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航空旅客数

航空貨物量

　前年同月比▲ 8％（225,068 人減、

一昨年同月比▲ 4％）、3 ヶ月連続、前

年同月を割り込みました。

　前年同月比▲ 6％（9,399 トン減、一昨

年同月比 +37％）、3ヶ月連続、前年同月を

割り込みました。仮陸揚げの大幅な減少が

影響しています。

　東京税関資料によると、輸入貨物のう

ち、ドライ貨物は 15 ヶ月連続のプラス。

生鮮貨物は果物が増加したものの、植物及

び野菜等が減少し、2 ヶ月連続マイナスと

なりました。

　全国ベースでみると訪日外国人、出

国日本人数とも前年を上回っています。
　前年同月比 +1％（191 回増、一昨年

同月比± 0％）、3 ヶ月振りにプラスに

転じました。

　路線別でみるとアジア線は旅客便は

好調、逆に貨物便は前年同月を下回り

ました。

　区 　　分　 11月 12月 1月 前月比(%) 前年同月比(%) 日平均
 航空機発着回数（回） 15,233 15,556 15,690 101 101 506
   国　際　線 13,472 13,753 13,873 101 99 448
　　　　旅　客　便 11,539 11,841 12,155 103 99 392
　　　　貨　物　便 1,749 1,762 1,609 91 103 52
　　　　そ　の　他 184 150 109 73 67 4
   国　内　線 1,761 1,803 1,817 101 125 59
　　　　旅　客　便 1,741 1,782 1,785 100 126 58
　　　　そ　の　他 20 21 32 152 114 1
 航 空 旅 客 数（人） 2,493,698 2,478,424 2,513,862 101 92 81,092
   国　際　線 2,348,986 2,334,162 2,370,536 102 91 76,469
　　　　日　本　人 1,312,935 1,220,837 1,216,128 100 91 39,230
　　　　外　国　人 617,265 630,395 641,908 102 96 20,707
　　　　通　過　客 418,786 482,930 512,500 106 84 16,532
   国　内　線 144,712 144,262 143,326 99 119 4,623
 航 空 貨 物 量（ｔ） 169,579 165,683 146,658 89 94 4,731
   積    込 77,677 77,714 67,943 87 92 2,192
        輸      出 61,956 64,564 54,079 84 97 1,744
        仮  陸  揚 15,721 13,150 13,864 105 75 447
   取    卸 91,902 87,969 78,715 89 96 2,539
        輸      入 77,494 75,092 65,310 87 102 2,107
        仮  陸  揚 14,408 12,877 13,405 104 74 432
 給　油　量 （ｋｌ） 378,661 387,240 392,111 101 98 12,649

（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。    

       ３．12月、1月は速報値。　　　   ４．航空貨物量は東京税関の資料による。    



　NAAは 2月10日、国交省主催の「ビジネスジェッ

トの推進に関する委員会」で、ビジネスジェット

専用施設の整備について提言を行いました。

　計画では、CIQ 施設を備えた専用施設をJAL南

オペレーションセンター1階に整備。利用者は同

所で出入国手続きを行い、専用の旅客動線で移動

NAA ビジネスジェット専用施設整備へ
します。動線を一般旅客と切り分けることで、出

入国にかかる時間が短縮できます。

　ビジネスジェットの駐機場については、昨年12

月16日より10から15スポットに増設されています。

  NAAは横堀地区誘導路の整備について、環境影

響調査を実施、その予測・評価結果を公表しまし

た。

　調査項目は水質、動植物・生態系、廃棄物、

温室効果ガス等で、環境への影響は小さいとして

います。

  工事範囲は空港内の排水路や調整池等を使うこ

とで、濁水が周辺の河川等に直接流出しないよう

措置され、工事に伴う廃棄物も可能な限りリサイク

横堀地区誘導路整備の環境とりまとめ

ルされます。また敷地の緑化を行う等雨水の地下

浸透を促進し、湧水、地下水の維持を図るなど環

境に配慮した事業計画となっています。

　同事業は、B滑走路の発着回数の拡大に伴い、

不足するスポットを現行のB誘導路をエプロン化し

て増設、B誘導路の代替えとして新たに現行 C 誘

導路の南側（横堀地区）に誘導路を整備するもの。

  完成予定は 2013年 3月です。

（※図面は 2 月 10 日付 NAA プレスリリースより転載）



ILS 基準見直し 視程 75m
　国交省は計器着陸装置（ILS）の進入方式に

ついて基準を緩和する方針を固めました。従来

より視程が悪くても着陸が可能になり、就航率

アップが期待されます。CAT-Ⅲ Aでは視程距離

が200m →175m、成田で採用されているⅢ Bで

は100m →75mに改定されます。

世界の空港顧客満足度調査結果

　ACI( 国 際 空 港 評 議 会 )は、2010 年 の

ASQ(Airport Service Quality) Awards の受

賞空港を発表しました。ASQ調査は、国際線及

び国内線の出発旅客を対象に、参加空港が共

通のアンケート用紙を使用し、毎月実施してい

るもので、2010 年は151空港が参加しています。

  国内空港では規模別ランキングで中部空港が

2位に入りました。

ASQ Awards 全体結果

順位 1位 2位 3位

空港名 ソウル仁川空港 シンガポール空港 香港空港

順位 1位 2位 3位

ヨーロッパ マルタ空港 ポルト空港 チューリッヒ空港

北米 インディアナポリス空港 オタワ空港 オースティン空港

アジア ソウル仁川空港 シンガポール空港 香港空港

中東 ドバイ空港 アブダビ空港 テルアビブ空港

ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ･ｶﾘﾌﾞ カンクン空港 グアヤキル空港 サンホセ空港

アフリカ ケープタウン空港 カイロ空港 ヨハネスブルグ空港

順位 1位 2位 3位

2～5百万人 オタワ空港 ハリファックス空港 グアヤキル空港

5～15百万人 ハイデラバード空港 中部空港 インディアナポリス空港

15～25百万人 ソウル・金浦空港 ムンバイ空港 バンクーバー空港

25～40百万人 ソウル仁川空港 シンガポール空港 上海浦東空港

40百万人以上 香港空港 北京空港 ドバイ空港

地域別ランキング

規模別ランキング

世界総合

A 滑走路  全面供用へ

　開港以来、南側からの着陸は3250mで運用

してきたＡ滑走路が、2012年度中にも4000mで

全面供用されることが明らかになりました。

　A滑走路南端は開港時、アプローチ用地に進

入灯を整備する予定でしたが、空港反対派が

団結小屋を建設。このため、900m の長さが必

要な進入灯は滑走路内側に750m 入り込んで設

置され、現在まで運用されてきました。

　航空機の性能向上などにより国の安全基準

が2006 年に改正されたことで、進入灯の長さ

が720m 以上であれば現在と同様の運用が可能

となったことから、滑走路南端から南側に750m

の進入灯を設置することにより、南側からの着

陸でも本来の長さで運用できることになります。    

 工事は11年度から開始予定。4000m 化での

運用は、安全性及び効率性の向上に寄与します。

世界の航空旅客数 5年間で 32％増
　IATA（国際航空運送協会）は 2 月 14 日、

世界の航空旅客が 2009 年の 25 億人から

2014 年には 33 億人に増えるとの予測を発

表しました。

  8 億人増の要素として挙げられているの

が中国人旅客。8 億人のうち、3 億 6000 万

人（45％）がアジア太平洋線を移動、その

うち、2億 1400 万人（国内線 1億 8100 万人、

国際線 3300 万人）は中国人になると予測

されています。

  航空貨物も 2600 万トンから 3800 万トン

と 46％増えると予測しています。

　韓国 LCC のエアプサンとイースター航空

（本社：ソウル）の 2 社の成田乗り入れが

明らかになりました。

　エアプサン（ABL）は 4 月 28 日から成

田－釜山をデイリーで運航。機材は B737-

400（162 人乗り）。使用ターミナルは第

1PTB。同社は昨年夏、チャーター便で成田

就航済みです。

　イースター航空（ESR）は 4 月末から成

田－仁川をデイリーで運航。運賃、使用ター

ミナル等詳細は現在調整中とのこと。同社

は 2007 年 10 月設立。2009 年から金浦－

済州に国内線を就航。国際定期便は仁川－

コタキナバル線に昨年 7 月から参入。今春

から札幌－仁川線の乗り入れが決まってい

ます。

韓国LCC 成田就航



日本のLCC A&F･Aviation設立

ANA 国際線に現地語対応スタッフ搭乗

　ANA は国際線に現地語で案内、通訳、機

内アナウンスができるよう、サービス補助

員を搭乗させます。

　対象は日本－台湾線・韓国線。サービス開

始は 4 月 16 日。各便 1 名が搭乗。「機内品質

アジアナンバーワン」をスローガンに搭乗者

への細やかなサービスを充実させます。

ANA 成田－マニラ線開設

  ANA は 2 月 27 日から成田－マニラ線を

デイリーで運航します。機材はボーイング

767-300ER。同社の東南アジア路線は、バ

ンコク、シンガポール、ホーチミンシティ、

ジャカルタ、マニラの 5 都市になります。

　2月10日、ANAと香港の投資会社ファース

トイースタン・インベストメントグループにより、

本格的 LCC A&F･Aviation（ｴｰｱﾝﾄ゙ ｴﾌ・ｱﾋ゙ ｴｰｼｮ

ﾝ）株式会社が設立されました。

　出資額は全日空 1,005万円、First Eastern 

Aviation Holdings Limited 1,000万円、そ

の他 1,000万円。

　2011年度下半期に関西国際空港を拠点と

し、国内線、アジア地域の国際線として、運

航を予定しています。機材はエアバスA320 を

2 年間で計10 機導入。座席180（ANAの同機

は166席）。

  24 時間運用が可能な関西国際空港を拠点

とすることで昼間に国内線、夜間にはアジア

各国への国際線を運航し、機材稼働率を上げ

る計画です。 

JAL 定時到着率で2年連続世界第1位

　米国の調査会社が行った航空会社の

2010 年定時到着率が発表され、世界 33 社

の主要航空会社の中で、JAL が 2 年連続

世界第 1 位に輝きました。JAL の 2010 年

の運航便数は 18 万 343 便、定時到着率は

89.9％でした。

　成田に乗り入れている航空会社では

ANA、ANZ、SAS、SIA が最終選考に残りま

した。

　定時到着率とは、便の到着予定時刻に対

して遅延 15 分未満で到着した便が全体に

占める比率をいいます。

ボーイング 1,000機目の767は ANAへ

　同機は、環境性能にも優れた燃料効率性

の高い 200 ～ 300 席の航空機。日本との関

わりも深く、767 型機では、日本企業全体

で機体の開発・製造を 16％担当していま

す。その割合は 777 型機で 21％、787 型機

は 35％に増加しています。

　ANA にとっては 787 型機の納入遅れによ

り、代替購入の側面があるようです。

　2 月 2 日、ボーイングは 1,000 機目とな

る767型機の最終組み立てを完了しました。

機体は 767-300ER（航続距離延長型）。ANA

に引き渡されます。



CCA 2路線開設
　中国国際航空は成田－武漢線と成田－成

都線を 2011 年夏季スケジュールからプロ

グラムチャーターで運航します。成田－武

漢は水曜日、土曜日の週 2 便、成田－成都

は木曜日、日曜日の週 2 便で 7 月以降は火

曜日が加わり週 3 便となります。同社は現

在成田－北京経由－成都便を毎日運航して

います。

NCA 成田－台北線開設
　日本貨物航空は、成田－台北 ( 桃園 ) 線

を 2 月 20 日から週１便（日曜日）、B747-

400F 型で運航を開始しました。同社は、ア

ジア、アメリカ、ヨーロッパに路線を持ち、

台北は 15 番目の就航都市になります。

　3 月 27 日より、シンガポール航空は成

田－ロサンゼルス線に A380 を導入、デイ

リー運航を開始します。

　同社はアジア－北米間に A380 を導入す

る初の航空会社となります。

　2 月 18 日、スカイマークはエアバス社

と A380 型機の購入契約を締結したと発表

しました。

　購入機数は 6 機。国内の航空会社として

は初めて。

  2014 年度を目途に受領後、国際定期便

に参入。国際線用機材として成田－ロンド

ン線、フランクフルト線に就航させるとし

ています。

【成都線スケジュール（4/3～ 10/27、火曜日は7月～）】

CCA424 便  成田発 19:00 →成都着 23:20

          （火、木、金）

CCA423 便　成都発 12:10 →成田着 17:40

          （火、木、金）

（プログラムチャーター便とは、準定期便のよう

なチャーター便。通常チャーター便は、往復運

航の片道が回送で運航する。プログラムチャー

ターは数便を連続して運航することにより回送

運航を減らす運航。）

【武漢線スケジュール（3/30 ～ 10/29）】

CCA114 便　成田発 20:15 →武漢着 23:20（水、土）

CCA113 便　武漢発 14:35 →成田着 19:15（水、土）

【スケジュール】

NCA241 便　成田発 12:05 →台北着 15:00

NCA242 便　台北発 17:05 →成田着 20:50

スカイマーク A380機 購入へ

　タイ国際航空は、夏季スケジュールの変

更を発表しました。

　3 月 27 日から、成田－プーケット線は

THA 夏季運航スケジュール変更

DAL セキュリティチェック優先レーン設置

　2 月 2 日、デルタ航空は上級クラスや多

頻度顧客等に対するセキュリティチェック

における優先レーンを設置し、プレミアム

サービス専門スタッフ「レッドコート」を

導入しました。

　今回、第 1PTB 北ウイングのセキュリティ

チェックに新設された優先レーンは、同社

以外に北ウイングを利用している航空各社

のプレミアムクラスの搭乗者も利用できま

す。

SIA アジア－北米線に
               A380を運航

週 4 便から週 2 便に、また成田－バンコク

線は週 3 便から週 5 便に変更されます。



　日本経済新聞は就職希望企業ランキング

を発表しました。

　このランキングは、同社のクロスメディ

ア営業局が平成 24 年春卒業予定の全国の

大学 3 年生を対象に就職希望調査を行った

もの。有効回答数は 8500。

　ランキングによると、NAA は業種別の

「サービス業・その他」( 総数約 300 社）

で 21 位、総合 ( 総数 3,000 社超 ) では

129 位となりました。また航空会社では、

ANA が「運輸・通信・放送・エネルギー」（総

数約 100 社）で 2 位、総合では 11 位、旅

行会社では JTB グループが「サービス業・

その他」で 2 位、総合では 17 位となりま

した。

就職希望ランキング NAAは総合 129位

CS Award 2010 年間グランプリ

　お客様に素晴らしいサービスを行ったス

タッフや成田空港の CS 向上に貢献したス

タッフに贈られる ｢CS Award 2010 年間グ

ランプリ ｣ の受賞者が決定し、2 月 28 日、

第 2 旅客ターミナルビルで授賞式が行われ

ました。

　今回は、年間グランプリ 2 名、特別賞 6

名が選ばれました。受賞者には、CS 協議

会名誉会長の NAA 森中社長から表彰状や

トロフィーなどが授与されました。

＜年間グランプリ＞

●鈴木　立之さん ㈱アーネスト

＜特別賞＞

●柳澤　衛さん ㈶成田国際空港振興協会

●川元　悠真さん ㈱ ANA エアサービス東京

●野口　真貴さん ㈱羽田エアポートエンタープライズ

●安田　輝さん ㈱ジェイティービー

●宮崎　菜穂子さん 成田空港サービス㈱

　　　　　　　　　 薬の NAAS

●岡崎　公城さん ㈶空港保安事業センター
（受賞者の皆さん）

●加藤　葵さん ㈱ JAL スカイ

【受賞理由】

　理容室に勤める鈴木さんは、素敵な笑顔での

接客と丁寧なカットの技術で、お客様からお褒

めのメッセージを多数いただいています。空港

に立ち寄る際には必ず同店を訪れ鈴木さんを指

名するお客様もいらっしゃり、看板スタッフと

して活躍しています。誰よりも早く入店し、閉

店まで全力投球で仕事に取り組む日頃からの勤

務姿勢とその高い技術が成田空港のイメージ

アップに大きく貢献している点が高く評価され

ました。

【受賞理由】

　加藤さんは、機内で体調不良を申し出た外国

人のお客様に対し、到着時よりサポートを行い

空港内クリニックへご案内をしました。救急車

で成田赤十字病院へ搬送される際には、同乗

し、救急隊員とお客様との通訳を行いました。

病院到着後も積極的に着替えや身の回りのお

手伝いをするなど、お客様の不安を払拭する

よう献身的にお手伝いをしました。また、診

察時も医師とお客様との通訳となり、お客様

が加入している海外の保険会社と連絡を取る

など、約 8 時間対応をしました。以後も数日

にわたり、お客様の状態を確認し、一日も早

く帰国の途につけるよう調整を実施。帰国の

際は自ら出発便の担当を志願、搭乗口にてお

見舞いの言葉を記したカードを差し上げまし

た。お客様が帰国されるまで、お客様の健康

状態に配慮するなど、業務の範疇を超えたお

客様への細やかな配慮が高く評価されました。



羽田に5本目の滑走路整備を提言 運輸政策研究機構

の 2030 年には、国際線は 57.1 万回、国内

線は 36.5 万回と予測（2007 年実績 国際線

18.9 万回、国内線 33.1 万回）。

　成田は上限 30 万回を最大容量、横田、

茨城も様々な制約により、容量拡大の技術

検討は行わないこととし、不足分を羽田の

容量拡大に求めています。5 本目の滑走路

で最大容量を確保するのは、C 滑走路沖に

用地を拡張し、C 滑走路に平行して滑走路

を整備、また D 滑走路延伸も合わせて行う

もの。年間発着回数は 63.0 万回になると

しています（現状 40.7 万回）。

　ただし、実現するにあたっては、騒音な

どの環境対策は考慮されておらず、また管

制上の問題をクリアーにすることが必要と

されています。

　同書は、「首都圏空港将来像検討調査委

員会」の研究結果をとりまとめたものです。

　エア・カナダは、3 月 5 日から予定して

いた羽田－バンクーバー線の就航を中止す

ることを決めました。デイリー運航を予定

していましたが、予約が埋まらず、採算が

見込めないため。バンクーバーは観光目的

が中心で、羽田からのビジネス需要は見込

めなかったようです。

　予約済みの客は、成田－バンクーバー線

に振り替えられています。

ACA 羽田線就航を見合わせ

ビジネスエアー（バンコク）日本初就航

　㈱エイチ・アイ・エスはタイのチャーター運

航専門会社ビジネスエアーと組み、期間限定

で成田－バンコク線のチャーターフライトを実

施します。エイチ・アイ・エスはパッケージツアー

2 本と航空券を販売。

  期間は 3月11日から5月8日まで。成田と

バンコク・スワンナプーム国際空港をデイリー

で結びます。機材は B767。ビジネスエアーは

2008 年設立です。

　1910 年 12 月の日本における初の動力飛

行から 100 年を記念し、当時飛行に成功し

たアンリ・ファルマン機が航空科学博物館

の協力により、第 2PTB 本館 3 階出発ロビー

中央に展示されています。

　全長 12m、全幅 10.5m の実物大レプリカ

機を天井から吊るして展示しているほか、

解説パネルや過去 100 年間の日本の名機の

ショーケースも展示されています。展示期

間は 10 月 31 日 ( 月 ) まで。

100年前の飛行機 第2PTBに

（迫力あるアンリ・ファルマン機） 　2 月 18 日、国交省は関西空港と大阪（伊

丹）空港の経営統合について地元自治体と

意見交換会を開き了承を得ました。国交省

は経営統合の法案を今通常国会に提出する

予定。

　国交相は、経営統合後の伊丹空港の活用

策については民間の経営判断を尊重する、

との談話を発表しています。

関空・伊丹 経営統合決まる

　『首都圏空港の未来』（発行：運輸政策研

究機構）によると、首都圏の 4 空港（成田・

羽田・茨城・横田）の国内線・国際線をあ

わせた発着回数は、フルオープンスカイ時



（物の形に合わせて包み方を変える）

　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 な々イベン

トを実施しています。その一環として、第2PTB

本館 3階制限エリア内 伊右衛門脇において、

計10日間の「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。

日本文化の紹介・体験 【折り紙の制作体験】

実施日：平成 23 年 2 月 21 日、22 日

●創造力を養う素敵なプログラムでした。

　　　　　　　　(アメリカ／ 50 歳 女性 )

●とても楽しかったです。折り紙の本を買っ

　て、歴史と基本的な作品の作り方を学び

　たくなりました。

　　　　　(オーストラリア／ 44 歳 男性 )

【風呂敷の包み方】

実施日：平成 23 年 2 月 14 日～ 18 日

●ずっと知りたかったけれど、今までチャ

　ンスがありませんでした。搭乗までの待

　ち時間で知ることができ、とても良かっ

　たです。　　　　(カナダ／ 25 歳 女性 )

●とても有意義な体験でした。身近な物で

　すが、普段は使わないので、教えて頂き

　勉強になりました。(中国／ 24 歳 女性 )

【着物の着付け体験】

実施日：平成 23 年 2 月 23 日～ 25 日

●とても素晴らしい経験でした。私はファッ

　ションデザイナーで、いつも日本の着物

　に憧れていました。美しい着物の着付け

　を体験出来て本当に嬉しかったです。

　　　　 　（スコットランド／ 32 歳 女性）

●日本の女性になるということがこういう

　ことだと知ることができ、とても楽しかっ

　たです。　　　(アメリカ／ 64 歳 女性 )

（日本人顔負けの着こなし）

（真剣な表情で二つ結びに挑戦中）

（独楽は手先の器用さが求められます）



まもなくお彼岸、「2012 年の秋分の日は 9 月 22 日とする」国立天文台は 2 月 1 日

付の官報で発表した。秋分の日が 23 日以外なるのは、9 月 24 日だった 1979 年以

来 33 年ぶり、22 日になるのは 116 年ぶりだそうだ。ところで 2012 年 9 月 22 日は土曜日、

23 日が秋分の日であれば 24 日が振替休日になる。振替休日がないため１日損をした気分にな

る人も多いのでは。祝日がつながった平成 21 年のシルバーウイークは、成田の国際線旅客が増

えたことは記憶に新しい。政府は今国会に休日分散化法案に変わる祝日改正法案を提出するとし

ているが、結果国民には損とでるか得とでるか、それとも何も変わらずか。（K.H）

  成田税関支署では 2 月から月 1 回「税関相談の日」

を設け、税関相談コーナーを出発階制限エリアに設

けています。同コーナーの設置は空港では初の試み。

  2 月 22 日、第 2PTB では、若い女性旅行者が海

外での買い物を別送品で送る場合の手続きや、海外

で化粧品を購入する際の数量制限などについて、税

関相談官から説明を受けていました。

  相談コーナーは 6 月までターミナルを変えて、実

施される予定です。

 

成田税関支署「税関相談コーナー」設置

（コーナーは可動式）


