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はじめに

２００７年から０８年にかけて日本の航空物流の世

界に大きな変化があった。０７年５月、安倍内閣

によるアジア・ゲートウェイ構想によってアジ

ア・オープンスカイ政策が進められ日本の空港

は羽田・成田を除いて原則自由化された。同年

７月１日、国土交通省航空局に新組織、航空物

流室が発足した。同月、沖縄県と全日空が那覇

空港を同社アジア向け航空貨物便のハブとして

整備すると発表、アジアに近い地理的条件を生

かして那覇を国際物流拠点として深夜早朝便に

よって前日に集荷した荷物を翌日に配達しよう

という構想である。０８年が明けると夏場まで原

油価格が高騰を続け、航空営業費用に占める燃

油費が３０％超の高率になり航空業界を苦しめ

た。４月、国土交通省は荷主・航空フォワー

ダー・航空会社と学識者による「航空物流に関

する懇談会」を立ち上げて我が国の航空物流グ

ランドデザイン策定に乗り出した。５月国土交

通大臣の名前を冠した通称「冬柴プラン」が発

表され、羽田拡張工事が完了する２０１０年に深夜

早朝時間帯の運航を含めて国際定期便が合計６

万回に倍増されることになり、東京都や神奈川

県などのかねてからの強い要望が一部実現する

こととなった。空港島内では PFI 方式による

国際旅客ターミナルビルの建設着工に続いて、

国際航空貨物ターミナルビルも０９年２月に着工

される計画だ。

世界におけるモノの動きは、一般に想像され

ている以上にスケールが大きく広範囲になって

おり、移動の速度も頻度も進展が著しい。これ

まで航空貨物というと航空旅客便の従属物とい

った捉え方が根強いものの、将来２０年の伸び率

をみたとき、世界のGDPは年率３．２％、航空旅

客需要（人キロ）５．０％に対して航空貨物（トン

キロ）では５．８％という高い伸びが予測されて

いる（注１）。国土交通省航空局が航空物流室を発

足させ、新組織の長に民間企業から物流の専門

家を迎えたのは、世界の産業構造が変化して航

空物流を取り巻く外部環境が急速に様変わり

し、隣国中国における「世界の工場」かつ「世

界の市場」として遂げた長足の進歩と活力を、

地政学的見地から自国に取り込んで国際競争力

を堅持しようという目論見があったからだ。

本稿は、第１節で、世界の製造業における国

際水平分業の広がりを背景に、国際航空貨物が

重要な役割を果たしていることを概観し、第２

節では、世界とアジアにおける航空貨物の伸張

に触れ、第３節において、日本の航空貨物の現

状を示した上で、第４節で、２０１０年「羽田の国

際化」に問題を絞り、もって日本の航空物流に

おける課題を探ろうとするものである。

１．国際水平分業の進展と航空貨物

１．１．交通の発達と物流

今日の製造業は１８世紀産業革命期に遡る。英

国において製鉄業と紡績業が興り、工場制度の
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もと中間財の単品大量生産が始まった。製品は

これも発明されたばかりの蒸気機関を動力とす

る鉄道と船によって国内外に搬送された。１９世

紀米国において、互換性部品とベルトコンベア

システムの導入でアメリカ的製造システムが完

成して最終財の単品大量生産が始まった。１９世

紀後半に大陸横断鉄道が開通し、２０世紀前半に

自動車が出現して道路が全米を網羅すると人々

の生活画一化が進んだ。２０世紀後半、市場の成

熟につれ消費者の嗜好趣味が多様化し、ライフ

スタイルは変化した。それが製品の多様化を促

し、ライフサイクルを短くした。企業は消費者

のニーズに応えるため多品種少量生産へと移っ

ていく。２１世紀前後から製造業は、付加価値が

高く歩留まりの高い製品を中心に垂直分業から

国際的な水平分業へ軸足を移してきている。

交通通信の進歩がそれを加速した。７０年代、

大量高速輸送が可能になると、ヒトが、次いで

モノとカネが、そして ITが汎用化されると

「情報」が地球規模で移動するようになった。

製品のライフサイクルはさらに短くなり、製造

業は ITの活用による JIT（ジャスト・イン・タ

イム）と SCM（サプライ・チェーン・マネジメ

ント）、国際水平分業を拡大させている。これ

に伴って、高速性、少量多頻度輸送、定時性・

信頼性・安全性に優れた航空輸送が脚光を浴び

るようになった。９０年代後半、航空自由化

（オープンスカイ）が進展して路線と便数が増え

運賃が低廉化すると、航空物流は活況を呈する

ようになった。

物流における SCM実例を、世界のかんばん

方式を採るトヨタと、在庫をもたない究極のビ

ジネスモデルを実践するデル社でみていく。

� トヨタの SCM

トヨタは消費者から受けた仕様に従った車を

日単位に管理して、週単位で生産する。

むこう３年間の年間生産計画→半年毎の見直

し→月単位の生産を行う。翌月生産開始の月の

毎月１５日に世界各地の現地販売法人（ディー

ラー）からトヨタ自動車に翌月の注文が入る→

翌月生産開始の１４日前に部品サプライヤーの生

産能力と在庫確認→翌月生産開始１１日前に国内

販売分と海外販売の配分決定→翌月生産開始１０

日前に仕様決定。海外販売分の車体の色はこの

日が締め切り。

生産された自動車は、日本から韓国に輸出す

る場合を例にとると、２週間まで変更可能な車

体の色の最終注文を待って、日本国内３カ所で

生産→北部九州に２～３日間で輸送→そこから

週３便の夜間フェーリーでプサンまで海上輸送

→翌１日中に仁川の物流倉庫あるいは発注

ディーラーに納入。

� デル社

デル社は１日単位の生産を行っている。中国

廈門にコンピュータ組立て工場をもち、注文を

受けてから生産に入って注文主へ最短４日で納

入という納期を厳守する。

同社１年間の生産計画策定、輸出量を推定→

中国政府に対し輸送量に応じた廈門＝日本間の

直行便増便を要請。注文受ける→廈門工場にて

生産→通関→廈門空港→週６便（中部３便、関

空３便）直行便→中部空港あるいは関空→通関

→同社配送センター→宅配便→注文主。

デル社廈門工場の在庫回転率は９４％、在庫日

数は平均４日間である。他のコンピュータ・

メーカーである松下、ソニー、キャノンなどが

それぞれ数％、５０日間超、ノキアが１４％、２６日

間であることと比較すると、在庫回転率を極限

まで高めた同社は同業他社と明らかにビジネス

モデルが異なる。

以上２社の事例は、国際間移動に前者が海上

輸送を使い、後者が航空輸送を使っているが、

国内輸送では鉄道とトラックの陸上輸送や内航

海運が随所に使われている。

航空輸送を輸送工程順に追っていくと、

荷主→トラック輸送→フォワーダー上屋→航空

会社上屋→空輸→航空会社上屋→フォワーダー

上屋→トラック輸送→荷主
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という形をとり、下線はそれぞれ発地側空港と

着地側空港における流れを示す。これが我が国

における航空貨物輸送工程の基本パターンであ

るが、FedEx、UPS、DHL、TNTなど世界大

手インテグレータの場合には、フォワーダー上

屋＝航空会社上屋の工程がひとつに統合され、

全体の工程数がより少なくなる（図１）。

フォワーダー（Forwarder）とは利用航空運送

事業者とか航空貨物混載業者と呼ばれて、荷主

と航空会社とを繋いでモノを戸口から戸口まで

の一貫輸送を行う事業者であり、日本通運、郵

船航空サービス、近鉄エクスプレスなどが大手

である。インテグレータ（Integrator）とは貨物

専用機を保有運航するフォワーダーである。そ

の誕生は７８年米国規制緩和に遡る。米国では航

空規制緩和が進展するに伴い、フォワーダーの

中には自ら航空機を運航し、従来のフォワー

ダーと航空会社の両方の機能を併せ持ち、自前

の輸送システムの中で完結するドア to ドア輸

送を提供する企業が出現した。これを Inte-

grated Carrier と呼んでいたが、現在は単にイ

ンテグレータと呼称している。

輸送工程の発地側と着地側にはモノの輸送を

発注する荷主がおり、荷主とは、モノの輸送を

専門業者に託す製造業各社である。

この荷主のニーズがグローバル化・ボーダー

レス化と競争激化が進展するにつれ、年々多様

化・高度化している。そのために、物流業界は

従来型ビジネスモデルでは対応が難しく、大き

な構造変化のうねりの中にある。フォワーダー

を中心に空港、航空会社が連携して輸送日時を

短縮し、費用を低減させるべく工程間作業の改

善に取り組んでおり、インタクト輸送、ULD

化（注２）、セキュリティ、電子化などわが国製造

業が得意としてきたプロセス・イノベーション

がここでも繰り返し行われ、荷主のニーズに応

えてきた。そうした協力の一方で、細かな各々

の工程を司る多々のプレイヤーが元来の守備範

囲を広げ相互の領域の乗り入れが進み、物流業

界内部で競争が激化している。

構造変化のうねりは意外な局面でもみられ

る。既存のプレイヤー間での合従連衡に加え

て、新しく金融プレイヤーが参入するようにな

っている。物流ビジネスをアセットマネジメン

トビジネスと捉える金融系のプレイヤーが物流

のインフラを開発、保有、運営という場面に出

没するのである。物流インフラでは安定的かつ

長期的なキャッシュフローが見込まれることか

ら魅力のある投資対象にされ、ヨーロッパでは

航空貨物の関連施設、空港会社への投資、経営

参画といった事例が報告されている。日本では

旅客関連になるけれども、０７年豪州マッコー

図１ 航空貨物輸送工程のパターン

出典：国土交通省航空局航空物流室資料
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リー投資銀行が羽田の空港ビル会社株式を大量

に取得したというニュースが話題になった。従

来のパラダイムでは捉えがたい、大きな構造変

化が今後とも起きていくであろう。

１．２．航空物流の特性

貨物の最大の特徴は、旅客と違ってしゃべら

ない、歩いてこない、帰ってこないという特性

にある。モノが「しゃべらない」のは大いに結

構なのだが、自分で「歩いてこない」から人間

の手で移動し梱包し保管して丸ごと面倒をみな

ければならない。手がかかる分だけ雇用を生み

出す。「帰ってこない」から物流では片荷現象

が発生しやすい。しかし、モノの流れは、経済

合理性と市場原理に基づいて自在に形を変え、

シームレスかつボーダーレスに動くため、人の

手で簡単にコントロールできるものではない。

モノの流れが自在かつ円滑に動くということ

が、国家経済のひとつの指標であり、自由なモ

ノの移動を阻害、制約するような要素は可能な

限り取り除くことが好ましい。したがって潤沢

な空港発着枠の確保とか通関手続の簡素化など

は世界動向に即対応させるべき物流業界の課題

である。

特徴の２つ目は、航空物流全体を支えている

のは、航空会社、フォワーダー、荷主の３者の

連携にある点。この３者の利害は必ずしも一致

していない。そのなかで３者が有機的に連携し

てひとつのシステムとして機能しているのであ

る。モノの移動をフォワーダーに託す荷主にと

って、航空貨物を選択する最大の関心事項はス

ピードとコストである。荷主が海上輸送ではな

く、敢えて単価の高い航空輸送を使う場合の判

断基準は、いかに輸送時間を短くして製品のダ

メージを最小限に抑え、かつ時間通りに運べる

かという点であろう。その荷主の要望に応える

ためには、航空会社側に当該路線があることは

もちろん、運航便数が多くなければならない。

緊急の出荷に即座に対応できる毎日の便がなく

はならない。直行便がない場合、路線途中での

積み替えの有無、目的地までの寄港空港でのハ

ンドリングの善し悪しなどもチェックポイント

となる。

特徴の３つ目は、今日の荷主が物流に求めて

いるのは、いわゆる空港 to 空港、港湾 to 港湾

という区間輸送ではない。ドア to ドアでもな

い。ライン to ラインだという点にある。すな

わち、工場の生産ラインから相手先の工場の生

産ラインまでを予定通り早く安く安全に輸送す

ることが求められるようになっている。荷主企

業にとって輸送する品目数量は商品のライフサ

イクルが短縮化している市場のニーズに応じて

販売現場や生産現場で毎日めまぐるしく変わ

る。輸送する品目、数量が変わるのに合わせ

て、欠品させず在庫をもたせないために、必要

なラインへ必要な時刻に必要な品目を必要な数

量だけ確実に搬送しなければならない。

グローバリズムの進展と ITの活用によっ

て、世界の製造業の荷主は SCMと JIT を厳し

く管理実践し国際水平分業を進めており、荷主

の物流に対する要求は高度化、複雑化している

というわけだ。

ここで輸送、物流とロジスティックスの違い

について触れておきたい。「輸送」は、原材料

搬入、生産、納入、販売という垂直的な製造工

程をつなぐ工程にあって、加工、包装、保管と

いった並列的な作業分担のひとつに位置づけら

れる。輸送手段にトラック、船舶、鉄道、航空

機があり、それぞれが補完関係にある。一般的

に「物流」という大きなカテゴリーのサブカテ

ゴリーと考えられる。「航空輸送」は、航空機

を輸送手段として用いたモノの移動である。

「物流」は、physical distribution の日本語訳

「物的流通」の省略形らしい。『広辞苑（第５

版）』によれば「モノを生産者から消費者へ流

通させる上で必要な包装・荷役・輸送・保管お

よび情報流通などの諸活動の全体」を指す。ま

た、日本工業規格（JIS）によれば「物資を供給
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者から需要者へ、時間的・空間的に移動する過

程の活動。一般的には包装、輸送、保管、荷

役、流通加工及びそれに関連する情報の諸機能

を総合的に管理する活動」と解説している。

『基本ロジスティックス用語辞典』では「商品

の供給者から需要者・消費者への供給について

の組織とその管理方法およびそのために必要な

包装、保管、輸配送と流通加工、ならびに物流

情報の諸機能を統合した機能」とする。

「物流」と同じく頻繁に使われる言葉に「ロ

ジスティックス」がある。ロジスティックスと

は、物流より組織単位の色合いが強く、生産段

階における原材料の調達から製品の販売までの

モノの流れを企業戦略のなかで一貫して管理す

ることを意味する。こうしたモノの流れの管理

を第３者である物流業者に委ねる形が３PL

（Third Party Logistics）であり、企業の本業回

帰の傾向と規制緩和による運送事業の自由化、

SCMの進展によって大きく発展している。

本稿で扱う「航空物流」は、物流という裾野

の広い世界のなかで、速達性、定時性、安全性

に優れる航空機を輸送手段として用い、運航頻

度の高い航空輸送に軸足をおいた、モノの移動

を ITの活用で行う一連の過程と定義したい。

２．アジアにおける航空の現状

２．１．世界の航空貨物とアジアの伸張

世界の貨物輸送量を１９７５年から２００６年までの

約３０年間変化でみると（図２－１）、１９０億トン

キロから１５４０億トンキロへ８倍、年率７％の成

長である。GDP対前年伸び率がイラン・イラ

ク戦争、湾岸戦争、アジア通貨危機、９・１１テ

ロ、SARS等で下方に向くと、航空貨物需要は

これに敏感に反応する。こうした社会事象が起

き、旅客が減少すると、航空会社は旅客機の運

航便数を減らすので、従ってベリー容量（供給

量）の減少を来して引受航空貨物（需要）も減少

することになる。旅客機ベリーと貨物専用機に

よる航空貨物の輸送割合は、世界の国際航空貨

物で４０：６０、一方我が国では５５：４５である。日

本は世界一大型旅客機の使用国であるため、ベ

リー輸送量の割合が多い。

同じ３０年間を米欧アジアの３地域における航

空貨物量でみると（図２－２）、アジアの伸張ぶ

りがよくみてとれる。７５年時点でアジアは全域

合わせても僅か２４億トンキロ、米欧は７０億トン

キロ強であったものが、０６年にはアジアが２０倍

の成長を遂げて５２０億トンキロとなり、米欧は

５倍強の成長で４００億トンキロ前後に留まって

いる。アジアは９０年に入って米欧を抜いた後も

高成長を続けているのだ。アジアが製造業で重

要性を増していることが背景にある。

将来GDP伸び率がいろいろな研究機関で予

測されている。航空機メーカーのボーイング社

による２００８年から２０年間の地域別予測によれ

ば、伸び率世界１位が中国の７．１％。続いて南

西アジア６．４％、東南アジア４．４％、オセアニア

３．１％、北米２．５％、欧州２．１％。日本・韓国は

１．３％で、最低の成長予測という（注３）。世界の航

空貨物の将来伸び率については、０６年から１０年

までに関する５年間予測によれば、世界全体を

年率５．３％とし、地域別ではアジア域内が年率

６．９％、北米域内４．３％、欧州域内３．７％、アジ

ア＝北米５．２％、アジア＝欧州５．５％、北米＝欧

州４．０％という（注４）。

中国と日本を比較してみよう（図２－３）。日

本が７５年の８億トンキロから３０年間に１０倍の８５

億トンキロへ成長したのに対して、中国は僅か

１億トンキロ未満から１６７倍の７８億トンキロに急

成長した。GDPの対前年伸び率は世界全体５％

前後、日本２―３％前後の低調を尻目に、１０％

の高率を維持してきた成果のひとつだ。

こうした中国の成長活力を取り込もうと、世

界大手インテグレータ３社がアジア物流拠点を

中国に移している。FedEx はフィリッピン・

スービック空港にアジア拠点を構えていたが、

０４年上海に中国本部を開設したほか、０９年に広
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州・白雲空港にアジア拠点を移

転する計画だ。UPSはフィリ

ッピン・クラーク空港に拠点を

置いていたが、これを０８年上

海・浦東空港に移転。０３年に香

港の東アジア本部を上海に移転

済みである。DHLは、２０００年

香港に物流拠点を開設、シンガ

ポールにも展開、０３年中国最大

の物流企業シノトランスに資本

参加し、上海にも拠点を開設し

ている。

世界大手インテグレータは日

本の空港をアジアの拠点空港に

していない。なぜ世界大手イン

テグレータは日本の成田、中

部、関空をパッシングしたのだ

ろうか。かれらは日本の３空港

に中国路線をひいてはいるもの

の、アジア物流拠点とはしてい

ない。このあたりの事情は、本

稿その１（空港）（帝京経済学研

究２００７年度第２号）で書いてお

り、ここでは詳しく触れない。

日中間の航空路線をみると、

９０年当時、日中直行便があった

空港は、日本側が成田、伊丹、

福岡、長崎の４港。中国側は北

京、大連、上海の３空港。全体

で８路線、週５９便の運航であっ

た。０８年春、日中直行便は双方

で５７都市、週６９６便に増えてい

る。日本の航空会社である日本

航空、全日本空輸、日本貨物航

空も中国の成長活力を存分に取

り込んでいるが、約２０年間でこ

れほどまでの盛況をみたのは、

我が国地方空港のことごとくに

中国の航空会社が乗入れている

図２－１ 世界の貨物輸送量とGDP伸び率の推移

図２－２ 米欧アジア３地域の貨物輸送量の推移

図２－３ 日中の貨物輸送量とGDP伸び率

出典：ICAO（International Civil Aviation Organization）資料
「航空統計要覧」日本航空協会
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からである。９０年代初頭、成田、伊丹において

国際線発着枠が満杯であったことから、地方空

港では国際化が著しく進展した。一度は日中路

線を就航させた本邦航空会社が、採算性の悪さ

から路線存続に二の足を踏み撤退していくのを

目の当たりにして、国内過半の地方空港を管轄

する地方自治体は中国の航空会社に肩代わりの

就航を持ちかけていったのだ。我が国における

地方空港国際化の恩恵を最大享受して日本の貨

客需要を取り込んでいるのは中国側の航空会社

と言えよう。

２．２．航空会社と空港の順位推移

航空貨物需要で世界を牽引しているのはアジ

アである。０７年航空貨物輸送上位１０社の国際

線、国内線、合計をみると、登場しているのは

世界的インテグレータとアジアの航空会社が大

半を占める（表１－１（単位：トン））。また、８５

年から５年毎の貨物輸送量上位１０社の変遷をみ

ると、香港、台湾、シンガポール、韓国のアジ

ア勢航空会社が年を追う毎に貨物取扱量を急速

に伸ばして上位に浮上していることがわかる

（表１－２（単位：トンキロ））。ところが、日本

の航空会社の取扱量は近隣アジア諸国ほど需要

の伸びをみせていない。８５年に１位にあった日

本航空が、９０年３位、９５年６位、２０００年７位、

０５年１２位、０７年には１４位に地位を下げ地盤沈下

を起こしている。日本貨物航空も全日本空輸も

同様である。なぜであろうか。

アジアの勢いを牽引している香港、台湾、シ

ンガポール、韓国、そして中国などの国々をみ

ると、共通している一点がある。香港・チェッ

プラップコック空港、台北・桃園空港、シンガ

ポール・チャンギ空港、ソウル・仁川空港、上

海・浦東空港等など巨大容量空港を国家戦略イ

ンフラとして整備していることである（図３）。

翻って、我が国では、成田と羽田の首都２空港

は空港容量満杯という状態にある。

その解決のために、羽田の再拡張事業と成田

の暫定滑走路北伸工事がともに２０１０年完成を目

指して進められている。羽田では沖合に４本目

として２５００mD滑走路が増設され（後段の図８

を参照されたい）、これが供用されると発着能

力を２９．６万回から４０．７万回まで増やすことがで

きる。成田では２１５０mとして運用されてきた

暫定B滑走路を大型機離着陸が可能な２５００m

表１－１ IATA 航空会社貨物輸送実績上位１０社（２００７年）

（単位：千トン）

順位 国際線 千トン 国内線 千トン 国際・国内線合計 千トン

１ フェデラルエクスプレス １，８３２ フェデラルエクスプレス ５，４６３ フェデラルエクスプレス ７，２９６

２ 大韓航空 １，５６７ UPS ３，４６６ UPS ５，００４

３ UPS １，５３８ 中国南方航空 ７１４ ユナイテッド航空 １，８０９

４ ユナイテッド航空 １，４９９ 中国国際航空 ４９３ 大韓航空 １，７５７

５ 中華航空 １，３７８ 日本航空 ４６３ 中華航空 １，３７８

６ キャセイパシフィック １，３５３ 中国東方航空 ４４８ キャセイパシフィック １，３５３

７ シンガポール航空 １，３０２ 全日本空輸 ４２２ シンガポール航空 １，３０２

８ エミレーツ航空 １，２６０ ユナイテッド航空 ３１０ エミレーツ航空 １，２６０

９ ルフトハンザ航空 １，１９２ 上海航空 ２２５ ルフトハンザ航空 １，２２６

１０ エールフランス ８２１ ノースウェスト航空 １９３ 日本航空 １，１５９

１４ 日本航空 ６９７ １８ 全日本空輸 ７１８

２９ 日本貨物航空 ２６８ ３４ 日本貨物航空 ２６８

２７ 全日本空輸 ２９６

出典：IATA, World Air Transport Statistics
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に延ばし、発着能力を２０万回から２２万回にまで

拡大させていく。その結果、これら事業完了の

暁には、東京首都圏の国際線発着枠が、成田２

万回、羽田（昼間帯３万回＋深夜早朝帯３万回

＝）６万回が増え、国内線では羽田（昼間帯８万

回＋深夜早朝帯１万回＝）９万回が増える計画

である。

アジアでは、先に挙げた空港の他に、バンコ

表１－２ IATA 航空会社の国際貨物輸送実績上位１０社の変遷

（単位：百万トンキロ）

順
位

１９８５年
百万
トン km １９９０年

百万
トン km １９９５年

百万
トン km ２０００年

百万
トン km ２００５年

百万
トン km ２００７年

百万
トン km

１ 日本航空 ２，４０２ルフトハンザ航空４，００１ルフトハンザ航空５，８１２ルフトハンザ航空７，０９６大韓航空 ７，９８２大韓航空 ９，４９８

２ ルフトハンザ航空２，３９１エールフランス ３，２７６エールフランス ４，３６３大韓航空 ６，３５７ルフトハンザ航空７，６６９ルフトハンザ航空８，３３６

３ エールフランス ２，２５６日本航空 ３，２３８大韓航空 ４，２３３シンガポール航空６，０２０シンガポール航空７，６０３キャセイ航空 ８，２２５

４ フライングタイガー １，８７１ FedEx ２，７８３シンガポール航空３，６６６エールフランス ４，９６８キャセイ航空 ６，４５８シンガポール航空７，９４５

５ KLMオランダ航空１，３９６英国航空 ２，２５７ KLMオランダ航空３，６１２英国航空 ４，５５５中華航空 ６，０３７ FedEx ６，４７０

６ 英国航空 １，１３７ KLMオランダ航空２，１２４日本航空 ３，５０９ FedEx ４，４５６ FedEx ５，６４２中華航空 ６，３０１

７ 大韓航空 １，０５５シンガポール航空１，６９６英国航空 ３，１９６日本航空 ４，３２１エールフランス ５，５２８エールフランス ６，１２３

８ シンガポール航空９８１ キャセイ航空 １，４１５キャセイ航空 ２，７９０キャセイ航空 ４，１０８エバー航空 ５，２８５エミレーツ航空 ５，４９７

９ ノースウェスト航空 ７４２ ノースウェスト航空 １，１７１ FedEx ２，５８９ KLMオランダ航空３，９６４カーゴルクス ５，１４９カーゴルックス ５，４８２

１０アリタリア航空 ７３２ アリタリア航空 １，１３９ノースウェスト航空 １，８５０カーゴルクス ３，５２３英国航空 ４，７６０ UPS ５，０７７

２７日本貨物航空１９０ １２日本貨物航空８７２ １３日本貨物航空１，５５６１３日本貨物航空２，１８６１２日本航空 ４，４２９１４日本航空 ４，２６９

２８全日本空輸 ５８９ ２５全日本空輸 １，１２１２１日本貨物航空２，２１８２５日本貨物航空１，８３６

３１全日本空輸 １，１３６２８全日本空輸 １，４７７

出典：IATA, World Air Transport Statistics

図３ 世界の主要空港の滑走路本数と貨物取扱量（２００６年）

出典：滑走路はエアポートハンドブック２００６及び ACIデータ貨物量は継越貨物を含む（ACIデータ２００６）
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ク、クアランプールも国家戦略インフラとして

の巨大容量空港を有して旺盛な成長を持続し、

世界上位に浮上してきている。ことにソウル仁

川空港の伸張ぶりには目を見張らせられる。

２０００年の開港以来、隣国中国の航空貨物トラン

ジットを取り込んで急成長を続け、０６年には貨

物取扱量で２位が定位置だった成田を追い抜い

て話題になったことは記憶に新しい。

３．日本の物流の現状と将来

３．１．２１世紀に入って元気のない日本

日本における航空貨物需要の国内、国際の７５

年から０７年における推移をみよう（図４）。３２年

間に国内貨物は５．８倍の９５万トンに、国際貨物

は１１倍の３１５万トンに伸びた。国内線・国際線

とも急速に伸びた時期は、日本の製造業が世界

最強を誇った８０年代がひとつ。航空も『毎便ご

とに販売座席・輸送スペースを創り出す製造業

（ただし保存の効かない製造業）』として、とく

に８０年代後半に需要が急速に伸びた。つぎに急

速な成長をみせるのは９０年代半ばからの数年間

である。２１世紀に入ると、０１年９・１１米同時多

発テロで一時的に落ち込んだ。空港別にみてい

くと、国内、国際いずれの貨物需要も、東京・

大阪の空港取扱量が日本全体の８５％から９０％超

を占めており、これは旅客需要における東京・

大阪の集中度合いより大きい。

国内需要は、全般的に国際需要よりも海外の

社会政治経済事象に引きずられて上下すること

が少ない。それは旅客・貨物の双方について当

てはまる。国内貨物がそれにも拘わらず０１年

９・１１テロが影響して極端に落ち込んだのは例

外として、それ以降需要が回復していない時期

が続いたのは、国内においてもテロ対策として

の航空セキュリティが厳格強化された結果、事

業者がこれを嫌い、自動車と内航海運の他モー

ドに需要が流出したことが原因である（注５）。

国際需要は外部の環境変化に対して敏感に反

応する。最近の１０年では９７―９８年のタイに端を

発するアジア通貨危機で落ち込み、米国 ITバ

ブルのおかげで２０００年まで急回復をみせたもの

の９・１１テロで激減。その後急回復しているの

は２つの特需のおかげである。０２年秋に起きた

米国港湾ストによる特需、さらには０４年アジア

発米国向け貨物の急増に伴い米国西海岸２大港

湾のオーバーフロー等による航空輸送への緊急

振替を主因とする特需である。０５年以降減少局

面にあるのは、その反動と考えられる（注６）。

話は前後するが、航空で運ばれる品目は大き

く３つに分類される。�非常に精密な製品で取
扱に注意を要する製品。半導体製造装置が代表

品目。�高付加価値で高価な製品。コンピュー
タや映像機器に代表される電子製品や電子部品

表２ 国際貨物取扱量上位１０空港の変遷 （単位：トン）

順位 １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７

１ 成田 香港啓徳 香港啓徳 香港 香港 香港 香港 香港 香港 香港 香港 香港 香港

２ 香港啓徳 成田 成田 成田 成田 成田 成田 成田 成田 成田 成田 ソウル仁川 ソウル仁川

３ マイアミ マイアミ マイアミ マイアミ シンガポール シンガポール アンカレッジ ソウル仁川 ソウル仁川 ソウル仁川 ソウル仁川 成田 成田

４ フランクフルト フランクフルト シンガポール シンガポール ソウル金浦 ソウル金浦 シンガポール シンガポール アンカレッジ アンカレッジ アンカレッジ アンカレッジ フランクフルト

５ ニューヨーク JFK シンガポール ソウル金浦 フランクフルト アンカレッジ フランクフルト フランクフルト アンカレッジ シンガポール シンガポール フランクフルト フランクフルト パリ CDG

６ シンガポール ニューヨーク JFK フランクフルト ロンドン LHR フランクフルト アンカレッジ マイアミ フランクフルト フランクフルト フランクフルト シンガポール シンガポール シンガポール

７ ロンドン LHR ソウル金浦 ニューヨーク JFK ソウル金浦 マイアミ ロンドン LHR アムステルダム パリ CDG 台北 台北 台北 パリ CDG 上海浦東

８ ソウル金浦 アムステルダム アムステルダム アムステルダム ロンドン LHR ニューヨーク JFK 台北チャンカイセキ 台北チャンカイセキ パリ CDG パリ CDG パリ CDG 上海浦東 アンカレッジ

９ アムステルダム ロンドン LHR ロンドン LHR ニューヨーク JFK ニューヨーク JFK マイアミ ロンドン LHR マイアミ マイアミ マイアミ 上海浦東 台北 マイアミ

１０ パリ CDG パリ CDG アンカレッジ アンカレッジ アムステルダム アムステルダム ソウル仁川 アムステルダム アムステルダム アムステルダム アムステルダム アムステルダム アムステルダム

出典：ACI, Airports Council International
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新東京国際空港開港
（1978年５月）

2007年度取扱量
　　　315.4万トン
　うち、東京、関空取扱量
　　　288.4万トン（91.4％）
　その他
　　　 27.0万トン（8.6％）

新東京・
東京国際空港

関西国際空港開港
（1994年９月）

その他の空港

アメリカ同時
多発テロ発生
（2001年９月）

29.8万トン
（100％） 53.1万トン

（100％）

45.5万トン（85.7％）

2.9万トン（9.7％）
26.3万トン
（88.5％） 75.8万トン（86.8％）

134.6万トン（85.1％）

1.5万トン
（1.7％）
10.0万トン
（11.5％）

160.0万トン（75.2％）

212.6万トン
（100％）

36.1万トン
（17.0％）

16.4万トン
（10.4％） 185.0万トン（63.2％）

86.6万トン（29.6％）

211.9万トン
（66.5％）

74.9万トン
（23.5％）

87.3万トン（100％）

7.1万トン（4.5％）

1.2万トン（2.3％）
6.4万トン（12.0％）

16.5万トン（7.8％）

318.8万トン（100％）
30.2万トン（10.0％）

21.1万トン
（7.2％）

158.1万トン（100％）

292.7万トン（100％）

0.5万トン
（1.8％）
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大阪国際空港又は
関西国際空港

中部国際空港開港
（2005年２月）

391千トン（85.1％）

63千トン（9.1％）

53千トン（6.7％）

444千トン（56.1％）

551千トン（59.2％）

64千トン（6.9％）

573千トン（64.4％）

158千トン（17.0％）

161千トン
（20.4％）

39千トン（23.7％）
36千トン（21.8％）

69千トン（41.8％）
153千トン（51.0％）

258千トン（55.0％）

47千トン（10.0％）

108千トン（23.0％）

56千トン（12.0％）

36千トン（12.0％）

74千トン（24.7％）

37千トン（12.3％）

144千トン（20.8％）

93千トン（13.5％）

691千トン（100％）

469千トン（100％）

300千トン
（100％）

165千トン
（100％）

791千トン（100％）

930千トン（100％）
890千トン（100％）

952千トン（100％）

134千トン
（14.1％）

116千トン
（12.2％）

79千トン
　　　　 （8.3％）

702千トン
（73.7％）

623千トン
（65.4％）

195千トン
（20.5％）

126千トン
（14.1％）

118千トン
（13.3％）

73千トン
（8.2％）

157千トン（16.9％）

133千トン（16.8％）

その他
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2007年度取扱量
　　　952千トン
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　その他
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21千トン
（12.7％）
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図４－１ 国内航空貨物取扱量の推移

図４－２ 国際航空貨物取扱量の推移

出典：国土交通省資料
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など。�スピードを要するもの。例えば生鮮食
品、魚、花、野菜などフレッシュさを売り物に

するもの。ひよこ、馬、牛などの生きた動物。

流行に敏感なブランド品。手紙、信書、小包な

ど郵便物も含まれる。以上のように運賃負担力

のある製品が多い。ただし、現実に輸送量が多

いのは一般貨物の範疇であり（図５－１）、海上

貨物（コンテナ輸送）と競合する。この分野では

好景気の時には航空輸送に多く移り、不景気に

なると海上輸送に戻る。また、デジカメやテレ

ビなどでは、新製品発売当初は航空が使われ、

製品が市場で成熟するに従い海上輸送に移って

いく。

０６年度の国際航空貨物を金額でみると約４１兆

円、これは海上輸送も含めた全輸出入額の２８％

に当たる（図５－２）。このうち、輸出２３．２兆円

（航空化率３０％）、輸入１７．８兆円（同２８％）であ

る。品目別に輸出・輸入の金額（航空化率）で大

きいものからみていくと、半導体等電子機器が

４．６兆円（９７％）と２．８兆円（９０％）、映像機器が

１．４兆円（８０％）と０．７兆円（５０％）、金属製品が

０．３兆円（２３％）と０．２兆円（１７％）と続く。

これら輸出入の数字の差が示すように、国際

航空貨物における最大の課題は片荷現象であ

る。貨物機が輸出貨物を満載して日本を出発し

ても、輸入する帰国便は埋まらない。相手国に

よってその反対も発生する。航空旅客の集客と

違い、もろもろのインセンティブをつけて需要

を平準化することが非常に難しい。後段の図６

を参照されたい。

一方、国内貨物では航空貨物の重量分担率は

国内全貨物の０．０２％程度でしかない（図５－

３）。国内輸送で圧倒的シェアを占めるのはト

ラック（自動車）である。ただ、国内の輸送量全

体が停滞傾向にあるなかで、輸送モード別にみ

て航空輸送が国内において過去１５年間伸び率で

唯一増加したことは注目に値する。その背景に

は、インターネット通販などの伸びによって、

宅配の貨物需要が追い風となっていること、ま

た、トラック等へのスピードリミッタの装着も

あり、翌日配送に限界が出ている折から、航空

輸送へのシフトが起きていたものと考えられ

る（注７）。

３．２．荷主の要請に応えることは国際競争力の

強化

世界は、BRICs４カ国に代表されるような経

済のフラット化、エネルギー資源価格の高止ま

り現象が起きており、国内では人口減少がすで

に始まり、急速に進行していく少子高齢化を前

に徒に手を拱いていれば自国経済の活力が減衰

していく。そうした状況下にあって、我が国と

製造業つまり航空貨物輸送の利用者、すなわち

荷主が引き続き国際競争力を維持し成長してい

くためには、日本の地政学的位置を大いに活用

して、中国などアジア近隣諸国の若い活力をと

りこんでいくことが求められる。実際、日本は

中国の経済成長を支援しながら、その活力を取

り込んできた。

日中の国交正常化は１９７２年に遡る。国交が始

まった当初の７２年に、日中貿易額はわずか１１億

ドルにすぎなかった。これが３５年間に２１１３億ド

ルへ、１９０倍以上に拡大した。とくに近年、日

中貿易は連続で過去最高を更新している。日本

の貿易総額に占める中国のシェアは７２年の

２．１％から０６年には１７．２％にまで伸び、我が国

の輸入相手国として中国が米国を抜いて１位を

占めるようになり、０７年には輸入輸出あわせて

１位になった。中国の貿易総額に占める日本の

シェアも７２年の７．２％から１１．８％に拡大した。

０１年、中国がWTO（世界貿易機構）に加盟する

と、日中間の経済関係は従来の２国間の枠組み

から多国間関係の枠組みに変わっていった。

WTOの原則である「内国民待遇」によって中

国の国内市場がより一層開放され、両国の経済

関係は、１９７０年代と８０年代における貿易中心の

垂直分業から、９０年代後半から２１世紀に入って

からは投資がリードする水平分業へと、量的拡
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食料品

繊維・同製品

化学製品

非金属鉱物製品

金属・同製品

事務用機器
コンピュータ
映像機器
テレビ・ＶＴＲ
音響機器

ラジオ・テープレコーダ
半導体等電子部品

電器計測機器

科学光学機器
カメラ・時計

その他の機械機器

国際宅配便

その他

輸入 1999年
輸入 2007年
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（年度）

（％）
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航空
内航海運
自動車
鉄道

鉄道 52,473

（0.9％）

自動車

［単位：千トン］

4,965,874（91.9％）

内航海運
426,145（7.8％）

航空
1,082（0.02％）

［単位：10億円］

海上輸送 105,114（72％）

航空輸送
40,794（28％）

［単位：千トン］

海上輸送 958,930（99.7％）

航空輸送
3,173（0.3％）

図５－１ 国際航空貨物の品目（単位：トン／日）

図５－２ 国際航空貨物輸送の動向――海上輸送と航空輸送の分担率（２００６年度）

＜重量ベース＞ ＜金額ベース＞

図５－３ 国内航空貨物輸送の動向（２００５年度）

輸送モード別重量分担率（２００５年度） 輸送モード別伸び率（重量ベース）
（１９９０年を１００％として計算）

※航空は超過手荷物・郵便物を含む

出典：国土交通省資料
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日 
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日 

本

1993年度 北　廻　欧　州
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【東　行き】 【西　行き】
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の
他
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2005年度 北　廻　欧　州
モスクワ経由欧州

276

148

日 

本

ア
ジ
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そ
の
他

太　

平　

洋

北　廻　欧　州
モスクワ経由欧州

248

2 233

継越
直送

単位：千トン

※〔太平洋〕…米国、カナダ等
※〔アジア・その他〕…アジア、アフリカ中近東等

大から質的発展へ転換した。この転換期に国際

貨物航空は大きな役割を担った。

最近１０数年間における我が国を取り巻く国際

航空貨物の取扱量をみると、欧州間、米州間の

数量はさして変わらず、その一方で、日本とア

ジアとの間では約２倍に増大した（図６）。めき

めきと経済力をつけてきた他のアジア近隣諸国

との国際貨物量が増えるのに伴い、それらの

国々に誕生した新規航空会社も交えてアジアに

おける航空貨物輸送の国際競争は激化してい

る。経済成長の果実としての貨物量増分は、日

本の航空会社も海外の航空会社もどん欲に取り

込んでいった。しかし、青年のエネルギーをも

ったアジア諸国の挑戦をうけて、市場が成熟し

て初老の体力となった日本は、残念ながら国際

競争でかつてのように立ち回れず、相対的に国

際的地位を落としている。これは航空に限った

話ではなく、本稿シリーズ「変容する世界の航

空界・その１（空港１）でも触れたように、港湾

における海上コンテナの取扱量も、世界の港湾

ランキングトップ１０どころか、トップ２０も危う

い。港湾で起きたことが航空でも起きるのでは

ないかという危機感が、０７年５月アジア・ゲー

トウェイ構想を世に出したのであり、将にそう

いった危機感の中で、アジアにおける我が国の

プレゼンスをもう一度発揮していきたいと構想

されたのである（注８）。

成長著しい中国の航空貨物輸送を日本が確実

に自国企業、あるいは自国の空港に取り込むた

めに、２．２．で述べたように日本政府は２０１０年を

目途に航空供給量を捻出しようと空港政策を見

直したところであり、本邦航空会社各社も中国

線を増強している。たとえば日本航空では、０７

年に中国路線に貨物専用便の運航を前年比２倍

の週３２便としたほか、これら貨物専用便に加え

旅客機の下部貨物室も合わせて、中国線におけ

る貨物供給量を同社全体の３割にまで高めてい

る。全日本空輸では０７年貨物専用便を週３１便に

するなど旺盛な貨物需要の取り込みに懸命であ

る。同社では旅客便も含めると国際線総便数の

図６ 日本を取り巻く国際航空貨物の流れ

出典：日本出入航空貨物路線別取扱実績（航空局）
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深夜早朝
国際線
約３万回増

２３時
２２時

７時

６時

昼間国際線
約５万回増
（成田２万回＋
羽田３万回） 羽田空港

近距離アジア・
ビジネス路線

成田空港
６時－２３時

羽田空港
昼間時間帯６－２３時
深夜早朝帯２２－７時

連携リレーにより
２４時間化

成田との
連携リレーにより
２４時間化

約５０％を中国線に投入するという入れ込みよう

である。

これら官民個々の動きを日本全体の力として

発揮できるよう、個々の個別最適ではなく全体

戦略に基づいて各機能を組み合わせた全体最適

化が図られなければならない。これが荷主（製

造業企業）の負託に応え、利用者（荷主）利便を

向上させることに繋がる。

４．２０１０年「羽田の国際化」問題と航空物流

４．１．羽田と成田の一体的運用のために

２０１０年は成田の平行滑走路の延伸と、羽田の

再拡張が完了する年であり、これを機会に首都

圏における航空のあり方が大きく変わる節目の

年になろう。ことに、新しい滑走路が新設され

る羽田において、深夜早朝帯における貨物専用

便の就航が決められている。成田では現在、２３

時～６時までの間、離着陸が禁止されており、

この深夜早朝帯に羽田をより積極的に活用して

欧米都市など長距離国際線３万回を可能とす

る。その３万回の枠内に国際貨物専用便も含ま

れるということだ。つまり、６時―２３時は成田、

２２時―翌朝７時は羽田というリレー形式による

国際線２４時間化で、成田・羽田を一体的に捉え

て運用する。羽田では昼間帯に運航される３万

回の国際便のベリー（旅客スペースの階下部

分）も航空貨物スペースとして新たな供給増と

なる。このことによって、これまでアジアの他

空港に比べて弱点であった首都圏における２４時

間の貨物空港機能を実現できるようになる。

ここで羽田国際線の年間運航回数と就航都市

について、経緯を簡単に説明したい。同空港拡

張が決定された当初、同空港から国内線最長距

離である羽田―石垣間の１９４７kmを就航路線ペ

リメータ基準とし、その距離内の都市にのみ年

間合計３万回まで国際定期便を就航可能として

いた。しかし、０７年５月安倍内閣のアジア・

ゲートウェイ構想において「羽田に相応しい近

距離アジア・ビジネス路線」にまで拡大就航さ

せる方向へ軌道修正された。０８年５月経済財政

諮問会議に国土交通省は経済成長戦略プラン

「首都空港における国際航空機能拡充プラン」

を提出した。同プランにおいて、就航都市を従

来のペリメータ基準内にある上海、ソウルに加

えて、基準を超えた北京、台北、香港を就航可

能都市として明記し、運航回数も国内線の将来

需要動向をみて判断していくこととされた。そ

して先述したように、同空港深夜早朝帯におい

ては距離制限のない国際線を３万回まで行うと

数字を明記した。これが当時の国土交通大臣の

名前を冠した「冬柴プラン」の骨子である。

話を航空貨物に戻そう。首都圏空港のインフ

ラ骨組みは整った。このインフラを充分に活用

し機能させていくためには、おおよそ次のこと

が検討され解決実現されなければならない。

� 羽田と成田の役割分担の明確化

成田空港の周辺に、航空会社やフォワー

ダーがそれぞれに独自の上屋施設を展開し

ている。これら企業が羽田にも自社施設を

展開する際に、成田と羽田をどう使い分け

るのか。二重投資にもなりうることから、

国の方針が早期に示されるべし。

� 新増発着枠の旅客貨物便の配分

深夜早朝帯に就航する貨物専用機発着の分

配枠を、ニーズを慎重に見極めた上で早期

に公表していくべし。
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� 羽田における貨物取扱能力を高めるシステ

ム化

羽田では新たに国際航空貨物を受け入れる

ため、PFI スキームによる貨物施設建設が

０９年２月からはじまる。狭隘なスペースで

の業務となることから、貨物搬入搬出、

ソーティングなどの工程に場所と時間を取

らせない最新鋭のシステム導入が必須。地

上輸送については、空港内の現道路が当初

計画を遙かに超えるトラック交通量となる

ため、道路の容量に見合った交通量をコン

トロールするシステム導入が必要。

� 成田―羽田間の航空貨物輸送円滑化のため

の道路容量の拡大

� 成田―羽田の両空港間を一体的に運用する

ための国際航空貨物輸送における保税・運

送手続の簡素化・円滑化

２年後に空港容量が拡張される首都圏、すな

わち成田・羽田の両空港に新たに国際線が乗り

入れることによる供給量の増大は、旅客のみな

らず貨物についてもその意義は大変に大きい。

我が国の航空輸送の輸出入の約７割が成田を経

由し航空貨物における成田の一極集中が進んで

いるなか、羽田が貨物輸送で果たすべき役割分

担と発着枠が１日も早く公に議論され決定され

ることが肝要である。航空貨物業界にとって、

羽田国際化の一番の関心事は、深夜早朝帯にお

ける貨物便の割り当て発着数である。割り当て

便数によっては羽田近辺に相当の上屋施設を必

要とする航空会社やフォワーダーが出てこよ

う。関係者にとって自社戦略を練る時間と対策

をとる空間的余裕が十分に与えられることが大

切である。

４．２．羽田の「国際化」問題

航空貨物運送は、大型旅客機のベリー・ス

ペースによって過半が賄われているものの、

「世界の工場」アジアでとくに進展している水

平分業を支える航空貨物は、昼間の移動を好む

航空旅客とは異なって深夜帯に動く。「必要な

時に必要な量だけ必要な場所から必要な場所

へ」迅速的確に運送するために、貨物専用便は

より小型化され少量多頻度で運航されるように

なっている。貨物専用便はまた、小口貨物、と

くにエクスプレス便にとってもグローバルな物

通手段となっている。こうした運送事業者にと

って、物流にかかる時間を最少に抑えるため

に、空港内で貨物を処理する専用の駐機場所や

地上運送を受け持つトラック駐車場所は必須で

あり、屋内自動仕分け作業にも相当スペースを

要する。勢い、空港には航空貨物用のための広

大なスペ－スをもつことが空港間競争に勝ち残

るための重要な条件になっているのである。航

空新興地域のアジア各国で空港規模が３０００ha

から５０００ha で建設されているのはそんな理由

からである。ちなみに日本で最大の羽田空港が

１２７１ha。成田１０６５ha、関空１０６８ha と続く。

羽田は長らく国内線専用施設として整備され

てきたために、国際化は当初計画想定外の事態

であり、国際線旅客ターミナルビルや貨物ター

ミナルビル、多数の配送トラック用スペースに

将来十分に対応できるだけの敷地を残してはい

ない。ところで、羽田の国際化に伴う将来貨物

取扱量は年間５０万トンと予測されている。昼間

帯２５万トン、深夜早朝帯２５万トンを扱う。参考

までに、成田の年間貨物取扱量は０６年度実績で

２２４万トン、関西国際空港７０万トン、中部国際

空港２２万トンである。羽田が５０万トンの国際貨

物を扱うには３４，０００m２の上屋スペースが必要

であるのに、現在 PFI 方式で進められている

３つの国際貨物上屋施設では１０，０００m２のス

ペースが不足という（注９）。航空会社やフォワー

ダーは否応なく近い将来、羽田近辺に自社施設

を必要とするようになる。そのための用地入手

は簡単ではない。成田を例に出すとより分かり

易い。成田周辺では農地が広がり、航空会社や

フォワーダーの過半がそこここに自社施設を展

開している。それを確保する費用と手間は比較
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的容易であったろう。しかし、密集市街地が空

港島対岸に接している羽田では、自社施設のた

めの土地獲得は費用と困難さにおいて到底成田

に比較しうるものではない。

したがって、たとえ将来の使用者が民間であ

ると予想されても、羽田の国際競争力を低下さ

せないために、公共体が率先して将来のスペー

ス需要を見越して空港島の内外になにがしかの

土地を確保しておく配慮があって然るべきと考

える。大田区が羽田空港島内に権利を主張して

いる所謂「羽田跡地」や、空港島対岸の神奈川

口のいすゞ工場空き地について、この今、空港

島と「地続き」にするような何か打つ手はない

ものか（図７）。将来施設展開用地として手堅く

確保しておく知恵が望まれる。

「羽田の国際化」にあたって、それだけの知

恵と政治的深謀遠慮を巡らしつつ、更に加えて

注文をつけるならば、国際線諸施設は狭隘なス

ペースに最新システムを最大限活用した装備と

し、アジア諸国との国際競争力の面で狭隘さを

言い訳にすることがないように関係者が力をあ

わせなければならない。

言い遅れたが、羽田の国際線地区は空港島の

西側、ほぼ南北に走るA滑走路と東西に走る

B滑走路、そして多摩川にはさまれた三角形の

敷地である（図８右下）。この中央に国際線旅客

ターミナルビルが建ち、A滑走路との間に広

がるエプロンに航空機が駐機するスポットが３４

バース整備される。このうち５バースが国際貨

物ターミナル施設前面に並ぶ。貨物用施設は国

際線地区の南端、三角形の敷地に完成する。

国際化後の羽田から出発する国際線の就航都

市や航空会社、運航便数は二国間航空交渉の場

で順次決められていくことになる。この航空交

渉が０８年７月マレーシアとの間で行われたのを

皮切りに、韓国、シンガポール、イギリス、フ

図７ 羽田跡地と神奈川口を結ぶ連絡橋３案

出典：読売新聞０８年８月２２日

図８ 羽田の拡張計画概略図と国際線地区PFI 事業
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ランスと条約締結に至った。そして中国と米国

とは交渉中の状態にある（図９）。国土交通省は

０９年夏まで各国との航空交渉を実施する。その

後、航空会社の就航計画などを踏まえながら、

第４滑走路供用開始の半年前、すなわち２０１０年

春には具体的な発着時間帯・ダイヤの調整が開

始される段取りになるという。そのスケジュー

ルで進めば、航空会社は０９年度に入ってから路

線・便数の検討を具体化することになり、フォ

ワーダーはこれら路線・便数の動向を見定めつ

つ、みずからの羽田活用計画を詰めていくこと

になろう。

おわりに

航空貨物輸送は、年々金額的に拡大し、高付

加価値を扱う戦略的な物流分野では圧倒的に重

要な役割を担っており、将来にわたって、その

重要性は増していくと考えられる。だからとい

って、企業の国際物流を支える手段としては量

的に必ずしも主流になっているわけではない。

費用と環境面で海上輸送には１日の長がある。

しかも、環日本海の港湾間をみると、海上輸送

は発地から着地までのトータル所要時間で航空

輸送にひけをとらなくなっている。そうしたな

か、品質面で差別化された航空サービスを構築

することによって、海上輸送と「競争」してい

く視点が大切になる。また、多様化する荷主

ニーズに、Sea & Air 輸送など航空と海上が連

携した輸送サービスで対応する「連携」の視座

も必要である。さらには、「航空のなかの物

流」から一歩踏み出して、港湾と空港の連携を

強化し、海上貨物と航空貨物のオペレーション

を一体化する「物流のなかの航空」という視座

で物流全体の効率化を図る「統合」が考えられ

ていかなければならない。

海運業界は、我が国明治以来の長い歴史を持

ち、当初から世界を相手にグローバルな競争に

さらされてきた。この海運と比べると航空輸送

は、日本航空が戦後初の国際線として、東京＝

サンフランシスコ間に旅客便を就航させたのが

１９５４年２月、初の国際貨物専用便を就航させた

のが５９年５月であるから、航空機が国際貨物輸

送手段として認知されてようやく５０年。市場規

模も海運に比べてそれほど大きくはない。航空

貨物は、一荷主が航空から海上にシフトすると

市場全体がたちまち落ち込むといったことが起

きたり、航空機事故などが起きると需要が突然

落ち込むといったことがあるなど脆弱性を内包

している。この脆弱性も裏返せば、航空貨物輸

送はこれから成長していく余地が潤沢に残され

ているということでもある。

０８年を終えようとする現在、米国サブプライ

ムローン問題に端を発する世界同時不況によ

り、国際貨物は海上輸送においても航空輸送に

おいても前年月割れが続いている。しばらくは

冬の時代を過ごさなければならないだろう。し

かし、モノの動きが止まることは決してない。

諦めることなく焦ることなく今後を見守ってい

きたい。

図９ 羽田国際化後の二国間航空交渉の進捗状況

出典：日本経済新聞 ０８年１２月２日
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注

（注１） Boeing, Current Market Outlook２００８

―２０２７,２００８

０７年の米国発不況以降、種々の将来伸び

率予測は軒並み下方修正されている。それ

であっても、航空貨物が航空旅客より高い

需要の伸びになるという点においては、い

ずれの予測でも変わりはない。

（注２） インタクト輸送、ULD化とは、空港に

到着した輸入貨物のULDを空港上屋で解

体せずに、そのまま空港外のフォワーダー

貨物上屋まで輸送すること。通常は出発地

においてフォワーダーがULDをビルトア

ップして航空会社に引き渡し、到着地にお

いて空港上屋でULDを解体しないので、

迅速な引き取り、および貨物損傷の発生防

止が可能となる。また、空港上屋内の混雑

解消にも役立つ。

なお、ULDとはUnit Load Devices の略

で、航空機に貨物を搭載する際に使用され

る単位搭載用具をいう。

（注３） Boeing, 上掲資料

（注４） International Air Transport Associa-

tion（IATA）, Freight Forecast２００６―２０１０,

２００７

このほか、ICAO, ACI, Airbus, Boeing な

どの予測もあるが、２００７―２０１１の予測では

軒並み将来伸び率の数値が縮小している。

IATAの同資料によれば、２００７―２０１１の世

界全体伸び率を年率４．８％としている。

（注５） 国土交通省航空局航空物流室「これか

らの航空物流政策」、日本航空協会『航空

セミナー』２００７年１０月３０日資料

（注６） 国土交通省航空局航空物流室、上掲資

料、および

国土交通省航空局「航空行政の現状と展

望」、日本航空協会『新年卓話会』２００８年

１月１０日資料

（注７） 国土交通省航空局航空物流室「航空物

流に関する懇談会」２００８年４月１７日資料

（注８） 酒井正子「変容する世界の航空業界・

その１（空港）」、帝京経済学研究２００７年度

第２号、２００８年３月

（注９） 社団法人航空貨物運送協会（JAFA）、

総合部会 空港施設問題対策委員会「提言」

２００８年９月５日
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