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【短

報】

羽田空港の歴史
衣本 啓介*
キーワード：羽田空港，首都圏空港，24時間国際拠点空港化，再拡張事業，歴史

Ⅰ．はじめに
2010年（平成22年）10月21日に
東京国際空港（羽田空港）は４本
目の滑走路であるＤ滑走路及び新
国際線地区の各施設が供用開始さ
れ，24時間国際拠点空港化の第一
歩を踏み出したところである。一
方で羽田空港は空港周辺地域との
関係などにおいて様々な出来事を
経て発展してきており，これらを
無視して今の羽田空港は語ること
ができない。本稿では，羽田空港
が歩んできた歴史を振り返るとと
もに，羽田空港の現状及び将来に
ついてまとめてみたい。

Ⅱ．羽田空港の歴史

図１ 1923年刊行 １万分の１地形図「穴守」

１．「羽田」の由来
歴史をひも解く前に，まず，
「羽田」という地名の由来を調べ
てみる。鳥の羽のような翼を持つ
飛行機が離着陸する飛行場の名前
として，あまりにもぴったりしす
ぎている「羽田」という地名は，
羽田空港が開港してからついたよ
うな錯覚にも陥りかねない地名で
あるが，実際の地名の由来には諸
説あって，「元々この土地が，海
老取川を境として２つの島に分離
されており，その地形を海側から
見ると，島の形があたかも鳥の両
翼に似ていることと土地が肥沃な
田地が一帯に広がっていたことの
２つの意味から，羽田の名称が起
*国土交通省航空局

図２ 1930年刊行 １万分の１地形図「穴守」

「地図」Vol. 48

No.4

2010

8

こった」という説や「低湿粘土の
土地を『埴田（はにだ）』，新しく
開墾した土地を『墾田（はりた）』
と呼ぶことから，それが転訛して
『はねだ』となり，さらに，ここ
は昔から海鳥が多く，鳥の羽が田
地にたくさん落ちていたから『羽
田』となった」という説もある。
いずれにせよ，「羽田」という地
名の由来に定説はないようだが，
羽田空港の位置している土地が，
航空機と同じように空を飛ぶ海鳥
に由来していると考えるとおもし
ろい。

図３ 1931年 東京飛行場開港

２．昭和初期から戦前
2010年（平成22年）は，1910年
（明治43年）12月，徳川好敏陸軍
工兵大尉と日野熊蔵陸軍歩兵大尉
が東京・代々木練兵場（現在の
代々木公園）で我が国初の動力機
による公開飛行を実施してからち
ょうど100年目であったが，この
1910年代の航空草創期の飛行家た
ちは，東京湾の遠浅海岸や埋立地
を利用して，飛行機の発着を試み
ていた。寒川，稲毛，津田沼，船
橋，洲崎，芝浦，大井，大森，羽
田などの砂浜が，大空の挑戦者た
ちの挑戦の舞台となっていた。こ
の羽田の砂浜というのは，六郷川

図４ 1939年刊行 １万分の１地形図「穴守」

（多摩川）河口の南側の三本葭飛
行場のことである（図１，図２）。

管制塔もなかった。1931年（昭和６年）８月25日の開

羽田空港の歴史は，逓信省航空局が1930年（昭和５

港第１便は，日本航空輸送㈱が運航する大連行きの

年）１月に東京府荏原郡羽田町大字鈴木新田の埋立地，

フォッカー型機（６人乗り）であったが，乗っていた

15万８千坪（約48ha）を飛行場用地として飛島文吉

のは松虫と鈴虫6,000匹であったとか。当時の航空運

から購入，３カ年計画の新飛行場の建設に着手し，翌

賃が庶民には手の届かないものであった中，記念すべ

1931年（昭和６年）８月に建設工事が完成し，逓信省

き初飛行を乗客なしで飛ばすわけにもいかなかった飛

による民間専用飛行場である「東京飛行場」を開設し

行会社の営業努力の末に，松虫・鈴虫になったようで

たところから始まる（図３，図４）。総面積は52.8ha，

ある。

滑走路は300m×15mであった。また，滑走路以外の

その後，朝日，報知，東京日々の各新聞社や東京飛

施設としては，円形の待合室，格納庫２棟だけで，当

行機製作所が格納庫を設置する等にぎわいを見せ，定

時の日本では管制塔と飛行機間による無線での離発着

期便の路線もしだいに増え，滑走路を使う頻度も多く

はまだ行われておらず，すべて手旗信号だったため，

なり，加えて満州国建国以降は，満州航空㈱も設立さ
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の約1,200世帯，約3,000人を超える人
達に対し，48時間以内に空港島から立
ち退きするようにという緊急命令が発
せられた。この強制退去命令により退
去させられた住民の一部の方々は，海
老取川を渡った羽田地区に移り住み，
今も暮らしている。このように現在の
羽田空港は，旧羽田島住民の皆様の犠
牲の上に成り立っているものであり，
我々空港関係者が決して忘れてはなら
ない出来事である（図５）。
こうして，GHQ に接収された東京
飛行場は HANEDA ARMY AIR BASE
（通称ハネダ・エアベース）という名

図５ 1945年 接収直後の東京飛行場

前に変わり，11月から大拡張工事が始
れ，満州への旅客や貨物輸送が増大したこともあり，

まった。1946年（昭和21年）６月に完成し拡張された

滑走路１本だけでは対応できない状況が出てきた。そ

飛行場は，総面積257.4ha，北西から南東に伸びる

こで，1938年（昭和13年）から1939年（昭和14年）

2,100ｍ×45ｍのＡ滑走路，北東から南西に伸びる

にかけて，逓信省は飛行場に隣接する羽田運動場を買

1,650ｍ×45ｍのＢ滑走路と２本の滑走路を有し，エ

収し，飛行場を72.8ha に拡張し，滑走路も800ｍ×80

プロン（駐機場），管制塔，事務所，宿舎などが新設，

ｍを東西方向及び南北方向にそれぞれ１本ずつの２本

増設された。GHQ はハネダ・エアベースを出入国空

整備した。

港と定め，アメリカの軍用航空輸送部隊が駐屯するよ

こうして，東京飛行場は，定期航空便や内外の国際

うになった。また，1946年（昭和21年）から1950年

親善飛行の出発・到着地となり，日本の中心飛行場と

（昭和25年）までの間にはノースウエスト，パンアメ

なった。その後，太平洋戦争に入ると，定期航空機も

リカン，英国海外，カナダ太平洋などの計７社が極東

迷彩色に塗り替えられ，海軍航空隊の練習生訓練用に

路線の拠点として利用していた。

も利用されるなどして，やがて終戦を迎えた。
３．終戦，GHQによる接収
1945年（昭和20年）８月に太平
洋戦争が終結し，米太平洋陸軍総
司令部（GHQ）が横浜に置かれ
た。その後，GHQ は，同年９月
12日に東京飛行場の引き渡しを我
が国に申し入れてきた。翌13日付
の朝日新聞には，マッカーサー司
令部により羽田飛行場の引き渡し
と同時に，滑走路拡張のため海岸
線埋立の設備の提供と飛行場付近
の一部の住民に対して立ち退きが
命ぜられることになったと伝えて
いる。同21日には，海老取川から
東側に居住する全住民（羽田鈴木
町，羽田穴守町，羽田江戸見町）

図６ 1958刊行 １万分の１地形図「東京国際空港」
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応策として，Ｂ滑走路の延長，エプロ
ンの増設を計画した。Ｂ滑走路延長工
事は1968年（昭和43年）８月に着手し，
1971年（昭和46年）に完成，供用開始
された。この結果，Ｂ滑走路は海側に
延長して2,500ｍとなり，既設部分が嵩
上げによって補強され，大型機も使用
可能となった。また，エプロンの増設
については，3,000ｍのＡ滑走路を
1,200ｍに短縮して小型機用滑走路とし
て，その残りの南側の部分とエプロン
との間を舗装することによりオープン
エプロンを増設した。
５．成田空港の開港
羽田空港の歴史を語る上で，成田空

図７ 1983年 沖合展開事業前の羽田空港

港の開港は大きな意味を持つ。
４．返還，空港拡張と騒音問題

首都圏に新空港建設の必要性が関係者の間で検討さ

その後，1951年（昭和26年）９月，サンフランシス

れ始めたのは羽田空港の3,150ｍのＣ滑走路の建設，

コ講和条約が締結され，翌1952年（昭和27年）４月に

エプロンの拡張等が進められていた1961年（昭和36年）

発効されることにより，ハネダ・エアベースの接収も

頃からであった。これら羽田空港の拡張整備は完成後

解除され，同年７月，空港施設の一部が GHQ から日

10年以上の航空需要に対応できるものとして計画され

本に返還され運輸省の所管となり，「東京国際空港」

たものであった。しかし，その後の国際線及び国内線

と改称し，ここに，東京国際空港が誕生した。東京国

の旅客，貨物とも新機材の導入等によってその増加率

際空港は地理的にも国際航空路上の拠点として，また，

は予想をはるかに上回り，羽田空港が能力の限界に達

首都東京の表玄関として，再発足後の旅客数の伸びは

する時期はかなり早まるものと予想された。

著しいものがあった。

これに対して早急に対策を講じる必要が出てきたた

この伸びゆく需要に対応するため，また，今後，国

め，羽田空港の拡張を含めて種々の検討が行われた結

際空港としての機能を持つために，2,500ｍの滑走路

果，1966年（昭和41年）７月の閣議において，新空港

とともに近代的なターミナルビル等の機能施設が不可

の位置，規模等が決定された。その後，同年12月運輸

欠と運輸省は判断し，その整備を図ることとなった。

大臣より空港の基本計画が指示され，新東京国際空港

新ターミナルビルについては，1955年（昭和30年）５

公団が建設に着手し，1978年（昭和53年）５月に成田

月に竣工，供用を開始し，滑走路については，同年８

空港が開港した。

月に完成し，Ａ滑走路は両端を延長して2,550ｍとな

この成田空港の開港に伴って，それまで羽田空港で

った。このような中で，1958年（昭和33年）にようや

扱っていた国際線の航空輸送業務は，中華航空を除き

く全面返還を迎えた（図６）。

全て成田空港へ移転することになった。その結果，

さらに，1960年代後半となると，欧米の航空機工業

1952年（昭和27年）の再発足以来27年間続いた羽田

の技術革新は目覚ましく，より効率の良い，より生産

空港の「国際空港」としての役割を終え，新たに「国

性の高いジェット機が次々と登場し，1960年代末に至

内線空港」としての時代を迎えることなった。国際線

ると従来の常識を覆すようなジャンボ機が出現するこ

のカラフルなカラーリングの航空機が飛び賑やかだっ

ととなった。このジャンボジェット機B-747が東京国

た空港がその有様を大きく変えた瞬間であった（図

際空港に乗り入れるのが1970年（昭和45年）と予想さ

７）
。

れていたため，その受け入れのための空港整備につい
て，1967年（昭和42年）頃から検討を始め，当面の対
<地図
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図８ 沖合展開事業の概要

６．沖合展開事業

の時点で空港面積は408haから586haとなり，空港の

成田空港の開港に伴い国際線が移転した結果，一時

処理能力は年間約16万回から18万回へと約２万回，１

的に余裕が出た羽田空港だが，その後も需要は伸び続

日当たり50回（25便）増大した（図９）
。

け，施設の拡張が必要になるとともに，騒音問題の抜

第２期計画については，西旅客ターミナルビル及び

本的な解決も迫られることとなる。運輸省では，羽田

管制塔を含む管理施設を中心とする西側ターミナル地

の拡張計画として沖合展開計画の検討を進めていた

区の整備並びに湾岸高速の乗り入れ及びモノレールの

が，地元との検討・調整を踏まえ修正
を加え，1983年（昭和58年）２月に，
沖合展開事業計画に関する「東京国際
空港整備基本計画」を決定した。この
沖合展開事業計画の主な目的は，①航
空機騒音問題の抜本的な解消，②航空
輸送力の確保（空港処理能力の確保），
③廃棄物処理場の有効活用というもの
で，大規模な拡張となることから，各
施設の整備を３期に分けた段階整備と
したものである（図８）。
第１期計画については，既存のＣ滑
走路から450ｍ沖合に3,000ｍ×60ｍの
新A滑走路を建設するもので，1984年
（ 昭 和 5 9 年 ） １ 月 に 着 工 し ， 1 9 8 8年
（昭和63年）７月に供用開始した。こ

図９ 第１期事業完成（新Ａ滑走路供用開始）
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行移動させることにより，航空機騒音
の大幅な低減を目指したものであり，
2000年（平成12年）３月に供用開始し
た。この後，高速脱出誘導路や新A滑
走路西側平行誘導路の整備を行い，新
Ｂ滑走路からターミナルビルへの航空
機誘導を効率化することにより，空港
の処理能力の向上が図られた。
また，国際線旅客に対応するための
暫定国際線旅客ターミナルビルを1998
年（平成10年）３月に開館，2004年
（平成16年）12月の東側ターミナルビ
図10 第２期事業完成（西側ターミナル等供用開始）

ルの供用開始とターミナルビルも段階

延伸で構成されるアクセスの充実を行った。西旅客タ

的に拡充している。またこの間，空港アクセス道路の

ーミナルビルは1993年（平成５年）９月，羽田の空に

整備，モノレールの延伸及び京浜急行の乗り入れとい

大 き く 翼 を 広 げ る 巨 鳥 の ご と く ，「 ビ ッ グ バ ー ド

ったアクセスの充実も図られている。これらにより，

（Big Bird）の愛称で供用を開始した。また，この沖

最終的には，2004年（平成16年）の時点で，空港全体

合展開事業を推進する一方，空港の運用時間について

としての処理能力を30万回にまで拡大してきたところ

地元区との話し合いを進め，離着陸時間を朝夕１時間

である。さらに，2007年（平成19年）２月の東側ター

ずつ延長して午前６時から午後11時とし，昼間帯の離

ミナルビル南ピアの供用開始により沖合展開事業は概

着陸間隔の短縮も行うことにより，空港全体としての

成したが，その後も誘導路改良やターミナルビルの増

処理能力を21万回まで拡大した（図10）。

築・改修，駐車場の整備等が進められ，羽田空港の機

そして第３期計画については，西側ターミナル地区

能拡充が進められてきた（図11）
。

のさらに沖合の埋め立て地に3,000ｍ×60ｍの滑走路
を新A滑走路と平行に新設するもので，1990年（平成

７．羽田空港再拡張事業

２年）から大規模な地盤改良が実施され，1997年（平

沖合展開事業の結果として，羽田空港は，航空機の

成９年）３月に供用開始された。この新Ｃ滑走路は，

運航・整備の基地空港として，1,276ha の敷地に，３

霧などの低視程時における運用が可能なカテゴリーⅡ

本の滑走路，誘導路，175のスポット，２棟で約50万

であり，新Ａ滑走路との距離は1,700ｍと十分な間隔

㎡の国内線旅客ターミナルビル，貨物取扱施設等が設

が空いているため，我が国で初めて同
時離着陸が可能なオープンパラレル配
置の滑走路となった。この新Ｃ滑走路
の供用開始に伴い，空港面積は
1,100ha となった。また，空港の処理
能力は供用開始前の１日580回，年間
21万回程度から１日660回，年間24万
回程度に増強された。加えて騒音問題
を引き起こす恐れもなくなったことか
ら，空港の24時間運用が可能となった。
従って，1997年（平成９年）７月より，
午前６時から午後11時までであった空
港運用時間を24時間へと拡大した。
さらに，新B滑走路は2,500ｍ×60ｍ
で，既存のＢ滑走路を380ｍ沖側へ平

図11 第３期事業概成（新Ｂ，Ｃ滑走路等供用開始）
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置され，これらに加え，格納庫，エンジンメンテナン

年（平成20年）５月に着工し，2010年（平成22年）

ス工場，洗機場等航空機の運航を支える様々な施設・

10月に新滑走路と共に供用開始となった。

設備が設置された。こうして，羽田空港には北は北海

また，これらの供用開始に先立つ2010年１月にはＤ

道から南は沖縄まで，49路線，日に約900便の国内定

滑走路の視認性を確保するために新設された新管制塔

期便が就航し，一方，国際線は深夜早朝時間帯（午後

が運用開始された。この新管制塔の高さは旧管制塔の

11時から午前６時）にソウル（仁川）等へ，昼間時間

77.6ｍから115.7ｍへ約40ｍ高くなった（図12）
。

帯（午前６時から午後11時）にソウルや上海，香港へ
８．羽田空港の現状及び将来

のチャーター便が運航されることとなった。旅客数で

2010年（平成22年）10月21日に４本目の滑走路，

は，2009年度（平成21年度）に国内線約5,933万人，
国際線約276万人，合計で約6,209万人を扱い，羽田空

国際線地区の各施設が供用開始となり，1,522haの空

港が国内線の基幹空港，成田空港が国際線の基幹空港

港面積，3,000ｍ×60ｍ，2,500ｍ×60ｍの滑走路を２

という実質的な役割分担を行うこととなった。

本ずつ持つ空港となった。この第4滑走路の供用開始

このように，ほぼ限界状態で運用していた羽田空港

による容量拡大とともに，24時間国際拠点空港化の第

の処理能力を増強するために行ったのが再拡張事業で

１弾として，昼間３万回，深夜早朝３万回（合計６万

ある。この事業は，空港島の南の東京湾上に新設する

回）の発着枠を国際定期便に割り当て，昼間時間帯は

４本目の滑走路（D滑走路），空港の西側に建設する

アジア近距離ビジネス路線が就航し，深夜早朝時間帯

国際線ターミナル地区（国際線旅客ターミナル，国際

においては欧米を含む世界の主要都市に新たな路線が

線貨物ターミナル地区及び国際線用エプロン），新管

就航することとなった。こうして，1978年（昭和53年）

制塔の整備等で構成される事業である。

以来32年ぶりに本格的な国際定期便が就航することと
なり，世界11カ国・地域，17都市に就航している。

このうち，新Ｄ滑走路は2,500ｍ×60ｍであり，空
港の南の海上に配置され，多摩川からの水の流れをせ

今後は，空港運用の慣熟により安全を確保しつつ段

き止めないように，約３分の１に当たる1,100ｍは桟

階的に増枠を実施し，最終的に昼間時間帯の発着容量

橋構造で，残りの2,020ｍは埋立構造のハイブリッド

を年間40.7万回とすることとしている。また，2010年

構造で建設している。桟橋構造での滑走路は本邦初で

５月にとりまとめた国土交通省成長戦略において，Ｄ

あり，また，滑走路の途中で桟橋及び埋立と構造が変

滑走路を含めた運用方式の慣熟が前提条件とした上

化するのも本邦初である。この滑走路は2007年（平成

で，2013年（平成25年）度中に，昼間40.7万回＋深夜

19年）３月に着工され，2010年（平成22年）10月供

早朝4.0万回を達成することとしており，この発着容

用開始された。

量の国内線，国際線の配分については，昼間時間帯６
万回＋深夜早朝時間帯3万回の合計9万回とされた。た

国際線ターミナル地区の整備は，PFI手法を活用し，
効率的・効果的に整備・運営を行うよう工夫をしてい

だし，2010年10月に供用開始された国際線旅客ターミ

る。国際線旅客ターミナルビルについては，これまで

ナルは，昼間時間帯３万回の受け入れを前提として設

の国際線ターミナルビルが暫定施設
で，チェックインロビー，搭乗待合ロ
ビー等が狭隘であるとともに，提供で
きるサービスも限定されており，必ず
しも利用者が満足するものではないこ
とから，整備をしたものであり，年間
旅客数約700万人に対応するように建
設され，延床面積150,000㎡である。ア
クセスの利便性も良く，地下に京浜急
行駅，前面にモノレール駅が配置され
るとともに，直進性が高く，フラット
で階層移動の少ない動線となってい
る。国際線旅客ターミナルビルは2008

図12 Ｄ滑走路側から見た羽田空港（2010年11月）
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計されているため，昼間時間帯６万回レベルへの対応

15ｍの滑走路１本で，お客さんは松虫という形で産声

は難しいことから，速やかに同ターミナルの拡充に着

をあげたが，色々な歴史を経て，今では，約1,500ha，

手することとされ，国際線の実際の増便はこのターミ

3,000ｍ×60ｍ，2,500ｍ×60ｍの滑走路２本ずつ，年

ナルの拡充後となる。また，就航先の考え方も，羽田

間の乗降客数6,000万人という大空港になり，日本の

昼間時間帯については，「アジア近距離ビジネス路線

交通ネットワークの中で無くてはならない空港となっ

に限定」しているルールを廃止，アジア長距離路線，

ている。今後も首都圏の航空需要に対応するべく成田

欧米路線も含め，「高需要，ビジネス路線」が成田に

空港とともに適時適切に容量拡大を行い，日本の発展

加え，羽田からも発着できるルールに変更することと

に貢献していく。

なった。
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Ⅲ．まとめ
（受付け2010年12月１日

羽田空港は1931年（昭和6年）に約50ha，300ｍ×
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