外国旅行需要が確保できることも、こうしたスケジュール編成の背景にあると考えられる。
さらに仁川で乗り継ぎ可能な都市でも、日本国内の陸路移動で三大空港に移動可能な都
市が多い。例えば岡山は関西空港まで 2 時間弱、広島や高松は 3 時間弱、新潟からは成田
空港まで 3 時間余りで到着してしまう。その結果、地方乗客の多くは、不慣れな外国での
乗り継ぎよりも、国内での陸路による三大国際空港への移動を選択していると考えられる。
他方、北米から中国への路線接続についてみると、北米‐仁川間は早朝 3:50～5:20 と、
15:00～18:35 の時間帯に集中する一方、仁川‐中国間は、幅広い時間帯に分散しているた
め、かなりの都市に接続可能である。しかしこれは、接続を意識した時刻設定というより
も、元々仁川の中国路線がかなり多い（26 都市と、成田の約 2 倍）ことからきている。
しかし、今後、中国、なかでも中国地方都市からの外国旅行者数が増加すると、かつて
の釜山のコンテナトランシップ貨物需要取り込み戦略と同様、中国から北米への乗り継ぎ
客需要の取り込みを狙った戦略を、仁川あるいは韓国航空会社が積極的に仕掛けてくる可
能性がある。こうしたなか、日本は、その地域性を活かしてどのような発展戦略を採れば
よいのであろうか。

６．新千歳空港ハブ化の可能性
ヘルシンキ空港の成功例と比較した場合、東アジアの都市で北米、なかでも北米西海岸
地域への乗り継ぎハブ拠点として、最も理想的な位置にあるのは、札幌の新千歳空港であ
る（図 4）。北米‐東アジア間における新千歳空港の地理的位置は、東アジア‐欧州間にお
けるヴァンター空港と似通った関係にあり、北米‐東アジア間の大圏航路上に位置してい
る。また、成田空港とは異なり同空港は 3000 メートル級の滑走路を 2 本抱え、発着枠には
余裕があり、積雪による欠航率もさほど高くはない。後背都市圏の規模は、日本の三大ハ
ブ空港や仁川に遙かに务るが、ヘルシンキ空港の事例でも見たとおり、乗り継ぎハブ空港
としての発展の最も重要な条件は、空港周辺人口の規模ではなく、その地理的位置である。
それでは新千歳空港は、なぜこれまでハブとして発展できなかったのであろうか。理由
の一つは東アジアの所得の低さと、東アジア各国の外国旅行需要、なかでも旅費の高い欧
米先進国向けの需要の低さによる。一般に海外旅行需要は一人あたり所得水準が 5000 ドル
を超えた辺りから急増するが、東アジア諸国のなかでこの水準に達する国は限られている。
中国の場合、北京や上海といった三大都市圏の一人あたり GDP は、既に 1 万ドル前後に達
するが、国全体のそれはまだ 4000 ドルを超えたばかりであり、需要の広がりに欠ける。ま
た、国際空港を有する主要都市から周辺都市への陸路アクセスの悪さも、影響しているも
のと考えられる20。さらに先進国ビザ取得条件の厳しさが、これに追い打ちを掛けている。
例えば筆者は、中国の青島市から 80km ほど離れた内陸の平度市を度々訪れるが、青島
空港からの鉄道、バスはなく、移動には知人の送迎に頼るほかない。
20

図4

新千歳を中心とした、北米西海岸主要都市と、東アジア主要都市の位置関係

資料：Great Circle Mapper (http://gc.kls2.com/) を用いて描いたものに加筆修正して作成

その結果、北米への旅行者数は、現時点ではまだ低い水準にとどまっている。例えば 2009
年時点での、日本人の海外旅行者数は 1500 万人である一方、中国人海外旅行者数は 5200
万人と日本を遙かに上回るが、その目的地は香港やマカオといった地域、および東南アジ
アを中心とする近隣国に偏り、先進国への旅行はビザ取得の難しさもあり、少数に止まる。
例えば 2009 年の日本人の北米への旅行者数は、291.8 万人というが、人口が 10 倍以上の
中国人のアメリカへの旅行者数は、2010 年時点で 74.3 万人と、日本のわずか 4 分の 1、人
口あたりでは 40 分の 1 以下である。東南アジアについても同様であろう。このことが、中
国東南アジア合わせて 20 億近く、欧州の 4 倍もの人口を有するにも拘らず、東アジアから
北米への旅客需要が確保できない最大の理由である。また、東アジアの高所得国である日
本、韓国、台湾の人口は合わせて 2 億程度であり、しかも既に大都市圏、特に北米向け旅
客の直接後背地市場規模の際立って大きい成田と仁川から北米への直行便が多数運航され
ており、他のアジアの都市の空港から北米への移動の多くもこれら都市の空港経由でなさ
れており、別の都市が新規に北米への乗り継ぎ需要を開拓する余地は、現時点では乏しい。

図5

中国三大都市の一人あたり GDP と、人口 1 万人あたりの外国旅行者数の推移
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資料：各市統計年鑑各年度版より、筆者作成

しかし将来的にはこうした状況が大きく変わる可能性がある。まず、今後の中国を始め
とする東アジア諸国のさらなる所得上昇と、先進国側の中国、東アジア観光客に対するビ
ザ要件の緩和によって、北米への観光客数は、急激に伸びる可能性がある。実際、北京、
上海、広州といった中国の三大都市ではここ数年、所得水準の上昇に伴って、外国旅行者
数が急激に伸びている（図 5）
。こうしたなかで、中国の場合、今後は三大都市圏以外の主
要都市（直轄市や主要な省都、大連、青島、深圳といった副省級市等）の北米向け旅行需
要も、拡大していくであろう。こうした都市のいくつかは、将来的にはニューヨーク、ロ
サンゼルスといった北米中核都市には、直行便が定期的に運航される可能性はある。しか
し他方でこれら都市の全てが、その他の北米主要都市への直行便を成り立たせるだけの需
要が確保できるとは考えられず、そこに、ヘルシンキ・ヴァンター空港と同様、乗り継ぎ
拠点としてこうした各地からの後背地需要を束ねるハブ空港の成立する余地が広がってく
るものと考えられる。その時、乗り継ぎに最も有利であるのは、地理的に東アジアで最も
北米に近く、かつ主要航路からの乖離（deviation）が最も小さい都市であり、新千歳はそ
の候補として、特に中国南部や東南アジア地域との乗り継ぎ接続に、恵まれた立地条件下
にある。加えて成田空港とは異なり、発着枠には余裕があり、空港拡張の余地も大きい。
加えて北海道には近年、中国における「非誠勿擾」（2008 年）（日本語タイトル「狙った
恋の落とし方」）の大ヒットもあり、北海道への観光ブームが起こっている。今のところ、
新千歳に直行便が飛ぶ中国および台湾の都市は、上海（週 4 便）
、北京（週 2 便）
、大連（週
2 便）
、香港（週 6 便）
、台北（週 14 便）の 4 都市に過ぎないが、それでも北海道への観光
客数は、2010 年で年 10.2 万人にも及ぶ（表 9）
。今後は中国のさらなる所得水準の上昇と、
日本のビザの年収制限等の規制緩和により、観光客数はますます増加し、これに伴い新千
歳への直行便乗り入れ都市も、増加していくであろう。現在の香港、台湾の観光客数デー
タを参照すると、近年は人口 700 万の香港からの路線ですら 7 万人、人口 2300 万の台湾か

表9

国・地域別 空港別入国者数（2010 年）

資料：法務省入管統計より、筆者集計。

らですら、近年は 11.7 万人もの入国者がある。今後直行便の新規乗り入れ、増便が 4 つの
特別市や 16 ある副省級市クラスの都市を中心に拡大していけば、これら都市の人口規模か
ら考えて、潜在的には数百万人もの旅行者が、北海道を訪れる可能性がある。そうなれば、
北米への乗り継ぎ接続便を開設する余地も、拡大していくであろう。加えて、2009 年の 12
月には、日米間での「完全なオープンスカイ化」に関する合意がなされた21。その結果、い
わゆる「以遠権」の獲得により、アメリカの航空会社はアメリカから日本、さらには第三
国への路線開設が自由にできるようになった。このことはアメリカの航空会社による、あ
るいは日米航空会社間による、日米間から東アジア第三国への接続の便利なスケジュール
編成を、より一層容易にさせるものと考えられる。
またこれら地域からの旅行者が仮に一人あたり 10 万円消費するとすれば、その経済効果
は数千億円にもなり、GDP 約 20 兆円弱の北海道経済にとって、相当のインパクトをもた
らすであろう。また、新千歳には既に日本国内の道内や他の 15 の都市への便もあり、これ
らの都市から北米への乗り継ぎ利用も拡大するであろう。なかでも新千歳‐羽田は単独の
路線としては、世界最大の利用者数を誇る。さらに北米との旅客航空輸送の拡大は、大量
のベリー・スペースの供給による、航空貨物貿易を拡大させる可能性も秘めている。
現在のところ、新千歳のハブ化は、隣接する航空自衛隊基地との兼ね合いや、安全保障
上の問題もあり困難である。しかし近い将来の旅客需要拡大による北海道経済活性化の機
会を確実に捉えるためにも、その可能性については、今から検討がなされるべきであろう。
21

「Space」February 2010、p.4~11。

７．結語
この章では、フィンランドを事例に、人口、経済規模で务る周辺都市が、その自然地理
的な立地条件を巧みに活かし、空港ハブ都市として発展できる可能性について考察した。
また、そのことを基に、フィンランドの成功事例が、今後の東アジアにおける空港間競争
に示唆するものは何かについて考察を行った。人口、経済規模は、ハブ空港の地位形成に
重要である。しかしフィンランドの成功例からもわかるように、周辺地域の空港も、地理
的な立地優位性があれば、接続スケジュール編成を巧みに行うことで、国外後背地からの
乗り継ぎ需要を取り込み、多くの路線を呼び込み、中心都市の人口・経済規模での優位性
を覆し、ハブとして発展することが可能である。東アジアにおいて、新千歳はヘルシンキ
のような、乗り継ぎハブとしての発展を目指す上で、天賦の理想的な立地条件下にある。
一方で、これらの空港の立地優位性は、独占的なものではなく、他地域との潜在的な競
争圧力にも晒されている。ヘルシンキの場合、今後東アジアの対欧州航空利用者数の重心
が、日本からより西の中国へとシフトするにつれ、また欧州側においては今後、経済の重
心がより東欧方面へとシフトするにつれ、その立地優位性が薄れ、より南東方面の都市、
具体的には特にモスクワが競争力を増していく可能性がある。また、新千歳の場合、仁川
が大きなライバルとして立ち塞がる可能性がある。仁川は、北米へと向かう上で、日本や
中国東北地域の需要を取り込む拠点としては適さないが、他方で東アジアのより南方方面
へのフィーダー輸送距離は新千歳よりも短く、またソウルという巨大都市圏を背景に、既
に中国や北米に多くの路線を開設済みであることは強みである。
また、中国国内の北京や上海も、大きなライバルとなる可能性がある。欧州の場合、四
大空港が比較的欧州大陸の西に位置するなかで、ヘルシンキ空港が後背地からの乗り継ぎ
需要を取り込む上で、距離に関する優位性を発揮し安い立地条件下にあるのに対し、北京
や上海は中国の国土の北、東に位置し、内陸部からの需要を取り込みやすい立地条件下に
ある。但し北京や上海の場合は仁川とは異なり、日本の羽田と成田の関係と同様、国際空
港機能と国内空港機能が 2 つの空港で分離されているため、乗り継ぎ時間の面で、かなり
不利となるので22、この面では新千歳が付け入る余地は存在する。
今後、東アジアにおいても、中国（特に中国南部）や東南アジアの経済発展に伴う外国
旅行客の増加に伴い、これら後背地域のトランジット需要を取り込んだ、東アジア北東部
から北米への直行路線増設の余地がさらに拡がっていくであろう。これをうまく利用すれ
ば、日本は躍進著しい東アジアの発展活力の一部を、国内地域の発展に取り込むことがで
きるであろう。今後こうした機会をうまく活かすような地域発展戦略の策定が望まれる。

22

例えば上海の場合、国際空港機能を主に担う浦東国際空港と、国内空港機能を担う虹橋
国際空港は、地下鉄 2 号線で直結はされているものの、距離的には 50km 以上離れており、
約 1 時間半もの移動時間を要する。また、リニアモーターカーを利用すれば、所要時間は
約 1 時間で済むが、龍陽路での乗り換えを要する。
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