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The increasing significance of airports in Japan due to the country’s inbound 

tourist policy and the upcoming Tokyo Olympic Games in 2020 raises the necessity of 

focusing on a still not widely spread area in airport business, i.e. airport marketing. 

In our research, we focus on airports in Hokkaido which show a trend of upcoming 

major changes due to on one hand the difficult regional economic situation in Hokkaido, 

and on the other hand its richness in nature and its therefore increasing popularity as a 

tourist destination. A sign of such major changes can be seen in the new developments 

in airport marketing where, for example, the management of the seven airports in 

Hokkaido is being privatized to be managed unitarily.  

In this paper, we first explain the relation between the two different research areas 

of marketing and organizations. Second, we analyze the situation of airports in 

Hokkaido. Third, we expand our analysis on airports in Hokkaido by considering 

aspects of organization theory.  

 

1. はじめに 

本論文は空港マーケティングについての研究上・実践上の取り組みの一環として、北海

道内空港の運営委託について、組織論的な考察を行うことである。 

空港マーケティングという用語は広く普及しているものでない。しかしながら、空港経

営という用語は以前より存在している。その空港経営の中でもマーケティングの重要性が

高まっていると考えることができよう。従来の空港経営には航空的側面と非航空的側面と

いう観点とが存在しており、その中で非航空系の側面を深く掘り下げた一分野として空港 

マーケティングという視点が存在する（小橋・許斐・藤川, 2016）。 

筆者は北海道に着任して以来、地元企業・地元経済との関わりを意識しながら研究教育

を進めてきた。その過程で道内経済の厳しい状況を目の当たりにしながらも、他方で北海

道の観光資源の豊富さと訪問者の多さという特徴があることにも注目してきた。 

地域の活性化は今日の日本が抱える需要課題の一つであるが、筆者の地域にある女満別

空港に着目すると、空港を観光客の単なる移動上の中継点とするのではなく、そこも観光

資源の一つにすることによって、地域の魅力度の更なる向上が期待できることから、マー

ケティングという視点から空港を分析することが必要だと考えるようになった。これが本

研究の着想の経緯である。 
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このような中で、北海道内の空港運営に関する動向に大きな変化の兆しが見え始めた。

道内の 7 つの空港を一元的に管理する形で民営化するというものである。 

このような背景に鑑み、本論文では第一にマーケティングと組織との関連性について言

及する。その上で、第二に北海道の事例について説明する。そして第三に北海道の事例に

ついての組織論的な考察を行う。 

 

2. マーケティングと組織との関係 

 筆者の主たる関心は空港マーケティングにあるため、予備的考察（preparatory  

considerations）として、マーケティングと組織との関係について触れておこう。 

 言うまでもなくマーケティングと組織論とは異なった研究領域である。それぞれについ

て複数の学会が存在している状況であり、したがってそれぞれの分野で非常に多くの研究

が存在している。 

 しかしながら、両者は密接不可分の関係にあるとも言える。企業の実践に目を向けてみ

れば、「顧客志向の組織づくり」という表現は声高に主張される。例えば顧客対応を目指す

中で、様々な部門の利害が対立し企業組織が混乱するという事例は、よく耳にするところ

である。 

 顧客志向の組織改革の例として、日立を挙げることができる。同社は 2016 年 2 月に大幅

な組織変更を発表した。そこではそれまでのカンパニー制から、より一層の顧客志向を強

めた「フロント－バック組織」と呼べる組織構造へと変化を遂げた。フロント－バック組

織とは、組織を製品部門（バックエンド）と顧客部門（フロントエンド）とに大別し、そ

れぞれに異なった職能を配置し、バックエンドで開発や生産における効率性を、そしてフ

ロントエンドで迅速かつ的確な顧客対応を目指す組織である（小橋, 2004; Kobashi & 

Konomi, 2015）。 

 このように、企業実践において、市場対応としてのマーケティングと組織との関わりは、

様々な局面で観察できる。 

 他方で、研究においても同様の指摘ができる。例えばインターナル・マーケティングの

議論において、木村(2007)は、内部組織の協働が統合的マーケティングにつながると論じて

おり、高橋(2014)は、さらにミクロな人的資源の視点も踏まえながら、営業だけでなく研究

開発部門といった様々な部門におけるマーケティングの視点の重要性を指摘している。 

また、マーケティング・チャネルに目を向ければ、中田(1986)は中間組織といった取引コ

スト経済学 (Williamson, 1975; 1991 など)に基づいた組織的分析を行っており、結城(2014)

は幅広い視点で実証研究を行っている。 

このように、実践面と研究面の双方において、マーケティングと組織とはつながってお

り、同時につなげる努力も行われている。 
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3. 北海道の事例とコンセッション方式 

前節での予備的考察では、マーケティングと組織とのつながりについて考察を行い、両

者の間には密接な関係があることを指摘した。それを踏まえた上で、本節以降で北海道内

の空港問題についての考察を進めていく。 

  

3.1. 北海道空港計画 

 2016 年 9 月 6 日号の日本経済新聞に、「北海道の７空港、一括で運営委託：道が民営化

案」というタイトルの記事が載った。北海道内の空港の運営委託は予てより議論されてき

たが、それが正式な形で発表されたのである。 

 同記事によると、北海道は道内７空港（国管理の新千歳、函館、釧路、稚内、道が管理

する女満別、地元市が管理する帯広、旭川）を一括して同じ事業者に運営を委託する民営

化案をまとめ、2020 年の民営化を念頭に置いている。そして関係自治体や空港関係者の要

望をまとめた意見書を年内に提出し、政府はこれを受けて来年度中に具体的な民営化の手

続きなどをまとめる方針であり、空港施設の運営権を売却するコンセッション方式などを

軸に検討が行われる予定である。 

 ここでは組織に関わる論点として、第一にそもそも経営母体が異なる空港間での統合で

あるという点と、第二に統合後の運用方式としてのコンセッション方式に着目したい。 

 第一の点に関しては、北海道は国・道・市という母体の違いが統合に及ぼす影響を考え

る必要がある。経営統合や合併といった事象においては、統合の青写真を描く段階では戦

略面が重要であり、統合後は組織的側面が重要である。従業員の報酬体系や人事制度、意

思決定方式、組織文化といった様々な面での摩擦が生じ、調整努力が必要になる。その摩

擦は時として非常に大きくなるため、本質的な解決をしないまま、たすき掛け人事が続く

という事例も存在する。今回の場合、3 つの異なった母体を出自とする組織どうしの統合で

あるため、統合後の摩擦も小さくないものになりうる。そして、戦略的側面もそこに影響

しうる。母体が異なるということは、それぞれの母体の戦略やビジョンの中で、各空港が

位置づけられてきたことを意味する。国の中で空港が果たすべき役割、市にとっての役割

といった形である。それが統合後は、基本的には北海道 7 空港としての戦略を描くことに

なるため、その点でもこれまでとの違いに繋がりうる。このように考えると、経営母体が

異なる空港間での統合であるという事実は、戦略面、組織面での多大な調整努力を必要と

することを意味している。 

 第二のコンセッション方式については、節を改めて詳細に検討しよう。 

 

3.2. コンセッション方式についての考察 

 コンセッション方式とは官民連携の形態の一つである。官庁と民間企業とが協力し、そ

れぞれが持つ資源を効果的に組み合わせながら、様々な事業にあたることである。 

官民連携には様々な形態が存在するが、図 1 のように、所有権（資産保有）と運営権（事
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業運営）という視点で分類されることが多い。 

 

図 1：官民連携概念図（国土交通省総合政策局官民連携政策課, 2015) 

 
  

上記のように様々な官民連携の一形態としてコンセッション方式が存在するが、この議

論が盛んになってきた背景として、2011 年に、民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律（PFI 法）の改正により、公共施設等の運営権を民間事業者に付与す

る制度（コンセッション方式）が導入されたことが挙げられる（佐藤・岡谷, 2014）。 

 所有権を国に残しつつ、運営権のみを委ねるということについて、佐藤・岡谷(2014)は、

以下のように述べている。コンセッション方式の下では、空港の運営を民間事業者に委ね

るものの、公的主体に土地・施設の所有権が残ることから、適切な空港運営主体の選択な

いし不適切な者の排除、災害時等の不測の事態への対応のために、国が必要な関与を行う

根拠を見出しやすいと考えられたためと推測される、と。 

 さらに石田(2012)はコンセッション方式について様々な主体という視点からメリットと

デメリットに言及している。 

 発注者側のメリットとして、公共施設の所有権が発注者に残るため民営化なりをした後

においても関与し続けることができる、発注側が物を持っていながら民のノウハウ・資金

を活用する事が可能などの点がある。 

 他方で事業者側から見れば、第一にコンセッション契約を中心に発注側、事業者、地域

という三者がお互いに約束事を決めてインフラを運営していくため、事業に一定の安定性

が確保される。第二に、コンセッションでは資産の所有権が移転しないため、簿価に引っ

張られずキャッシュフローベースの評価が出来る。第三に、コンセッションにより適切な

リスク分担が可能となる。民間事業者は事業経営や資金調達が得意であっても、必ずしも
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全ての事業に関するリスクを自らコントロールできるとは限らず、地域経済が観光や産業

振興を通じて発展しない限り、一インフラ事業も伸びは期待できないため、国・地域と事

業者の事業・リスク分担が必要となる。これがコンセションにおいては可能となり、事業

者は経営に腕を振るうことが可能となる。 

他方で留意点も存在する。発注者が自ら「コンセッション」を通じて実現したい目的や

優先順序をしっかりと整理し、民間事業者にどのような価値を実現させるかを考えなけれ

ばうまくいかない（以上、石田(2012)）。 

 このことは、運営主体の権利範囲をどこまで認めるかという問題につながってくる。ま

た、事前の契約については取引コスト経済学の議論が参考になる。そこでは、取引に関し

て言えば、不確実性・複雑性と限定された合理性の問題が結びつくと、完全な契約を作成

することが難しくなる。つまり、契約作成時には予想できなかった問題が契約履行時に生

じうるのである。そのような場合、その問題をどのように扱うかで、取引主体間での意見

の食い違いが生じる可能性が存在する（Williamson, 1975）。具体的に考えれば、天災等の

生じた場合の損害の分担といった、リスク対応がここに関わる。 

 このように、コンセッション方式は 1 つの有望な形態であるが、同時に注意を払うべき

点も存在する。これまでの議論をまとめたものが表１である。コンティンジェンシーセオ

リーで指摘されるように、「唯一最善の組織構造は存在しない」のであり、そのことは様々

な組織の形態にはそれぞれメリットとデメリットが存在し、環境をはじめとする様々な状

況との適合関係の中で、フィットする組織が決まってくる。 

 

表 1：コンセッション方式のメリットとデメリット 

メリット デメリット 

・運営主体による柔軟な市場対応が可能 

・リスク分担が可能 

・運営主体による資金調達 

・所有権の残存によるコントロールの掌握

・運営主体の独断行動の恐れの存在

・予見困難なリスクへの脆弱さ 

・事業破綻時の負担問題 

・運営主体の自由裁量の制限 

 

4. 組織論的考察 

 第 3 節では北海道の現状と、その要諦であるコンセッション方式について検討した。組

織的な面で検討すべき課題が多いと考えられるため、本節では組織論の知見を用いながら、

分析と今後についての示唆を示したい。 

 組織は様々な関係から構成されるものであるが、タテとヨコという 2 つの点から考える

ことができる。今回の事例で考えれば、コンセッション方式はタテの問題になり、様々な

空港間の問題がヨコの問題になるといえよう。もちろん両者は密接に関わるものであるた

め、まず分けて考えた後に、まとめの議論を行っていきたい。 
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4.1. タテの関係としてのコンセッション方式 

 第一に明確にすべきことは、自由裁量をどこまで認めるのかということであろう。所有

者を上位階層として捉えるならば、空港という組織をどの程度分権化するかということで

あろう。分権化を進めることによって、裁量が高まった運営主体は創意工夫に基づいて柔

軟かつ迅速な活動が可能になり、より適切な市場対応を達成することができる。他方で過

度な分権化はその部門の独走を許してしまう。分権化の最適な水準を決めることは困難で

あるが、分権化を進める場合の要諦として、価値観の共有を挙げることができ、これが第

二の問題となる。 

 第二の問題である価値観の共有は、組織活動の様々な局面において見られる。例えば中

小企業の場合でも、「トップの理念が現場まで十分浸透していない」といった話を聞くこと

がある。規模が大きくなければ相対的に容易であると考えられるが、それでも理念の浸透

が難しいことがある。今回の場合、官民間での価値観の共有を図ることができるかどうか

という事例である。言い換えれば、所有者側と運営側がそれぞれ抱く「あるべき空港のイ

メージ」について、しっかり擦り合わせることができるかどうかが重要になる。そのこと

は擦り合わせ以前に、各々がイメージを抱いているかどうかにも関わってくるであろう。

仮に両者に違いがあったとしても、建設的な議論を通じて、よりよいイメージへと昇華し

ていくことが想起されるためである。 

 そして上記二つの問題に共通する課題として、両者間の今後のコミュニケーションをど

のように構築するかが挙げられる。このように、タテの問題は所有者と運営者との関係に

深く関わっていると言えよう。 

 

4.2. ヨコの関係としての空港間関係 

 これに対して、ヨコの問題は、運営主体が各空港をどのように運営していくかという問

題に関わっている。 

 先述の通り、これまで 7 空港は様々な母体によって異なった形で運営がなされてきた。

これは組織論の視点でいえば、ルースリー・カップルド・システム（LCS）であったとい

える（岸田, 1992）。概念的にはこれに対して、タイトリー・カップルド・システム（TCS）

が存在し、それぞれは以下のように説明することができる。LCS とは、上位システム－シ

ステム－下位システムの間に、以下の 6 つの性質をもったシステムである（岸田, 1992）。

①下位システム内部の諸要素はタイトな連結、②下位システム間はルースな連結、③下位

システム間の共通要素がシステム全体に与える影響は弱い、④システムと全体環境の間の

連結は弱い、⑤下位システムとそれの直面する部分環境の連結はタイト、⑥部分環境間の

連結はルース、という 6 つである。 
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図 2：ルースリー・カップルド・システムの定義（岸田, 1992） 

 

 

 

 先に説明した通り、これまでの 7 空港はルースリー・カップルド・システムとして説明

できるものであった。空港の経営母体がそもそも違っていることがその主たる理由である

が、就航路線を見た場合でも、例えば帯広空港と旭川空港は道内の他空港との間での就航

ルートを持っていない。この点で組織的にもオペレーションのレベルでも接触がなかった

空港どうしを、今後どのように結びつけていくのかが重要になる。LCS の特徴として、局

地的適応という性質を挙げることができる。したがって理論的には、各々の下位システム

（各空港）は各々が直面する環境に対応してきたが、そこで何らかの問題が生じても、そ

の障害が増幅して他の下位システムやシステム全体に広がることはなかった。そして環境

の部分の微細な変化に組織全体として反応する必要はなく、統合・調整の必要もないので、

組織の運用コストは低かった。しかし、下位システムで発見された優れた解が他の下位シ

ステムに波及せず、大規模なシステム全体の変化は困難であった（岸田, 2001; 2013）。 

今回の北海道内空港改革は、このような長短所を持った LCS から TCS への移行として

捉えることができるがが、ここでは第一に組織変化の目的・必要性の明示、そして第二に

そのためのプロセスの明示が運営者側に求められよう。 

第一の点について言えば、LCS と TCS のメリットデメリットの対比を通じて何のために

組織変化を行うのかという必要性の指摘が必要になり、第二の点について言えば、組織変

革においてメンバーの合意は重要であるため、事前の了解事項を可能な限り増やす努力が

必要となろう。 

 さらに付言すれば、これまで関わりの無かった各空港間のメンバー同士が知り合う機会

をどのように設けるかも重要である。これは組織論において近年盛んに論じられるように

なってきた「トランザクティブメモリー」と関わりがある。トランザクティブメモリーと

は「組織の中で『誰が何を知っているか』を知っていること」である（入山, 2012）。組織

メンバー全員が同じ知識を常に共有している必要は必ずしもなく、トランザクティブメモ
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リーがあれば、組織として必要な対応ができることになる。空港間相互の知識が深まって

いくことは、トランザクティブメモリーの高まりにつながり、それによって草の根的な新

しい発想を促すことができるだろう。 

 これまで見てきたように、ヨコの関係とは空港間関係として捉えることができる。そし

て空港間でのつながりや連携を深め、自律的な活動の中で全体につながる発想や行動を誘

発し、全体としての活動や戦略にそれを組み込むという流れができれば、7 空港一括運営の

意義が高まると言えよう。 

 

5. 結びに代えて 

本論文では空港マーケティングについての取り組みの一助として、北海道空港の事例に

基づいて組織論的な考察を行った。 

マーケティングと組織とは事業運営における異なった面に関わる活動であるが、北海道

空港の事例でも指摘したように、7 空港という別組織の一体化を高めていくことによって、

道内空港全体としてのマーケティング活動の一貫性・整合性が高まり、その活動の成果も

期待できるところとなる。 

 最後に、今後の課題として以下の 2 点を指摘したい。第一が今後の北海道内空港改革の

フォローである。北海道内空港改革はまだ始まったばかりであり、今後の進展の姿によっ

ては、また新たな可能性や課題が浮き彫りになるかもしれない。マーケティングや組織と

いった視点から何らかの貢献ができればと考えている。 

 そこと関わるかもしれないが、第二が関西地域の空港の統合問題である。一体運営とい

う点で関西地域の空港の方が先行しており、学ぶべきところは多いかも知れない。具体的

には、関西国際空港と伊丹空港との役割分担のメリットと課題点、あるいは神戸空港が参

加していない現状の詳細な分析などである。これらに留意しながら、今後の研究を進めて

いきたい。 
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