コロナウイルスの影響により、リモートワークやワーケーションが普及
• 首都圏から地方への新たな人の流れの創出が期待

空港アクセスの改善 • ホーバークラフトによる空港アクセスの改善（空港-大分市内間最速25分）
• MaaS導入による、旅行者及び地域住民双方にとって利便性の高い交通手段の提供可能性（バリアフリー含む）

九州の東の玄関口と
してのポテンシャル

• ４つの交通モード（陸路・海路・空路・宇宙）の交通結節点となるポテンシャルがあり、
今まで以上の人流・物流拠点機能が求められる。

カテゴリー

• カーボンニュートラル達成に向けた日本、世界の動向
カーボンニュートラ

ルの推進

インバウンド需要の
高まり

• 2025年大阪・関西万博
• 2030年にインバウンド6,000万人の政府目標
• コロナによる需要減からの回復の取り込み
• 訪日リピーターの増加
• 外国人観光客による福岡県-大分県-熊本県等での広域周遊需要の成立

（福岡-大分県間の流動が九州で最も多い、二次訪問で大分は九州最多）

ワークスタイルの
多様化



◇ SWOT分析（外部環境環分析）
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脅威（Threat）カテゴリー

人口減少や
少子高齢化

• 全国的な人口の少子高齢化の進展
• 人口減少による働き手不足

他空港や他の交通
手段との競合

• 九州内他地域の利便性・魅力向上（IR長崎、西九州新幹線等）
• 大分－関西・中部圏の移動需要における鉄道(新幹線を含む)との競合

パンデミックや
災害等 • パンデミックや災害等による航空需要の減少

エアラインセールス
の在り方

• 近隣のコンセッション先行空港（福岡、熊本）をはじめとした他空港との路線誘致競争の激化
• 他空港の誘致体制強化（専門チーム編成、迅速な受入対応等）

機会（Opportunity）

LCCの需要拡大 • LCCの国内外における需要拡大

国際線ターミナル
ビルの拡張 • 搭乗口の増設、出発ロビー、搭乗待合室の拡張等を行い、同時間帯2便対応可能なターミナルに改修（R元.5）

カテゴリー

出国者数の増加 • 大分県民の出国者数は増加傾向



（1） SWOT手法に基づく大分空港の現状分析

（2） クロスSWOT手法に基づく施策の方向性

2. 取り組むべき施策の方向性
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◇ クロスSWOT分析（積極化戦略）

強みと機会を活かし、ポストコロナにおける本県の地方創生を加速させるための空港活性
化策を力強く実施。
宇宙港構想実現による大分空港及び地域の更なる活性化を図る。

積極化戦略 取り組むべき施策の方向性強み 機会

観光地としての
魅力

九州の東の玄関
口としてのポテ

ンシャル

観光地としての魅力を、航空需要に
結びつけ、空の玄関口としてよりふ
さわしい空港を目指す

「ドリームポートおおいた」としての独
自の魅力を活かした空港活性化の促進

観光情報や県産品等の魅力発信拠点化

ワークスタイル
の多様化

働き方の変化により創出されつつあ
る人流を積極的に地域に取り込む

国内線：関東、近畿等の九州外の需要取
り込み

観光動向の変化
新たな観光動向（アドベンチャー・
ツーリズム等）を踏まえた空港戦略
の検討

アドベンチャー・ツーリズム等の観光資
源を有する地域との共同プロモーション
等の実施

FITへの魅力発信

インバウンド
需要の高まり

大分県海外戦略誘客ターゲット国・地域
の航空会社等に対するエアポートセール
スの強化

おんせん県おおいたのブランド力向上及
び情報発信

人気観光地としての魅力を活かした
国際路線の誘致・拡充
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等

等

等

等

国際線ターミナ
ルビルの拡張



◇ クロスSWOT分析（積極化戦略）

強みと機会を活かし、ポストコロナにおける本県の地方創生を加速させるための空港活性
化策を力強く実施。
宇宙港構想実現による大分空港及び地域の更なる活性化を図る。

47

積極化戦略 取り組むべき施策の方向性強み 機会

宇宙港構想

宇宙港を契機とし、地域の企業・大
学の宇宙ビジネス参入を促進する

県内企業の宇宙港事業参画支援

県内企業・大学への宇宙ビジネスに関す
る情報発信および参入支援

九州屈指の
産業集積

離着陸許容力の
高さ

47

カーボンニュー
トラルの推進

潤沢な再生可能
エネルギー 空港の脱炭素化に向けた取組の推進

空港施設等からのCO₂排出削減の推進

空港特性を踏まえた再生可能エネルギ―
発電等の導入検討

宇宙港を活用し、入込客数の増加や
消費額の増加を促す

宇宙港を活用した観光プログラムの開発

国内外に向けた情報発信

等

等

等



◇ クロスSWOT分析（差別化戦略）

強みを活かした競合空港や他交通手段との差別化を検討。
空港と地域、双方が活性化する、大分空港、大分県ならではの取組を検討
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差別化戦略 取り組むべき施策の方向性強み 脅威

観光地としての
魅力

他空港や他の交
通手段との競合

利用者に選ばれる空港となるための
魅力拡大と需要喚起への取組

地域資源を活かしたイベント開催等によ
る空港及び周辺地域の活性化

競合空港及び他交通手段からの利用転換
促進

近接するコンセッション先行空港との競
争激化に備えた大分空港のコンセッショ
ン導入検討

エアラインセー
ルスの
在り方

航空会社に選ばれる空港となるため
の魅力拡大と需要喚起への取組

大分県及び大分空港独自の魅力を活かし
た戦略的なエアラインセールスの実施

組織的なエアライン営業と路線多角化
（LCC路線、ローカル toローカル路線
等）

人口減少や
少子高齢化

持続可能かつ魅力的な空港運営の実
現と地域経済への波及効果の最大化

先端技術・システム導入による空港サー
ビスの拡充及び機械化の促進

空港施設や空港アクセスのユニバーサル
デザイン化

観光関係者及び交通事業者等との連携強
化による誘客促進並びに地域づくりを支
える交通網の維持・拡充に向けた取組の
推進

等

等

等



◇ クロスSWOT分析（段階的戦略）

空港アクセス改善等により弱みを克服することで、新たな航空需要を得る戦略を検討。
関係団体と協働して、新たな航空需要の創出に取組む必要がある。
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段階的戦略 取り組むべき施策の方向性弱み

限定的な航空
ネットワーク

様々な団体と協働した航空需要の創
出や利便性向上による航空路線の安
定化

九州内他空港や九州観光推進機構等と連
携した共同プロモーション等の実施

航空会社や就航地の観光公社等と連携し
た大分県民に対する利用促進対策

空港アクセスの
改善

ホーバークラフト導入によるアクセ
ス改善に併せた更なる航空需要の創
出

アジア唯一のホーバークラフトを目的
とした新たな航空需要の創出

MaaS等の導入による空港アクセス不便
地域の接続向上や利便性向上

他空港に劣後す
る空港アクセス

インバウンド
需要の高まり

機会

宇宙港構想 大分空港や大分空港周辺地域を目的
地とした航空需要の創出

宇宙港の施設等を活用した教育プログ
ラムや観光コンテンツの組成

国際線ターミナ
ルビルの拡張

出国者数の増加

等

等

等



◇ クロスSWOT分析（専守防衛戦略）

弱みや脅威からくるマイナスな影響を最小限に抑えるための対策が必要。
新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックや災害等に対処し得る空港運営を行う必
要性。
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専守防衛戦略 取り組むべき施策の方向性弱み

限定的な航空
ネットワーク

既存路線の維持・定着化のための取
組

アウトバウンド需要創出及び利用促進を
目的としたプロモーション活動等の実施

他空港に劣後す
る空港アクセス

他空港や他の交
通手段との競合

限定的な航空
ネットワーク

パンデミックや
災害等

脅威

パンデミックや災害等のリスクを想
定した空港運営

国内線及び国際線双方の路線多角化によ
るリスク分散

感染症対策の徹底

ホーバークラフト導入による陸路と海路
の複数ネットワークの構築

災害からの早期復旧体制の強化

等

等


