ともあって︑成田は極めて優位でし

機の性能で長距離が飛べなかったこ

線

アの玄関口のイメージは希薄なので
た︒しかし現在首都圏の経済力が少

田

すが︑いままで首都圏の経済力が大
し落ち込んでいるため︑かつてほど

成

きかったことで︑成田には世界から

世界から見た成田国際空港
の路線が集中し︑そこからアジア各
優位ではありません︒けれども平行

成田スカイアクセスが7月

地へと飛んでいくルートがしっかり

渡辺

素人の知識ですが︑日本の国

て︑ひとつは国内線から乗り継いで

山内

利でいいと単純に思うのですが︒

も生まれます︒利用者からみると便

て国際線が増え︑国際線ターミナル

渡辺

旅客の基礎需要があるからです︒よ

都圏の経済力が極めて大きく︑航空

〝際際〟の機能が強い︒それは元々首

う〝内内〟があります︒しかし成田は

広いアメリカでは国内から国内とい

ることは絶対にないのです︒羽田の

るからといって︑成田がいらなくな

論からいうと羽田に国際線が少し移

はもうだめになるのか﹂と︵笑︶︒結

すから電話がかかってきます︒
﹁成田

山内

人は︑全国への便が多い羽田へもっ

ば便利だし︑また国内線に乗り継ぐ

成田から東京駅周辺まで直通となれ

渡辺

利用者の立場から考えますと︑

かつては日本の経済力と航空

貨物も︑リーマンショック以降落ち

取扱量がトップレベルだった成田の

物が入ってくるでしょう︒世界的に

これからは羽田空港にも国際線の貨

成田で分担する︒貨物も同じです︒

線における成田のシェアは旅客では

数字を見ますと︑日本の国際

とスムーズにと望まれるでしょう︒

込んだのですが︑この4月から急激

内線中心の羽田が一体的にならなけ

山内

葉道路の開通は鉄道に劣らない大き

に重要ですよ︒そういう意味で北千

トワークを考えると道路は鉄道以上

に回復してきています︒貨物のネッ

れば︑本当の意味でのハブ空港化に

な意味があります︒
渡辺

また旅客の利便性が向上するのです

れにしても相当な経済効果が生まれ︑

つくる構想も出されています︒いず

では︑成田と羽田間にリニア新線を

討されています︒また県政のレベル

の限界といわれていましたが︑余裕

プだった貨物の取扱量はすでに能力

図れるでしょう︒また︑世界のトッ

ができ︑さらに新しい路線の導入も

ペースや国際線の発着回数にも余裕

成田空港は当面ターミナルビルのス

山内

物流というのは空港にも都市
ら東京駅周辺を通って泉岳寺︑羽田

にとっても︑非常に大事なものですね︒

が︑問題もあります︒当然︑建設に

をもって対応できるようになります︒

浅草線の活用整備など︑複数案が検

は多額の投下資本が必要で︑それを

ヨーロッパの空港への鉄道ア

で︑平均で

分︑
分

分を切っています︒

パリのシャルル・ド・ゴールが

分︑ロンドンのヒースローが

クセスを見ると︑フランクフルトが

渡辺

成田スカイアクセスへの期待

償還するためには成田と羽田の間の
鉄道需要だけでは不十分です︒成田
を含めた千葉県全体︑そして西の神
奈川県全体から︑新しい人の流れを
つくりだせるかどうか︑それが新し

私たちはつい旅客に目が行き

い鉄道建設の条件だと考えています︒
渡辺

首都圏での旅客需要は羽田と

がちですが︑
空港は貨物も重要ですね︒
山内

羽田空港の国際線化が進めば︑

を結ぶ短絡線の整備や︑都営地下鉄

です︒スカイツリーで注目の押上か

なりませんから︑いま色々と調査中

ええ︑国際線中心の成田と国

それに応える構想はあるようですね︒

渡辺

優位は変わりません︒

んでいますから︑国際線での成田の

万回︑近い将来には

万回を見込

万回ですが︑成田はいまでも

成田出身の友達が多いもので

く話題になる韓国の仁川空港や︑最
国際線の発着回数は増やしても7万

空港としてはいいのでしょうね︒

極東という日本の位置がハブ

インチョン

近経済発展が著しい北京首都国際空
から

渡辺

段に多いのです︒

港と発着便数を比べても︑成田は格

羽田に4本目の滑走路ができ

海外へ行く空港〝内際︵国内〜国際︶〟︑
く空港〝際際︵国際〜国際︶〟です︒

ハブ空港の意味はふたつあっ

もうひとつは海外から来て海外へ行

いわれますが⁝︒

際空港はハブになっていないとよく

渡辺

滑走路であるB滑走路の延伸によっ

私の父は千葉県の印西市出身

は大変大きいのでしょうね︒
山内
で︑私自身は成田市の出身ですから︑
成田がどういう場所かはよくわかっ
ています︒遠いですよね︵笑︶︒でも
成田に空港ができたことで︑京成は
スカイライナー︑ＪＲでは成田エク
スプレスが走るようになり︑随分便
利になりました︒しかし千葉や津田
沼を迂回する路線でしたので︑今回
都心と成田を直線的に結ぶ新しい路
線 成田スカイアクセスが実現したこ

基本的な質問なのですが︑先

とは大変な意義があると思います︒
渡辺

線
外

山内
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生は成田を国際空港としてどう評価

日本にくる飛行機は︑アメリカ

なさっていますか︒
山内

線

成田と羽田 いかに運用するか

とできました︒そういう意味ではす

館山自動車道

日に開業しました︒ちょうどいま対

千葉県
千葉

て発着便がかなり増えますから︑い

線

でにハブ空港になっていて︑世界中
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成田空港 神奈川県
京急蒲田
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だとロシアを越えてきます︒成田は
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成田スカイアクセス

談させていただいているこの上野精
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っそう優れた条件を持つ空港になっ

成田国際空港

から旅客と貨物が集積している︑そ

葉
京
泉岳寺
品川

東京都

日本の玄関口であることはもちろん︑

・4％で︑
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成田国際空港への
新しい
アクセスルート

山内 弘

アジアの玄関口でもあります︒アジ

・4％︑発着回数では

国際線の需要は成田が背負っている

万

・5万

ちなみに各国を比較しますと︑

といっていいですね︒
山内
日本は成田・羽田あわせて
回で︑2010年以降はさらに
プー

・

万回︑ソウルは仁

万回︑北京は

回増加します︒それに対し上海は浦
トン ホンチャオ

東・虹橋あわせて
キンポ

7万回︑香港は
・7万

川・金浦あわ
せて
回です︒アジ
アの航空輸送
の伸びを考え
ると︑成田が
ないと成り立
発着回数︵万回︶

しかし成田より羽田の方が都

たないのです︒
渡辺
心からの利便性が良いのは確かです
から︑いかにバランスをとってそれ
ぞれが発展していくかということで

基本的には成田と羽田両方に

しょうか︒
山内

国際線が入ると︑首都圏全体の需要
に余裕をもって対応できる︒すると東
京の都市としての利便性がさらに向
上します︒ですから有機的で一体的
な機能と運営が重要となってきます︒
そのためには成田と羽田間のアクセ

※
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れが成田空港の強みだと思いますね︒
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が走っているわけですが︑この意義
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交通省交通政策審議会委員、財務省財政制度等審
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←2010年以降さらに17万回増加
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第5回
特集対談

成田スカイアクセスと沿線の街

あすの成田国際空港と注目の千葉ニュータウン

※ 東京外郭環状道路と成田空港を結ぶ

ルートとして計画されている。

