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3. 貿易動向と航空貨物　4. 航空市場動向

　国際航空運送協会（IATA）が発表した2016年の年
間輸送データによると、世界全体の航空旅客需要は前
年比6.3％増となり、2015年の同6.5％増は下回ったも
のの、堅調な動きを維持している。一方、航空貨物需
要は前年比3.8％増を記録して、2015年の同2.2％増を
1ポイント以上も上回る伸びを示した。

（1） IATA年間輸送データ：旅客需要
　2016年における世界の航空旅客需要は、有償旅客
キロ（RPK）ベースで前年比6.3％増を記録し、過去10
年間における年間平均伸び率である5.5％増を上回っ
た。座席供給量は同6.2％増となり、2016年における
年間平均ロードファクターでは、前年を0.1ポイント上
回る80.5％という高い数字を示している。
　IATAのアレクサンドル・ドゥ・ジュニアック事務総
長兼CEOは、好調に推移した2016年の航空旅客需要
について、「1年間に開設された新規路線数が700を超
えると同時に、平均の往復運賃が44ドル低下したこと
で、航空機を利用する需要が押し上げられた結果、世
界の航空旅客数は37億人に達した」と説明。「各国政
府には、航空業界との協働により航空旅客需要の伸
びに応えるインフラの整備や規制緩和、成長を阻害す
る税制の改革などが求められる」と訴え、「こうした対
応が実現されれば、航空産業における雇用の拡大がも
たらされることになる」と強調している。
　2016年における国際線の航空旅客需要は、前年比
6.7％増となった。一方、航空輸送力は同6.9％増を示
したことから、国際線のロードファクターは0.2ポイン
ト低下して79.6％となっている。国際線の航空旅客需
要は、世界の全ての地域で増加を示している。
　アジア太平洋地域の航空旅客需要は前年比8.3％
増となり、地域別では2番目の高い伸び率を示すと同
時に、過去5年間における平均伸び率である6.9％増
も大きく上回った。一方、航空輸送力は前年比7.7％増
を示しており、ロードファクターは0.4ポイント上昇して
78.6％となった。

機器類は全体で同0.2％減の12兆6286億円と、3年連
続でのプラスからマイナスに転じた。一方、化学製品は
同2.0％増の1兆6946億円とプラスに転じたほか、金属
および同製品、食料品などが増加して、輸出全体での
伸びを支えた。
　輸入品目では、これまで高い伸びを続けてきた化学
製品が前年度比11.5％減の3兆3207億円、医薬品が

同12.7％減の2兆3344億円、半導体等電子部品が同
8.7％減の2兆882億円と、いずれも大幅なマイナスに
転じた。事務用機器も8.2％減の1兆2353億円で、2年
連続でマイナスとなった。一方で、食料品は同22.1％
増の3137億円と大幅な伸びを示したほか、航空機用
内燃機関、音響・映像機器、工業用ダイヤモンドがプ
ラスの伸びを示している（表1-9参照）。

4 航空市場動向

　欧州地域では、航空旅客需要が前年比4.8％増と
なったのに対し、航空輸送力は同5.0％増で、ロード
ファクターは0.1ポイント低下して82.8％となった。し
かし、地域別のロードファクターでは、最も高い水準を
維持している。欧州地域では、6月以降に航空旅客需
要が前年同月比で平均15％増を記録するなど下半期
に著しい改善を示し、前年比でわずかながらもマイナ
スにとどまった上半期と対照的な結果となった。
　北米地域の航空旅客需要は前年比2.6％増となり、
第2四半期における需要増が年間の伸びを支える形
となっている。方面別では、太平洋路線が最も高い伸
び率を示す一方、北大西洋路線は前年並みにとどまっ
た。北米地域では、航空輸送力が前年比3.3％増となっ
たことから、ロードファクターは0.5ポイント低下して
81.3％となっている。
　中東地域の航空旅客需要は前年比11.8％増を記録
して、地域別では5年連続で最も高い伸び率を維持し、
市場規模で世界第3位というポジションを盤石なもの
としている。一方、航空輸送力は前年比13.7％増と需
要を上回る伸びを維持しており、ロードファクターは
前年を1.3ポイント下回る74.7％にとどまった。
　中南米地域では、航空旅客需要が前年比7.4％増と
なる一方、航空輸送力は同4.8％増にとどまったことか
ら、ロードファクターは1.9ポイント上昇して81.3％に達
している。同地域では、最大市場であるブラジルで経
済・政治情勢の不安定な状況が続いているものの、地
域全体では航空旅客需要の好調な動きが続いている。
　アフリカ地域の航空旅客需要は前年比7.4％増で、
アジア・中東路線での高需要による下支えから、2012
年以降では最も高い伸び率となった。航空輸送力も需
要と同水準の伸びを記録したことから、ロードファク
ターは前年と同じ67.7％となった。
　また、2016年における国内線の航空旅客需要は、
前年比5.7％増となった。航空輸送力は同5.1％増だっ
たことから、ロードファクターは2015年と比べ0.5ポイ
ント上昇して82.2％となった。ブラジルを除くすべての
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主要市場で国内線の航空旅客需要が増加しており、特
にインドと中国では有償旅客キロベースでそれぞれ前
年比23.3％増と同11.7％増を記録し、突出した動きを
示している。この市場では、新規路線と運航便数の増
加が著しく、中国では2017年も同様の傾向が続くもの
とみられている。

（2）IATA年間輸送データ：貨物需要
　2016年における航空貨物量は、有償トンキロ（FTK）
ベースで前年比3.8％増と、予想を上回る結果となった。
2016年における航空貨物量の伸び率は、過去5年間
における年間平均伸び率である2.0％増の倍近い水準
に達している。また、2016年における航空貨物輸送力
は、供給トンキロ（AFTK）ベースで前年比5.3％増となっ
た。2016年は、中南米地域を除く全ての地域で航空
貨物量が増加しており、欧州地域は世界全体の伸びの
半分近くを占めている。
　世界の航空貨物量は、2016年の年初こそ動きが鈍
かったものの、シリコン素材の輸出増や新規輸出受注
などが貨物需要の伸びに貢献したことから、2016年
の後半には回復を示した。さらに、2017年の旧正月が
1月だったことで、航空貨物需要の一部が12月に前倒
しされ、年末の需要を押し上げる結果となっている。
　IATAのアレクサンドル・ドゥ・ジュニアック事務総
長兼CEOは、2016年における航空貨物需要について、

「年末の底堅い市場動向が年間の需要全体を下支えし
た形となっている」と説明。「力強い輸出受注が追い
風となる一方で、保護主義的な政策リスクが世界貿易
を停滞させる恐れもある」と懸念を示し、「各国政府は
貿易こそが成長と繁栄のための強力な手段であること
忘れてはならない」と指摘するとともに、「航空貨物産
業界も競争力の向上に努めなければならない。これか
らの物流はデジタルプロセスによって効率化と顧客満
足の向上が図られることになるため、こうした新たな需
要拡大の勢いを活用して、物流の電子化に伴う重要な
イノベーションを図っていく必要がある」と訴えている。
　2016年における航空貨物動向を地域別に見ると、
アジア太平洋地域では、年間の航空貨物需要が前年
比2.1％増となった。2015年における同2.3％増は下
回ったものの、季節調整済みの航空貨物量では、世界
金融危機の影響から脱した2010年の水準まで回復し
ている。2016年における航空貨物輸送力は、同3.6％
増だった。
　北米地域では、航空貨物量が前年比2.0％増を記録
し、2015年における同1.3％増を上回った。また、2016
年通年での航空貨物輸送力は、同3.4％増となった。米
国のドル高傾向は、米国への輸入を押し上げる一方で、
米国からの輸出を押し下げる要因となっている。

　欧州地域では、航空貨物量が前年比7.6％増となり、
地域別では最も高い伸び率を示すと同時に、世界の
航空貨物量全体の伸びの半分近くを占めた。欧州地域
における航空貨物量は、ドイツにおける輸出受注の伸
びやユーロ安の傾向が続いていることを反映して、季
節調整済みの数字でも増加傾向を維持している。また、
2016年通年での航空貨物輸送力は、同6.7％増だった。
　中東地域では、航空貨物量が前年比6.9％増となり、
地域別では2番目の高い伸びとなった。しかし、中東地
域の伸び率としては、2009年以降で最も低い水準に
とどまると同時に、同地域における過去10年間の年間
平均伸び率である12％増も大きく下回っている。2016
年における航空貨物量の伸びが減速したのは、中東・
アジア間と中東・欧州間における航空貨物量が減少し
たことを反映するものとなっている。
　中南米地域では、航空貨物量が前年比4.2％減にと
どまり、2年連続でマイナスを記録した。同地域で最大
の経済規模を持つブラジルをはじめとする域内におけ
る政治・経済的な難しい状況が、航空貨物需要にも
影響する事態が続いている。2016年通年での中南米
地域の航空貨物輸送力は、同2.0％減を記録した。
　アフリカ地域では、航空貨物量が前年比3.1％増と
なったものの、2015年における同4.5％増からは伸び
率が低下している。しかし、2016年の航空貨物輸送力
は、エチオピア航空が長距離路線で輸送力を拡大した
ことなどを背景に、同25.5％増という大幅な伸びを示
して、ロードファクターの低下を招く結果となった。

（3）ボーイング社最新市場予測
　ボーイング社が2017年6月に発表した「2017年最新
市場予測（2017 Current Market Outlook）」による
と、今後20年間における新造機の需要は、昨年の予
測値である3万9620機を3.6％上回る4万1030機と見
込んでいる。販売総額は6兆1000億ドルに達する見通
し（表1-10参照）。
　ボーイング社民間航空機部門のランディ・ティンゼス
マーケティング担当副社長は、「強い伸びを示してい
る旅客数は今後20年にわたって毎年4.7％のペースで
増加すると見込んでいる。航空機を利用する旅行客が
増加するにつれて、特に単通路機市場の需要が高まっ
ている」としている。
　特に力強いのは、ローコストキャリア（LCC）と新興
国が牽引する単通路機市場で、このセグメントでの新
造機需要は、昨年の予測値である2万8140機を約5％
上回る2万9530機に達すると見込んでいる。
　ワイドボディ（双通路）機市場では、9130機の新造
機需要が生じ、ボーイング社は今後10年間の早い時期
に、旧式化した機材に対する代替需要の大きな波が来
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るものと予想している。B787型機のような小型ワイド
ボディ機やB777X型機のような中・大型ワイドボディ
機へ機材のシフトが進むことにより、超大型機の需要
は貨物機市場が中心になっていく見通しで、新造ワイ
ドボディ貨物専用機には920機の需要が生じるものと
見ている。
　航空機の納入先を地域別に見た場合、今後20年間
では、中国を含むアジア市場が引き続き全体を牽引す
ると予測している。
　世界で運航されているジェット機全体に占めるアジ
ア太平洋地域のシェアは、過去20年間で1996年の
17％（2410機）から2016年の29％（6830機）まで拡
大しており、2036年には37％（1万7520機）に達する
と見られている。アジア太平洋地域は、世界でも最大
規模の市場の一つとなっているが、その成長エンジン
の役割を果たしてきているのが中国やインドをはじめ
とする新興国である。アジア太平洋地域における経済
成長や市場自由化が需要増の大きな追い風になると
同時に、技術革新により進化した航空機も市場機会の
拡大や新たなビジネスモデルの誕生を促している。
　ボーイング社によると、世界市場における新造機納
入数の57％は新規需要によるもので、残りの43％は現
行機材から燃料効率の高い新型機材への代替需要に
よるものと見ている。

（4）エアバス社最新市場予測
　エアバス社が2017年6月に発表した最新の航空機市
場予測「Global Market Forecast 2017-2036」で今後
20年間における航空輸送量は年間平均で4.4％ずつ成
長し、100席以上の航空機数が現在の2倍以上の4万
機を超えると予想している。
　航空輸送量の拡大を牽引する要因としては、航空機
を初めて利用する人々の増加、航空機を利用する旅行
に費やす可処分所得の増加、観光需要の拡大、航空
自由化、新規路線の増加、航空ビジネスモデルの進化

などが挙げられる。その結果、3万4170機の旅客機と
730機の貨物機が必要となる見通しで、金額にすると5
兆3000億ドルに達する。新造航空機需要の70％以上
が単通路型機によって占められる。そのうち60％が輸
送量の成長によるもので、40％が燃費効率の高い航
空機への入れ替え需要となる。
　今後20年間において民間航空機が倍増すると、新
たに53万人のパイロットと55万人の整備士が必要にな
り、エアバス社のサービスビジネスの拡大を促進する。　
　航空輸送量の伸び率が最も高いのは、中国やイン
ド、その他アジア各国、中南米各国などの新興国市場
で、北米や西欧などの成熟市場における年間成長率の
3.2％増のおよそ2倍の成長率になる。新興国市場は現
在、世界の人口74億人のうち64億人を数えており、新
興国における個人消費は2036年までに世界の約50％
を占める見通しとなっている。
　エアバス社のジョン・リーヒCOO（最高執行責任者）
は、「航空旅客需要は過去15年間ごとに倍増し、特に、
中国の国内市場が世界最大規模となるなど、アジア太
平洋市場が成長エンジンの役割を果たしている」と指
摘。「可処分所得の増加が続いている新興国市場では、
航空旅客需要は2036年までに現在の3倍近くまで拡
大するだろう」という見方を示している。
　新造機市場では、アジア太平洋地域が今後20年間
で新造機引き渡しの41％を占めると見込まれている。
これに欧州の20％、北米の16％が続いている。新興国
では中間層の人口が50億人に倍増し、各国における経
済力の向上によって、航空機を利用する旅行への支出
も倍増するとみられている。
　エアバス社では、A330ファミリーやA350XWBファ
ミリー、A380型機といった2通路型機市場では、約1
万100機の需要があると予測しており、金額では2兆
9000億ドル規模になる。また、A320ファミリーなど単
通路型機市場では、約2万4810機の需要があり、金額
では2兆4000億ドル規模と予想している。

（2）エリア別

エリア 機数

アジア 16,050

北米 8,640

ヨーロッパ 7,530

中東 3,350

南米 3,010

C.I.S 1,230

アフリカ 1,220

計 41,030

表1-10　新造機のデリバリー機数／2017年〜2036年
（1）機種別 （ボーイング社予測）

機種 機数 金額（10億ドル）

リージョナル機（90席以下） 2,370  110

単通路機（90〜230席） 29,530 3,180

小型ワイドボディ機（200〜300席） 5,050 1,340

中型／大型ワイドボディ機（300席以上）  3,160 1,160

ワイドボディ貨物専用機 920 260

計 41,030 6,100


