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1 はじめに 

 

国際空港評議会北米支部（ACI-NA）が主催し、近時の空港

ビジネスの進展に必要不可欠な 4 つの主要トピック（「コン

セッション管理（Concessions）」、「財務管理（Finance）」、

「人員計画（Human Resources）」、「ビジネス多様性

（Business Diversity）」）に焦点を当て、北米の空港・航空関

係者が一堂に会して種々の問題解決や情報共有、ネットワー

キングを行うカンファレンスである、「Business of Airports」

に参加した。このカンファレンスは本年 6月 10日から 3日

間、アリゾナ州のスコッツデールで行われ、参加者は300名

超という大規模なものであり、空港運営事業者はもちろん、

構内営業者、その他のサービスベンダー、弁護士、会計士、

コンサルタントなど非常に多岐にわたっていた。このカンフ

ァレンスは前述の4つの主要トピックに沿ったセッショント

ラックが敷かれ、それぞれのトピックに沿ったプログラムが

同時並行で行われるため、参加者はどれか一つのトラックを

あらかじめ選んで参加することとなっていた。筆者は、関心

の最も高かった「コンセッション管理」のトラックを選び、

カンファレンスに臨んだ。なお、ここで用いる「コンセッシ

ョン」という用語は、公共インフラ施設の運営権を民間事業

者に認める、といういわゆる日本的な定義だけではなく、空

港ターミナル等の大規模施設の特定区画の賃貸借またはそこ

での構内営業委託をも包含する用語として用いることとする。 

 

2 Commercial Management Committee Workshop（「商

業マネジメント委員会」によるワークショップ） 

 

このセッションでは、ACI-NA内の常設委員会である「商

業マネジメント委員会」のワークショップという形で、北米

の空港におけるコンセッションビジネスの現況や、先進的な

取り組み事例が紹介された。それによれば、2018年の北米の

空港における航空系収入と非航空系収入の割合は 54：46 で

あり、わずかに航空系収入が上回っているが、近年非航空系

収入の割合が増加しているという。そして、その非航空系収

入を生み出す仕組みとして近年注目されている事例として、

「Carts & Kiosks Program」が紹介された。これは、移動式

の大型カートまたは 1～2 畳ほどの区画に商品陳列棚と会計

台が併設された小型売店を設置して構内営業を行わせるコン

セッションの一つで、中小規模の事業者であっても空港ビジ

ネスに参入しやすくなるというメリットがある。現在、この

プログラムを導入して飲食関係のカートまたは小型売店を設

置している北米の空港は北米全体の約45％、物販関係では約

42％に上るという。また、空港によるコンセッション・フィ

ーの徴収についても触れられ、この会議の参加空港の半数程

度が港内営業者の売上に応じた一定割合のコンセッション・

フィーを徴収しており、フィーを徴収する代わりに空港は構

内営業者にかかる空港内外への広告の発信や販促備品の作

成・配布等を行う。さらに、徴収したコンセッション・フィ

ーを原資として、空港職員の第二言語の習得支援やCS研修

の実施、販促キャンペーンの実施等が行われているという。 
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3 Insight from the Airport C-Suite（空港経営層

からの視座） 

 

このセッションでは、北米の空港が現在そして将来直面す

る問題や障害、逆に機会にも焦点を当てたパネルディスカッ

ションが行われた。サンディエゴ郡地域空港公社のKimberly 

Becker氏、オークランド国際空港のBryant Francis氏、エ

ル・パソ市のMonicaLombraña 氏、そしてカルガリー空港

公社の Bob Sartor 氏は、モデレーターであるシンシナティ

国際空港のCandace McGraw氏の下、インフラ整備の必要

性の高さと個々の空港へのニーズの影響について議論を交わ

した。 

議論は、インフラスのニーズと増大するコストが引き続き

空港経営者の関心事となっていると述べる一方、多くの空港

が立ち上げるイノベーションラボのように、空港運営と旅客

の体験をより良いものとするためのテクノロジーの導入の必

要性について議論がなされた。そして、4 人のパネリスト全

員が、新しいプロジェクトを開発し、イノベーションを追求

する際に、自らの空港と地域社会を理解することの重要性を

強調していた。カルガリー空港公社のSartor氏は、「他の空

港で上手くいったからといって、それが自分の空港や地域社

会にとっても上手くいくという保証はない」と述べていた。 

 

 

パネルディスカッションの様子 

 

4 Technology and Transforming the Airport 

Ecosystem（テクノロジーと空港エコシステムの変

容） 

 

このセッションでは、空港運営の根幹となる旅客体験をテ

クノロジーがどのように変え得るのかについて焦点が当てら

れた。フェニックス国際空港のDaver Malik氏、Delaware 

North社の Jeffrey Wilkinson氏、Barich社の Leslie Ruiz

氏、そしてUnibail-Rodamco-Westfield Airports社のLogan 

Meier氏が、空港運営者側とサービスベンダーの双方の視点

から、最新の事例を交えて議論を展開した。フェニックス国

際空港のMalik氏からは、同空港の取り組みとして、体温感

知センサーを活用してターミナル内の旅客の滞留状況を把握

し、フライトスケジュールや旅客動線の改善に活用するとい

う事例が紹介された。また、今後の進展次第で更に空港運営

を変え得るテクノロジーとして、①5G（第5世代移動通信シ

ステム）、②ホットスポット2.0（公衆無線LANのアクセス

ポイントへの安全な自動接続技術）、③生体認証、④ブロック

チェーン（保安性の高い分散型データベースシステム）、そし

て⑤デジタルツイン（IoT を用いて現実空間上の物理情報を

サイバー空間上に再現する技術）が挙げられた。 

 

5 Building a Sustainable Airport Brand by 

Engaging the Airport Community（空港コミュニ

ティと共に行う持続可能な空港ブランドの構築） 

 

このセッションでは、ハリファックス国際空港の Mike 

Christie 氏、サンディエゴ郡地域空港公社の Adriana 

Kennedy 氏、モントリオール空港の Caroline Ouellette 氏

が、新しいブランドを立ち上げる際の空港コミュニティとの

関わり方について議論を行った。各パネリストは、空港の新

しいブランドを開発するために行った作業について説明し、

人的資源がその過程でどのように役割を果たしたかを説明し

た。ブランド開発や、空港従業員やその他の利害関係者が、

自分たちの空港がどこを目指すべきと感じているか、空港自

体についてどのように考えているかを理解するうえで、アン

ケート調査やサンプル職員による討議などの手法が重要だと

述べた。また各パネリストは、地域社会が成功し広く受け入

れられているという価値を反映した空港ブランドの重要性を

強調した。 

 

6 Recent Trends in Airport Concession Models（空

港コンセッションモデルの現在） 

 

空港のコンセッションには、いくつかの方式がある。各空

港はその中から最適な方式を選択し、事業者と契約を締結す

るわけだが、このセッションではその方式の態様を明らかに

し、各方式の活用状況やメリット・デメリットなどの俯瞰が

行われた。マサチューセッツ港湾公社の Sal Amico 氏、

LeighFisher 社の Daniel Cappell 氏、そしてボイシ空港の
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Amy Snyder氏のモデレートにより行われたこのセッション

では、初めにコンセッションの方式の類型が示された。それ

によると、コンセッションの方式は以下の4類型がある。 

① Direct Leasing…空港が個別の区画または少数区画

（3区画以下）を事業者に直接賃貸する 

② Prime operator…空港が複数区画をパッケージとし

て2以上の事業者に賃貸し、当該事業者らが各々賃借

した区画において営業を行う 

③ Master concessionaire…空港が飲食サービス全体を

ある事業者に委託する。当該事業者は、リテール事業

者の場合もあればそうでない場合もある。当該事業者

は部分的に他の事業者に再委託をする場合もある。 

④ Master Developer…空港が、自らは直接営業をせずに

請け負ったコンセッションの開発・委託・管理を行う

サードパーティーと契約する。当該請負事業者は、施

設に直接投資する。 

また、各方式の使用比率及び2011年と2018年の使用比率

の比較は以下のとおり披露された。 

 

各コンセッション方式の使用比率 

 
Food & 

Beverage 

News, Duty 

Free, and 

Gift 

Direct Leasing 34％ 40％ 

Prime operator 36％ 33％ 

Master concessionaire 19％ 17％ 

Master Developer 10％ 10％ 

 

飲食営業における各方式の使用比率の推移 

 2011年 2018年 増減率 

Direct Leasing 66％ 34％ －32pt 

Prime operator 12％ 36％ ＋24pt 

Master 

concessionaire 
9％ 19％ ＋10pt 

Master Developer 13％ 10％ －3pt 

 

当然ながら、それぞれの方式ごとにメリット・デメリット

が存在する。Direct Leasingは、事業者の選定や条件付けに

統制が利く、高いコンセッション・フィーのリターンが望め

る、純粋な競争原理の下で事業者が選定される等のメリット

がある一方で、高コストになりやすい、手続き時間の増加、

共有スペースの管理に依然として空港側の責任が伴う等のデ

メリットがある。 Prime operator または Master 

concessionaire は、共有スペースも受託事業者側の責任の下

に置かれる、グローバル事業者による競争の的となる、グロ

ーバル事業者によるワールドワイドなビジネス展開との連携

が可能となる等のメリットがあるが、一方で、リテール事業

を包括的に委託することにより競争が制限され、特定のブラ

ンドや商品に限られてしまうことがデメリットとして挙げら

れた。Master Developerでは、空港自身による投資負荷を最

小化できる、利益を最大化するため契約条件を柔軟に設定で

きる、市場に迅速にアクセスできる等のメリットがある一方、

受託事業者の空港事業の経験の欠如、空港による商業管理全

体への関与の希薄化、投資利益回収のための排他的契約の長

期化の恐れ等がデメリットとして挙げられた。 

 

7 Roundtable with Airlines（航空会社とのラウンド

テーブル） 

 

このセッションは、サウスウェスト航空、アラスカ航空、

スピリット航空の代表者が出席し、業界の成長予測、空港民

営化、官民パートナーシップ、空港の資本改善などについて

話し合われた。アラスカ航空のRandall Fiertz氏は、航空会

社と空港のコラボレーションの機会や、旅客が職員の手を借

りることなくサービスを利用でき、そしてその分空港内にス

ペースを生み出すための創意工夫の必要性について触れてい

た。サウスウェスト航空のJulie Boston McGrath氏は、同

社は特に年配の旅客が空港内を移動するのに有益な方法を検

討しており、大きな焦点となっていると説明、そしてスピリ

ット航空のMatthew Glover氏は、同社は旅客の利便性を向

上させるため、旅程全体を通じてタッチポイント（自社のサ

ービスと顧客との接点）を最適化することに重点を置いてい

ると説明した。また、3 名のパネリスト全員が、大学等と連

携したインターンシッププログラムや現従業員のためのリー

ダーシッププログラム等の取り組みについて言及した。 

 

8 おわりに 

 

北米には数百数千を数える大小さまざまな空港が存在し、

それ故に彼らが抱える問題や課題も実に多岐にわたることを

今回のカンファレンスで理解することができた。彼らを世界

の航空産業を牽引する北米地域、という目で見てしまうと、

どの空港も問題なく運営されているようにとかく見えてしま

いがちだが、今回のようなカンファレンスの場で切実な面持

ちで自身の空港の実情を訴え、解決策を求める空港運営事業
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者を目の当たりにすると、最近日本が国を挙げて推し進める

海外インフラ輸出の相手方として北米地域を目指す余地が十

分にあると思えてならない。しかしながら、今回の参加で感

じたように、北米の空港が求めるニーズの多様さを把握する

のは決して容易ではないため、今後もきめ細かな情報収集と

情報発信に努めていきたい。 


