
 1

19 先端-14 

 

調査・研究報告書の要約 

 

書 名 平成１９年度機械工業の競争力強化に資する国内物流に関する調査報告書 

発行機関名 社団法人 日本機械工業連合会・三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

発 行 年 月 平成２０年３月 頁 数 149 頁 判 型 Ａ４ 

 

〔目次〕 

序（金井会長） 

はしがき（元田取締役社長） 

目次 

第１章 調査の概要 

１． 調査の目的 

２． 調査内容 

第２章 日本の物流インフラの現状分析 

１． 日本国内の主要港湾の現状 

２． 日本国内の主要空港の現状 

３． 航空貨物の流動実態 

４． 航空貨物の業界動向 

第３章 国際空港の競争力の比較 

１． 対象空港の抽出および国際競争力の分析 

２． 主要国における航空物流インフラとの比較 

第４章 ヒアリング調査による航空物流インフラの問題点の把握 

１． 調査概要 

２． 調査結果 

第５章 アンケート調査による航空物流インフラの問題点の把握 

１． 荷主アンケート調査 

２． フォワーダーアンケート調査 

第６章 日韓における物流効率化に係る現地調査結果 

１． 日韓における物流効率化に係る協力案件の状況 

２． 韓国における現地調査（ヒアリング調査）結果 



 2

第７章 機械工業の競争力強化に向けた国内物流インフラの改善方策の検討 

１． 航空物流インフラの国際競争力向上に関する課題の整理および具体的施策の検討 

２． 日韓における物流効率化に係る協力事業の検討 

 

〔要約〕 

日本の機械工業の国際競争力の観点から、物流の効率化、コスト低減は不可欠の課題で

ある。これまで国際物流競争力パートナーシップ会議やアジアゲートウェイ会議等のもと、

国際物流の効率化に向けた検討が行われてきたが、国内の物流インフラの改善については、

さまざまな問題点が指摘されているものの、必ずしも十分な検討が行われてこなかった。 

そこで、本調査は、機械工業の企業ニーズを通じて日本の物流インフラの問題点をあぶ

り出し、問題点が生まれる原因となっている法制度等の改善について検討を行うことによ

り、機械工業の国際競争力強化に資する重要な周辺環境の１つである物流面での改善につ

なげることを目的として実施したものである。 

 

第１章 調査の概要 

１．文献調査 

まず、文献資料に基づき、日本の物流インフラ（空港・港湾）の現状を整理し、特に空

港に焦点を当て、航空貨物の流動実態、業界動向の整理・分析を行った。次に、日本の航

空物流インフラとして国際競争力を有し、重要性が高いと考えられる空港を抽出した上で、

各空港について主要国の航空物流インフラとの比較を通じ、国際競争力の観点から整理・

分析を行った。 

 

２．ヒアリング・アンケート調査 

日本の航空物流インフラの問題点とその原因となっている法制度等について把握するた

め、荷主企業、物流事業者、地方自治体、関係省庁、空港会社等を対象にヒアリング調査

を実施した。さらに、物流関連団体の会員企業等、物流に対する関心の高い企業を対象と

して、荷主企業や物流事業者へのアンケート調査を実施した。 

 

３．現地調査 

日韓におけるこれまでの物流効率化に係る協力案件の取組状況を整理した上で、今後の

協力案件に対するニーズ・シーズを把握するため、韓国の政府関係者、韓国に進出してい

る日系企業、空港・港湾管理者・事業者等に対してヒアリングを実施した。 
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４．機械工業の競争力強化に向けた国内物流インフラの改善方策の検討 

これまでの検討結果をもとに、日本の航空物流インフラに関する法制度面での課題を整

理するとともに、その解決に向けた具体的施策を検討した。また、日韓における物流効率

化に係る課題を整理し、その解決に向けた協力事業を検討した。 

 

第２章 日本の物流インフラの現状分析 

１．日本国内の主要港湾の現状 

我が国では五大港（東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港）が外貿コンテナ貨物

全体の約８割を取り扱っているが、その他の港湾のシェアが増加しつつある。国際コンテ

ナ航路も、北米、欧州との基幹航路は五大港を中心に開設されているが、近海・東南アジ

ア航路、特に韓国航路、中国航路は全国多数の港湾で開設が進む一方、五大港の欧米航路

の便数は減少している。これらに伴い、日本発着のコンテナ貨物のうちアジア主要港で積

み替えられる貨物の比率が上昇している。 

港湾政策においては、「スーパー中枢港湾政策」のもと、コンテナターミナル機能の強化

の一環として「臨海部物流拠点（ロジスティクスセンター）」の形成等の新規施策が打ち出

されている。また、次世代シングルウインドウを 2008 年 10 月に稼働させ、輸出入・港湾

手続等に係る窓口の完全一本化を行うとしている。 

 

２．日本国内の主要空港の現状 

我が国の国際航空貨物取扱量のうち、成田国際空港が約７割のシェアを占めている。国

際旅客定期路線数は成田国際空港が も多く、関西国際空港の約 2.5 倍、中部国際空港の

約 4.5 倍である。国際定期貨物便は、成田国際空港（週 564 便）、関西国際空港（週 211

便）、中部国際空港（週 25 便）、小松空港（週３便）に就航している。旅客便、貨物便とも、

成田国際空港はアジア、欧米の路線が発達しているが、関西国際空港や中部国際空港では

アジアの占める割合が高い。このほか、羽田、関西、新千歳、佐賀、北九州の各空港には

国内深夜貨物便が運航されている。貨物チャーター便の発着は、中部国際空港が も多い。 

複数滑走路を持つ成田国際空港、関西国際空港、羽田空港のうち、成田国際空港は深夜

に利用できないのに対し、関西国際空港はメンテナンスによる休止のない国内初の完全 24

時間空港である。中部国際空港は滑走路１本だが、24 時間利用可能である。 

成田国際空港では、2009 年度末に平行滑走路の 2500ｍ化等が完成すると、発着枠が現行

の年間 20 万回から 22 万回に拡大される。羽田空港では、2010 年 10 月の供用開始を目指
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した再拡張事業により昼間時間帯（６～23 時）の発着枠が現行の約 1.4 倍となり、年間３

万回の国際旅客定期便が就航することとされている。深夜早朝時間帯（23～６時）につい

ては、「騒音問題等に配慮しつつ、貨物便も含めた国際定期便を就航」とされており、年間

貨物取扱量は約 50 万トン（昼間時間帯、深夜早朝時間帯各 25 万トン）と想定されている。 

 

３．航空貨物の流動実態 

我が国の 2006 年の国際航空貨物量は 335 万トン（輸出 165 万トン、輸入 170 万トン）で

あるが、国土交通省交通政策審議会航空分科会の予測では、2020 年には 547 万トンまで増

加する見通しとなっている。特に、中国・香港が概ね４～５倍に増加する見通しである。 

国際航空貨物の品目構成についてみると、輸出では機械機器の構成比が 74.9％を占め、

中でも半導体等電子部品や映像機器等の割合が高い。輸入でも機械機器が約４割を占める

が、食料品や繊維・同製品もそれぞれ 15％を占めている。相手先地域としては、輸出・輸

入ともアジアの構成比が５割を超え、北米、欧州が各約２割と続いている。 

発生・集中地域と利用空港の関係をみると、発生・集中量は関東が も多く、その 90％

以上が成田国際空港を利用している。また、東北のほぼ全量、北海道の半数以上が成田利

用となっている。近畿を中心とする西日本では関西国際空港の利用率が高いが、中部は約

半数が成田国際空港を利用しており、さらに、近畿以西の各地でも成田利用がみられる。 

 

４． 航空貨物の業界動向 

貨物専用機（フレーター）を保有している日本の航空会社は４社（JAL、ANA、NCA、GXY）

ある。このうち国際貨物路線を運航している３社は、いずれもフレーターの増強を中心と

した貨物輸送体制の強化を図ることで、アジアを中心とした航空貨物需要の高まりに対応

していく意向を示している。また、近年、宅配便等を輸送対象とする国内深夜貨物便の開

設も進んでいる。 

航空フォワーダー業界では、上位３社で全取扱量の約半数を取り扱っている。航空フォ

ワーダーは、輸送手配、書類作成、梱包、検量等を行う一方、ＵＬＤ（コンテナ、パレッ

ト）の積付け・取卸しは、一般に航空会社の上屋で行われるが、近年、空港と航空フォワ

ーダーの保税施設の間をＵＬＤごと保税転送するインタクト輸送の割合が高まりつつある。 

また、航空会社（実運送）と航空フォワーダー（利用運送）双方の機能を持ち、空陸一

貫輸送サービスを自前で提供するインテグレーターが、元来の小口急送貨物に加え、大口

貨物でも勢力を拡大している。インテグレーターは世界的に欧米系４社（FedEx、UPS、DHL、

TNT）の寡占状況にあるが、我が国でも、航空会社と航空フォワーダーが共同で国際エクス
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プレス事業を推進する新会社設立に合意するなど、インテグレーターに対抗する動きが出

てきている。 

 

第３章 国際空港の競争力の比較 

１．対象空港の抽出および国際競争力の分析 

今後の羽田空港との連携を前提とした成田国際空港と、関西国際空港を対象として、航

空物流機能、利用状況、立地特性等の観点から、国際競争力に関する整理・分析を行った。

抽出した理由は以下のとおりである。 

・ 我が国の国際航空貨物の約７割が成田国際空港、約２割が関西国際空港で取り扱われ

ていること 

・ 成田国際空港は発着枠が満杯であり、航空機の離着陸も６～23 時に制限されるなどの

制約を抱えているが、再拡張・国際化後の羽田空港と一体的に捉えた場合、航空物流

インフラとして国際競争力の大幅な向上につながる可能性があること 

・ 関西国際空港は、我が国で唯一、3,500ｍ級の複数滑走路を有する完全 24 時間空港で

あることに加え、二期島に広大な拡張用地の整備が可能であり、航空物流インフラと

して国際競争力の大幅な向上が可能なポテンシャルを有していること 

 

２． 主要国における航空物流インフラとの比較 

中国（香港を除く）、韓国それぞれにおいて 大の貨物取扱量を誇る上海・浦東国際空港

と仁川国際空港を採り上げ、成田・羽田、関西の各空港との比較検討を行った。 

その結果、我が国の国際空港は都市圏の経済規模で優位にあるものの、料金・コスト面

で相対的に国際競争力が低いこと、成田・羽田両空港はそれぞれ利用時間、滑走路長等の

制約があり、両空港がいかに連携できるかが国際競争力を左右することが明らかとなった。 

 

第４章 ヒアリング調査による航空物流インフラの問題点の把握 

１．荷主における生産拠点配置と航空物流の現状 

ヒアリング調査対象とした荷主企業では、アジア、欧米等へ生産拠点を幅広く展開し

ているが、高度な技術を必要とする高付加価値品は今後も国内で生産する方針である。

海上貨物の発地別構成において日本に代わって日本以外のアジアのシェアが高まる中、

航空貨物では日本が依然として中心的地位を占めている。航空輸送を利用する貨物は、

①商品のライフサイクルが短く、納期の短縮や在庫の削減を図るため、予め航空輸送の

利用を前提としてコストに織り込んである貨物、②納期遅れ等を回避するため、緊急的
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に航空輸送を利用する貨物、の２つに大別される。 

基本的には生産拠点に 寄りの国際空港を利用するという考え方であり、関西圏や中

部圏の荷主は、関西国際空港や中部国際空港の利用比率を高めたいという意向を持って

いるが、欧米路線の便数が少ないことから、成田国際空港を利用せざるを得ないケース

も多い。 

 

２．航空物流に係る物流インフラの問題点、課題 

我が国の航空物流インフラについて、以下の問題点、課題が指摘されている。 

① 空港利用にかかるコストの高さ 

② 貨物関連施設の制約（特に成田空港、羽田空港） 

③ 空港利用時間の制限（特に成田空港、羽田空港） 

④ ＣＩＱおよびセキュリティ対策の円滑化 

 

３．わが国の航空物流インフラのあり方について 

アジア・オープンスカイ政策については、各者の立場によって賛否が分かれており、荷

主や成田空港の発着枠が十分でない航空会社が賛成である一方、成田空港で確保している

発着枠が多い航空会社にとっては、チャンスというより脅威と捉えられている。 

関西国際空港については、関西圏に生産拠点を置く荷主にとって、欧米便や中国便（特

に貨物便）の拡充、コスト競争力の強化に対する期待が大きく、第２滑走路の供用を受け

て、国内各地や中国華北方面・内陸部などをターゲットとするアジアの貨物ハブ空港とし

ての位置づけ確立に期待する声もある。一方、①アジア経済の中心が日本ではなくなった

こと、②航空機の性能向上（航続距離の延長）、③ハブ化の担い手となりうる日系キャリア

は保有機材が多くないことなどから、ハブ空港の成立可能性は低いとする意見もある。 

羽田空港の再拡張・国際化については、巨大な市場である首都圏に位置し、成田空港が

閉じている時間帯に利用できることから、荷主企業や、成田の発着枠が十分に確保できて

いない航空会社にとって、大きな期待をもって注目されている。しかし、羽田、成田に分

散投資することに伴うコスト増、効率性低下も懸念されている。 

 

第５章 アンケート調査による航空物流インフラの問題点の把握 

１．荷主アンケート調査 

日本ロジスティックスシステム協会(JILS）および日本機械輸出組合(JMC)の加盟企業を

対象として実施し、発送 280 社に対し、回収 78 社、回収率 27.9％であった。 
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国際航空貨物輸送の問題点をみると、「運賃が高い」が非常に多く、48 社があげている。

次いで、「路線数・便数が少ない」が 20 社、「国内輸送コストが高い」が 16 社、「スペース

が確保しにくい」が 15 社となっている。 

国際航空物流インフラにおいて荷主が改善を求める点をみると、「諸料金の低減」が も

多く 38 社があげており、費用面の改善ニーズが も高い。次いで、「税関の 24 時間開庁」

が 35 社、「空港の 24 時間化」が 32 社となっており、航空利用にかかる時間的な制約の解

消が求められている。 

 

２．フォワーダーアンケート調査 

航空貨物運送協会(JAFA) の「国際部会」「国際宅配便部会」会員企業を対象として実施

し、発送 104 社に対し、回収 43 社、回収率 41.3%であった。 

フォワーダーからあげられている国際航空貨物輸送の問題点をみると、荷主と同様に「運

賃が高い」が も多く、31 社があげている。次いで、「空港・関連施設の利用料が高い」

が多く、22 社があげている。この他、「手続きの時間がかかる」「スペースが確保しにくい」

が各 14 社となっている。 

国際航空物流インフラにおいてフォワーダーが改善を求める点をみると、「手続きの簡素

化」を 27 社が、「諸料金の低減」を 26 社があげている。次いで、「空港も貨物処理能力の

拡大」を 13 社があげている。 

 

第６章 日韓における物流効率化に係る現地調査結果 

１． 日韓における物流効率化に係る協力案件の状況 

(１)日韓における航空自由化の合意 

2007 年８月に日韓航空当局間協議が開催され、空港容量に制約のある首都圏空港を除き、

日韓相互に乗り入れ地点、便数制限を撤廃する航空自由化に合意した。 

(２)日中韓経済貿易大臣会合、日中韓物流大臣会合の開催 

日本、中国、韓国の三国間では、日中韓経済貿易大臣会合において、物流を含む経済面

での協力強化を図っている。2004 年に「流通・物流政策白書」を作成することで合意し、

2006 年には日中韓三国の物流実態（インフラ、諸制度等）に関する基礎情報をとりまとめ

た共同報告書が作成・公表された。共同報告書は今後も継続的に作成される予定である。 

2006 年からは三国間でのシームレスな物流システムの構築に向けた協力・連携を推進す

ることを目的に、日中韓物流大臣会合が開催されることとなった。 

(３)日中韓におけるＡＥＯ制度の相互認証に関する共同研究の実施 
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AEO(Authorized Economic Operator)制度の国際相互認証は、各国が相手国の AEO 制度の

参加者に対して、自国における通関手続上のベネフィットを付与し、国際物流におけるセ

キュリティの確保と効率化を両立させようとする取り組みであり、ＥＵでは 2008 年１月よ

り順次実施されている。日中韓の三カ国においては、2007 年４月の日中韓三カ国関税局

長・長官会議での合意を受け、AEO 制度の相互認証に向けた研究会が発足している。 

 

２． 韓国における現地調査（ヒアリング調査）結果 

韓国の 2007 年のコンテナ取扱量を港湾別にみると、釜山港が 1,326 万 TEU で 75.7％を

占めている。また、韓国の港湾で取り扱われる国際コンテナ貨物の３割程度がトランシッ

プ貨物であり、そのうち約９割を釜山港で取り扱い、釜山港の取扱量全体の約半数をトラ

ンシップ貨物が占める。2006 年に一部供用が始まった釜山新港は、2015 年の全施設完成時

には 1,500～2,000 万 TEU/年の取扱能力となる。 

仁川国際空港の国際貨物取扱量は 2006 年に成田国際空港を上回り、香港に次ぐアジア第

２位の空港となった。その内訳は、釜山港と同様にトランシップ貨物が約半数を占め、ハ

ブ空港としての性格が強い。2008 年７月に、貨物取扱能力は約 270 万トンから約 450 万ト

ンに拡大する予定であり、さらに2020年には約700万トンまで拡大する計画となっている。

韓国はハブ空港促進に向け、貨物便に関して約 20 カ国とオープンスカイを締結している。 

また、中国北東部の輸出需要の拡大に伴い、仁川港・仁川国際空港を活用した Sea＆Air

輸送が活発化している。韓国政府はさらなる利用促進に向け、港－空港間の保税転送手続

きの簡素化、中国車両の乗り入れ許可などの支援策を相次いで打ち出している。 

ヒアリング調査で把握された日韓の国際物流の活性化に向けたニーズやシーズおよび日

韓両国の協力案件の提案等について、以下に列挙する。 

1)日韓での車両乗り入れの実施 

2)日韓 Sea&Rail 輸送の促進に向けた輸送機材等の標準化 

3)日韓における RFID の標準化による物流の効率化 

4)関西国際空港のハブ利用促進に向けた税関手続きの簡素化 

5)韓国でのトランシップ貨物に対する特恵関税の援用 

 

第７章 機械工業の競争力強化に向けた国内物流インフラの改善方策の検討 

１．航空物流インフラの国際競争力向上に関する課題の整理および具体的施策の検討 

(１)航空物流インフラの国際競争力向上に関する課題 

①首都圏空港における諸制約の解消 
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我が国全体として航空物流インフラの国際競争力を維持・強化していくためには、成

田・羽田両空港を首都圏空港として一体的に捉えた上で、首都圏の市場規模や成田国際

空港における既存の航空物流機能、羽田空港の国際化等を 大限に活用し、首都圏空港

が抱える諸制約の解消を図る必要がある。 

②関西国際空港の貨物ハブ空港化 

関西国際空港は、中国路線が充実しているものの、欧米路線が脆弱であることから荷

主の物流ニーズに十分に応え切れていない状況にある。関西国際空港の貨物ハブ空港化

を積極的に推進することにより、航空ネットワークの充実を通じ、関西圏を中心とした

西日本の荷主は、コスト面、リードタイム面でメリットを享受できることとなる。関西

国際空港の貨物ハブ空港化を促進するためには、コスト競争力と航空ネットワークが重

要な要因となることから、抜本的なコスト低減策と路線網の拡充が課題となる。 

③貿易円滑化とセキュリティ強化の両立に向けた制度構築 

貿易手続については、臨時開庁手数料が 2008 年４月１日より廃止されるほか、24 時

間常駐官署における臨時開庁申請手続も 2008 年早期に廃止となる予定である。また、AEO

運送者制度の導入により、コンプライアンスに優れた事業者は保税運送の承認が不要と

なる。 

このように、通関手続の円滑化については一定の成果が得られつつあるが、必要性が

高まっているセキュリティ強化と貿易円滑化の両立に向けた対応として、米国やＥＵに

おいては AEO 制度の導入が進んでいる。このため、日本企業のグローバルな事業展開を

支援する観点から、諸外国の制度と整合の取れた AEO 制度の早期構築が求められている。 

④航空物流関連事業者の国際競争力強化 

荷主の国際競争力の強化に資する航空物流インフラを実現するには、空港等のハード

や通関手続等のソフトの基盤整備に加え、物流サービスの水準を向上させる必要がある。

我が国の空港の国際競争力強化を図るためには、当該空港を拠点として事業を展開する

航空会社や航空フォワーダーの国際競争力が高いことも重要な条件となる。こうしたこ

とから、我が国の航空会社や航空フォワーダー等の競争力を強化する必要がある。 

 

(２)課題の解決に向けた具体的施策 

①オープンスカイの推進 

我が国の空港における航空ネットワークの充実を図る観点から、航空自由化（オープ

ンスカイ）政策の推進が期待される。 

特に関西国際空港・中部国際空港の航空自由化については、合意済みの韓国、タイに
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続き、両国以外についても速やかに協議を進め、航空自由化に合意することが期待され

る。 

羽田空港では、羽田空港再拡張事業の容量拡大分 11 万回のうち、未定分の６万回につ

いて、可能な限り国際線発着枠に振り向けること等により、 大限の容量拡大を図るこ

とが期待される。成田国際空港も含め、首都圏空港の容量拡大を図ることで、オープン

スカイの推進が首都圏空港においても可能となるような環境整備を進めていくべきであ

る。 

②首都圏空港の一体的運用の推進 

首都圏空港については、成田・羽田両空港に機能が分散することとなるため、両空港

の一体的運用を推進する必要がある。国土交通省においては、成田新高速鉄道の整備、

圏央道の整備等によるアクセス迅速化の取り組みが進められているが、航空物流インフ

ラとしての観点から、保税運送手続の簡素化、クロス通関の拡大、高速道路料金の割引

制度の導入等、両空港の一体的運用に向けた施策展開が期待される。 

③米国、ＥＵ等との AEO 制度の相互認証の実現 

米国、ＥＵとの AEO 制度の相互認証の実現が期待される。さらに、日中韓３国におい

て AEO 制度の相互認証に向けた研究会が発足していること等を踏まえ、米国、ＥＵ以外

にも相互認証の対象国・地域を拡大していくべきである。 

④和製インテグレーターの事業化促進 

我が国の航空物流関連事業者の国際競争力強化に向けた一方策として、日系企業によ

る小口急送サービスの事業化（和製インテグレーターの実現）の促進が期待される。和

製インテグレーターの実現は、我が国の航空物流関連事業者の事業拡大のみならず、我

が国の航空物流インフラの国際競争力強化と効率的活用、ひいては荷主企業の物流コス

ト低減や利便性向上にも資することから、政策面からも積極的に促進していくべきであ

る。 

 

２． 日韓における物流効率化に係る協力事業の検討 

(１)RFID の導入促進に向けた実証実験の検討 

RFID の物流面での活用は、物流コストの削減やセキュリティの強化、リードタイムの

削減等の観点から大きな効果が期待されるものの、日本・韓国両国とも、精度・コスト

両面において開発途上にある。こうしたことから、日韓で本格運用の実現を協力して進

めることが期待され、具体的な協力事業として、実証実験や標準化の検討が想定される。

実証実験については、韓国では仁川国際空港や釜山港において RFID の導入が試行されて
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いることから、日韓間の国際貨物を対象とすることが考えられる。 

(２)車両の乗り入れに向けた検討の促進 

日韓の車両乗り入れに関しては、一定のニーズがあると考えられるが、実現した際の

物流効率化上の効果等に対する検証が十分にできていない。そこで、今後は、車両の乗

り入れによるシームレス物流について荷主のニーズ、物流効率化上の効果について調査

を行っていくことが必要と考えられる。 

 (３)鉄道コンテナを利用した日韓 Sea&Rail 輸送の促進 

日韓間の国際フェリーでは、日本の鉄道コンテナ（12ft コンテナ）をそのまま船舶に

積載する形態の輸送形態が実施されているが、これを韓国の鉄道車両にそのまま積載し

て輸送することはできないため、40 フィートのフラットラックコンテナに 12 フィート

コンテナ３個を積み付け、韓国の貨車に積載する方法による複合一貫輸送が一部で行わ

れている。こうした日韓 Sea&Rail 輸送の促進に向けて、12 フィートコンテナをそのま

ま韓国の鉄道車両にも積載できるようにするなど、日韓の連携を一層進めていくことが

期待される。 
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