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航空機発着回数
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航空旅客数

航空貨物量

　前年同月比 +7％ (1,127 回増、一昨年同

月比 +3％ )、旅客便・貨物便とも韓国線が

好調です。

　前年同月比 +3％ (100,086 人増、一昨年

同月比 +5％ )、13 ヶ月連続でプラスとな

りました。

　JNTO によると、8 月の訪日外国人数は単

月では過去最高の 80 万 3 千人。中国の観

光査証の発給条件の緩和が寄与しました。

　前年同月比 +12％ (18,642 トン増、一昨

年同月比 +2％ )、11 ヶ月連続でプラスと

なりました。東京税関貿易概況 (速報 )に

よると、品目別でみると輸出は金属加工機

械、輸入は半導体等製造装置が増加してい

ます。

出国日本人数も 6ヶ月連続で増加、ユーロ

等に対する円高基調が海外旅行需要にプラ

スに作用しました。

　区 　　分　 ６月 ７月 ８月 前月比(%) 前年同月比(%) 日平均
 航空機発着回数（回） 15,960 16,899 16,997 101 107 548
   国　際　線 14,466 15,260 15,299 100 104 494
　　　　旅　客　便 12,339 13,073 13,254 101 103 428
　　　　貨　物　便 1,944 2,030 1,864 92 107 60
　　　　そ　の　他 183 157 181 115 151 6
   国　内　線 1,494 1,639 1,698 104 143 55
　　　　旅　客　便 1,438 1,610 1,676 104 144 54
　　　　そ　の　他 56 29 22 76 96 1
 航 空 旅 客 数（人） 2,847,994 3,069,222 3,210,223 105 103 103,556
   国　際　線 2,708,253 2,920,213 3,054,055 105 102 98,518
　　　　日　本　人 1,407,315 1,525,089 1,779,906 117 109 57,416
　　　　外　国　人 710,048 873,242 807,401 92 104 26,045
　　　　通　過　客 590,890 521,882 466,748 89 80 15,056
   国　内　線 139,741 149,009 156,168 105 135 5,038
 航 空 貨 物 量（ｔ） 185,110 188,191 174,483 93 112 5,628
   積    込 91,085 89,842 81,107 90 112 2,616
        輸      出 70,717 68,006 60,790 89 120 1,961
        仮  陸  揚 20,368 21,836 20,317 93 93 655
   取    卸 94,025 98,349 93,376 95 112 3,012
        輸      入 75,343 77,447 74,440 96 120 2,401
        仮  陸  揚 18,682 20,902 18,936 91 89 611
 給　油　量 （ｋｌ） 402,081 423,352 423,257 100 103 13,653

（注）１．航空機発着回数は回転翼機を除く。　　   ２．国内線旅客数は回転翼機によるものを除く。    

       ３．７月、８月は速報値。　　　   ４．航空貨物量は東京税関の資料による。    



「への字」誘導路線形改良 来年 3月供用

　NAA は、B 滑走路に平行する誘導路の

「への字」湾曲部を拡幅によりカーブを

緩やかにしかつ、B 滑走路との距離を広

げます。工事は 10 月末完成、来年 3 月

上旬から改修部分が供用できる見通し

となったことを明らかにしました。現在

の B 滑走路と誘導路の距離は 13m 遠く

なり B 滑走路を使用中であっても、誘

導路を走行することが可能になります。

これにより安全性や運用効率が向上し

ます。

開港 32 年で発着回数 400 万回突破

　9 月 4 日、成田開港 32 年 3 ヶ月で航

空機発着回数が 400 万回を突破しまし

た。平成 14 年の B 滑走路供用、21 年の

2,500m への延伸、さらに今年 3 月から

の年間発着枠の 22 万回への増加なども

あり、区切りの到達スピードが速くなっ

ています。

航空機騒音 法律の基準下回る

　成田空港周辺地域共生財団は 9 月 7

日、平成 21 年度の空港周辺の航空機騒

音測定結果を発表、104 ヶ所での測定結

果はすべて法律の基準以下で、20 年度

比較ではほとんどが減少傾向でした。減

少要因は発着回数が 20 年度より 2.2％

減ったこと、低騒音型航空機への機種

変更が進んだことが考えられます。

　W 値の変化では前年度と比較可能な

101 ヶ所のうち、58 ヶ所で減少、41 ヶ

所で変化なし、B 滑走路北側の西大須賀

( 成田市 )、金江津 ( 茨城県河内町 ) の

2 ヶ所で上昇しました。

※ W 値とは…

　WECPNL の略。航空機騒音の測定、評

　価のために考案されたもので、1 機に

【参考】

100 万回突破 平成 2 年度( 開港から 12 年 5 ヶ月 )

200 万回突破 平成 10 年度( 開港から 20 年 7ヶ月 )

300 万回突破 平成 17 年度 ( 開港から 27 年 )

400 万回突破 平成 22 年度( 開港から 32 年 3ヶ月)

国際航空運賃 柔軟に

　国交省は 9 月 21 日、国際航空の運賃

制度を「上限認可制」にする方針を決

めました。現在の固定認可制から移行

することで、航空会社は認可を受けた

上限を超えなければ自由に運賃を設定・

変更できるようになります。

　国際線の運賃については、航空会社

は出発の 30 日前までに国交省に申請し、

運賃の認可を得る必要があり、航空券

が売れ残った場合でも値下げが出来ま

せんでした。今後は販売状況に応じて

出発直前まで値下げができるようにな

ります。10 月 31 日以降に申請された運

賃から実施される予定です。

　よる騒音の大きさ [dB(A)] だけでは

　なく、航空機騒音の特異性、昼夜の

　うるささに対する感覚等も加味した

　騒音の指標。



iPhone で多言語コミュニケーション

　増加する中国人旅行者へのサービス向

上を目的に、iPhone を活用した音声翻

訳の実験が本日から成田空港で始まりま

した。端末に向かって日本語を話すと、

中国語に翻訳された言葉がスピーカーか

ら流れ、中国人旅行者が中国語で返答す

ると、今度は日本語に翻訳された言葉が

スピーカーから流れます。

　NAA が(独)情報通信研究機構と共同で

実用化に向けた研究を進めており、ター

ミナル内テナント・航空会社・交通機関

に iPhone100 台を無償貸与、実用性を

検証します。

　端末は英語にも対応、今回の検証実験

を通じて成田空港特有の用語を追加した

り、翻訳精度の向上を図り、実用化を目

指します。

　実験は来年 2 月末まで。空港スタッフ

にとって心強い味方になりそうです。

米国 電子渡航認証に 14 ドル徴収

　9 月 8 日より、米国にビザなしで渡航

する旅行者に対し、電子渡航認証システ

ム (ESTA) の登録料として 14 ドルの手数

料の支払いが義務付けられました。同シ

ステム自体は 2009 年 1 月より導入済み

で、民間航空機の保安強化を目的に名前・

生年月日・性別等を事前にネット上で米

国の国土安全保障省 (DHS) に申請、テ

ロ防止のため警戒者リストと照合するも

の。従来は無料でした。

　支払いはクレジットカード。一度登録

されれば、その後の支払いはありません。

　対象は日本を含む 36 ヶ国の米国渡航

者。14 ドルのうち 4 ドルが ESTA の運営

費、10 ドルは米国旅行の宣伝費に充て

られます。

　CNN によると、米国旅行の宣伝に旅行

者から料金を徴収することには批判もあ

り、IATA の広報は「友人を夕食に招い

ておいて、玄関で料金をとるようなもの

だ」と述べています。外国人をワンストップサービスでお迎え

　来日前に宿泊予約、外貨両替、レンタ

カーなどをインターネットで手配。空港

カウンターでクーポンを受け取り旅の準

備が完了、後は日本での時間を満喫…。

　旅の手配は多岐で煩雑なもの。来日外

国人を対象とした WEB 事前予約ワンス

トップサービス『成田空港プレミアムコ

ンシェルジュ』の実証実験が 9 月 17 日

よりはじまりました。

　事前予約が可能なのは宅配便予約、

電車の予約、ガイド手配、レストラン

手配、携帯電話のレンタル等。第 2PTB 

1 階到着ロビーにサービスカウンターが

設置され、スタッフが中国語・英語で

対応します。

　NAA と JTB が共同で旅行者のニーズ等

を調べ、11月 16日まで実験が行われます。

ドイツ 乗客から航空税徴収

　ドイツ政府は 9 月 1 日、航空税導入を

閣議決定、2011 年 1 月 1 日以降にドイ

ツ国内の空港から出発する全ての乗客 (2

歳以上 ) に対し、国内線・国際線に関わ

らず課税します。金額は飛行距離 2,500

㎞以下は 8 ユーロ、2,500 ㎞～ 6,000 ㎞

が 25 ユーロ、6,000 ㎞以上が 45 ユーロ

( 約 5,000 円 )。ドイツから日本に向か

う旅行者は 45 ユーロの支払いが必要に

なります。

　一方、外国からドイツに飛ぶ飛行機

の乗客には航空税は課せられません。

また航空貨物に対しては航空税はかか

りません。

　ドイツ政府は財政再建のため緊縮財政

に着手。航空税の導入により初年度に

10 億ユーロの増収を見込んでいます。専用 WEB サイト ( 中国語 ･ 英語 )

　http://japan-travel-concierge.com/en/



　羽田空港国際化を控えた 9 月 14 日、新国際線ターミナルと東京国際エアカーゴターミナ

ルを取材しました。

羽田新国際線地区現場レポート
－新国際線ターミナルから貨物ターミナルまで－

○羽田空港新国際線ターミナル

　ターミナルは地上 5 階建、延床面積約 154,000 ㎡ ( 成田第 2PTB338,700 ㎡ )。固定スポッ

ト 10、オープンスポット 10。発着容量は昼間時間帯、深夜早朝時間帯各 3 万回、計 6 万回。

年間 7 ～ 800 万人の利用を見込んでいます。

１．交通アクセス

　まず出発ロビーに足を踏み入れて驚い

たことは、モノレールと出発階 (3 階 ) が

同じフロアレベルになっていること。

　浜松町から羽田空港国際線ビル駅まで

最速で乗車時間 13 分、改札を抜けてチェッ

クインカウンターまで徒歩 1 分。中部国

際空港、香港国際空港と同様、階層移動

は無し。京急線は地下 2 階に接続し、大

型エレベータで大量搬送が可能です。

　とにかく、都心から搭乗までの時間を

最小限に抑えるというコンセプトを感じ

ました。

２．ユニバーサルデザイン

　新ターミナルはユニバーサルデザインの

考え方に基づき、すべての利用者に「より

優しい」空港づくりがなされています。

●館内には 40 台の車いすを用意。機内の

　座席まで利用できるよう後輪の着脱が可

　能。航空機内まで乗りかえなしで利用す

　ることができます。

●搭乗橋には通路に段差のない「ステップ

　レス搭乗橋」を世界で初めて設置。

● 1 階案内所となりには盲導犬などを必要

　とする空港利用者のため、補助犬用トイ

　レが設置されています。静岡、那覇両空

　港では駐車場内に設置されていますが館

　内への設置は羽田が始めてです。

( ターミナル側から見たモノレール駅 )

　例えば…

●全てのトイレは多機能トイレを併設、ま

　た一般トイレは車いすが入れるよう広い

　スペースを確保。

( 手動の車いすでも利用できる一般トイレ )

( 後輪を外せる車いす )

〔羽田関連〕



３．出発ロビー

　3 階出発ロビーは 10,000 ㎡ ( 成田の北ウ

イングと同程度の規模 )。チェックインカ

ウンターは 4 アイランド 96 ブース。南側

を ANA、北側を JAL が使います。

　関係者にとってはちょっと物足りないこ

とも。出発便を表示するメインボードが見

あたりません。大型のボードはコスト節減

のため設置されませんでした。フライト情

報は各所にある 60 インチ程のフライトイ

ンフォメーションボードに表示されます。

　出国手続後の制限エリアには総合免税売

店、ブランドショップ 11 店舗、空港内飲

食店で唯一喫煙可能なバー、24 時間営業

のフードコートなど 31 の各種専門店が旅

客を迎えます。

( 出発フロアの床は青色で統一、到着は赤 )

４．到着ロビーとアクセスホール

　税関検査を抜け、一般エリアに出ると奥

行のある到着ロビーが広がり、その先がア

クセスホール、左手はモノレール駅改札へ

とつながります。モノレール乗り場は 3 階

ですが、最小限の移動で乗車可能。右手は

京急線の改札口。駐車場ビルへの連絡通路

は直進、階層移動はありません。また、バ

ス・タクシーは 1 フロア下がり 1 階で乗降

します。

５．1 階エントランスプラザ

　同フロアには、修学旅行、大規模な団体

旅行、国際イベントでの団体などに対応で

きるチェックインカウンターが 10 ブース。

新ターミナルならではの機能です。出発階

のバッファーとして使います。もちろん 3

階出発フロアにも団体カウンターが 2 ヶ所

あり、通常のツアーは 3 階でチェックイン

となります。

(1F 団体チェックインカウンター )

６．商業施設等

　4 階は『江戸小路』。能舞台『江戸舞台』

を中心に 18 の飲食店、14 の物販店が軒を

連ねます。外観は外国人が喜びそうです

が、飲食店のスペースは手狭な印象を受

けました。

　5 階は『TOKYO POP TOWN』と名付け

られたエンターテイメントゾーン。A 滑

走路越しに 270 度の眺望が広がる展望デッ

キ、キャラクターショップ、スロットカー

レーシングコース、プラネタリウムを楽し

めるカフェがオープン予定。旅行者だけで

はなく観光スポットとしても人気を呼びそ

うです。

え ど こ う じ

( 江戸小路 )

　国際便については課題も。それは深夜早

朝便に対応するための公共交通機関の確

保。羽田着便では旅客の足の確保はバス・

タクシーや自家用車がメインになります。

フライトスケジュールに合わせたバス便

のピンポイント輸送や定額タクシーの運

行が計画されています。



○東京国際エアカーゴターミナル (TIACT)

  国際線ターミナルビルに隣接し、国際線貨物地区が整備されています。2 つの上屋と官庁

貨物合同庁舎 1 棟が配置されています。TIACT 自営上屋の第 1 国際貨物ビルは約 25,600 ㎡。

第 2 国際貨物ビルは賃貸上屋約 13,800 ㎡。ANA、日通、近鉄エクスプレス、郵船航空サー

ビスが入居予定。

　当面の貨物取扱量は 50 万トンを想定。成田の 4 分の１です。

１．特色

　TIACT の特色は貨物施設の整備、管理、

貨物のオペレートまでの業務を自社で行う

こと。大田市場まで 25 分、築地市場 35 分、

成田空港 70 分と物流主要拠点に近く、24

時間 365 日貨物の搬出入が可能な強みを生

かし、内際貨物の一体運営を目指します。

　TIACT 担当者によると、「例えば地方か

らの輸出貨物は従来、成田、関空にトラッ

クで輸送されていたものが航空便で羽田に

空輸され、羽田から国際線に繋ぐことが

増えていくと思います。また、深夜早朝便

で真夜中に羽田に着いた輸入貨物は、例え

ば切り花を輸入通関して大田市場のオープ

ン時間 ( 深夜 2 時、3 時 ) に間に合うよう

市場に並べることも可能になり、ビジネス

チャンスが広がります」。

２．貨物はバーコード管理

　第 1 国際貨物ビルは奥行 70m、幅 368m、

この大空間で貨物の効率的な管理が行われ

ます。天井梁部分には各位置を示すバー

コードが張られており、バーコードに対応

した場所に貨物が並びます。バーコード

リーダーをバーコードに照射し、管理シス

テムに貨物の位置を入力することで広い建

物内の何処にどんな荷物があるのか、すぐ

に確認できるようになっています。

テ ィ ア ク ト

( 天井梁のバーコード )

３．貨物や人への気配り

　定温上屋、冷凍庫、冷蔵庫、燻蒸庫を 1 ヶ

所に集中させた生鮮棟は約 3,000 ㎡。輸出

入生鮮貨物の品質劣化を防ぎ、効率的な作

業ができます。上屋は安全確保にも気が

配られていました。建物 2 階部分にスカイ

ウェｲ ( 空中廊下 ) を設置。人はここを通

ります。動線が貨物用車両、フォークリフ

トなどから分離されることで事故・災害を

防ぎます。

　10 月 21 日から開業する羽田新国際線

ターミナル。羽田は当面、昼間 3 万回、深

夜早朝 3 万回の国際線発着が予定されてい

ますが、国交省は昼間にもう 3 万回の増便

を計画、9 万回の国際線発着を目指してい

ます。50 万トンの処理能力を持つ貨物地区

の増床も既に計画に盛り込まれています。

( 上屋に設置された太陽光パネルで必要電力の 10％を賄う )

( 完全無柱の第 1国際貨物ビル内 )



　振興協会では、出発までの待ち時間を

利用して日本文化に触れていただこう

と、様々なイベントを実施しています。

その一環として、第 1PTB 南ウイング 3

階制限エリア内インフォメーションカウ

ンター裏において、計 5 日間に渡る「日

本文化の紹介 ･ 体験」イベントを実施し、

多くのお客様からご感想をいただきまし

たので、その一部をご紹介します。

　振興協会では、9月 4日、NAAテニスコー

トにおいて ｢ 第 21 回 成田空港親睦テニ

ス大会 ｣ を開催しました。

　本大会には、14 チーム 93 名が参加し、

残暑厳しい中、暑さに負けない熱戦が繰

り広げられました。

　なお、大会結果は以下のとおりです。

【書道・和紙人形の制作】

実施日：平成 22 年 9 月 15 日

●とても楽しかったです。次回はもっと

　時間に余裕を持って、ゆっくり楽しみ

　たいです。　　（ドイツ／ 30 歳 男性）

●日本で一番の素敵な体験でした。講師

　の方が親切に教えてくれました。

　　　　　　　　　（タイ／ 27 歳 女性）

●海外旅行中にこんな楽しい体験をした

　のは初めてです。素敵な企画ですね。

　　　　　　　（アメリカ／ 30 歳 女性）

●とてもユニークな体験でした。空港ご

　とにこのようなイベントがあるといい

　ですね。　　（モンゴル／ 22 歳 女性）

優　勝　なかよし倶楽部
　　　　（㈱ JAL カーゴサービス）
準優勝　空警隊 祝千葉国体チーム
　　　　（千葉県警察）
第３位　フレンドリー A
　　　　（ユナイテッド航空）
第３位　JGS + α
　　　　（㈱ JAL グランドサービス）

( 優勝した『なかよし倶楽部』)

【折り紙の制作】

実施日：平成 22 年 9 月 13､14､16､17 日

( 真剣な表情で作品を制作 )

( 出来上がった作品 )

( 作品を制作中 )

日本文化の紹介・体験

親睦テニス大会



　羽田の新しい国際線ターミナルビルに行ってきた。まだモノレールや電車が停車

しないため、国内線第 1PTB から従業員用バスで向かう。10 分程で国際線地区

に到着。多摩川脇のこの場所が妙に懐かしい。初めてここを訪れたのは 39 年前　昔の羽田空港

に小学 1 年の遠足で来た　あの場所がこんなに綺麗になった ･･( 蘇る記憶 )･･ 多摩川対岸の工

場地帯　煙突から出る炎　川崎側の工場がガラス越しに望めるここは出発ロビー。とその時、モ

ノレールがターミナルビルをかすめて行った。こんな風に通過するのも今だけ。21 日からは上

り下り 515 本 ( 平日 ) すべてのモノレールがここに停車する。これにより国内線ターミナルビ

ルへの所要時間は 1 分増える。東京モノレールの最高時速は 80Km/h 時間短縮もそろそろ限

界なのか。(K.H)

　成田空港と道の駅多古を結ぶシャトルバスの運行が開始されています。運行会社は千葉交通㈱で、料金は中

学生以上が 300 円、小学生が 150 円、NAA が 60 歳以上に発行している「N.PASS」の所持者は 200 円。

　なお、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の所持者、および「未就学児」の運賃

は無料となっています。

成田空港⇔道の駅多古間が結ばれました

第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便 第8便 第9便 第10便 第11便

道の駅多古 6:00 7:10 8:20 10:20 12:20 14:00 15:45 17:05 18:20 19:45 21:30
多古町役場前 6:01 7:11 8:21 10:21 12:21 14:01 15:46 17:06 18:21 19:46 21:31
染井 6:05 7:15 8:25 10:25 12:25 14:05 15:50 17:10 18:25 19:50 21:35
整備地区 6:18 7:28 8:38 10:38 12:38 14:18 16:03 17:23 18:38 20:03 21:48
成田空港第2ターミナルビル 6:30 7:40 8:50 10:50 12:50 14:30 16:15 17:35 18:50 20:15 22:00

第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便 第8便 第9便 第10便 第11便

成田空港第2ターミナルビル 6:35 7:45 9:00 11:00 13:00 14:35 16:20 17:40 18:55 20:20 22:05
整備地区 6:41 7:51 9:06 11:06 13:06 14:41 16:26 17:46 19:01 20:26 22:11
染井 6:54 8:04 9:19 11:19 13:19 14:54 16:39 17:59 19:14 20:39 22:24
多古町役場前 6:58 8:08 9:23 11:23 13:23 14:58 16:43 18:03 19:18 20:43 22:28
道の駅多古 7:00 8:10 9:25 11:25 13:25 15:00 16:45 18:05 19:20 20:45 22:30

道の駅多古 ⇒ 成田空港第2ターミナルビル

シャトルバス時刻表

成田空港第2ターミナルビル ⇒ 道の駅多古

　生徒に貴重な実習の場を提供しているのはマクドナルド第1PTB 店( 中央棟 4F)。千葉県立香取特別支援学

校の依頼を受け、9 月中旬から 3 週間にわたり生徒を受け入れました。

　実習に参加したのは香取市在住の栗原 拓馬君(16 歳 高等部1年 )。主にオペレーション( ハンバーガーの製

造 )を担当。

  今回受け入れを決めた成田空港店 舩木店長は「栗原君は業務の作業手順もしっかり覚え、他のスタッフとの

コミュニケーションも円滑でした。空港と地域は一体。空港内テナントして地域社会に貢献し、学校の要望に

応えていきたい」。

  同社は、今回、空港内で唯一の受け入れテナントでした。

マクドナルド成田空港店 特別支援学校の職場実習を受け入れ

 


