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2020 年夏ダイヤに予定されている羽田空港の増便枠につ

いて、先に行われた日米航空交渉によって日米双方に 12 枠

ずつが割り当てられる見通しとなった。そして、米国側に割

り当てられる 12 枠を巡り、米国航空会社４社（アメリカン

航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、ハワイアン航空）が

2019年2月21日までに合わせて19枠（路線数は15路線）

を米国運輸省（DOT）に対し申請した。今後は日米双方の協

議及び当局と関係航空会社間の協議を経て、各社の発着枠が

決定されることとなるが、羽田の発着枠を巡っては、米国の

デルタ航空（以下「デルタ」。）がアメリカン航空（以下「ア

メリカン」。）やユナイテッド航空（以下「ユナイテッド」。）

との羽田空港への乗り入れにかかる待遇の不均衡を是正する

ため、DOTに対して申し立てを行っていた。米国の行政手続

きでは、政府の政策に対して一般企業などが意見や要望など

を申し立てることができ、政府はそれをウェブ上で一般に公

開している。ある申し立てに対する回答や反論も同様の手続

きで行うことができる。 
上記のデルタの申し立てに対し、アメリカンやユナイテッ

ドが自社の立場の表明や反論を行っているが、その中で、特

にアメリカンから、デルタが羽田における待遇の不均衡の是

正を主張するならば、米国と中国の航空路線におけるアメリ

カンの待遇不均衡も是正せよという要求を提起した。羽田の

発着枠の議論に注目が集まる一方、重要性が高まっている中

国市場へのアプローチも行われているという構図は非常に興

味深いことから、本レポートではこの点に焦点を当ててみた

い。 
米中路線の議論について論を進めるに当たり、まずはその

発端となったデルタの申し立てを概括する。以下は、2018
年12月19日付で提出されたデルタの申し立ての要約であ

る。 
 
 
 

1 デルタ航空の申し立て（2018年 12月 19日） 

 

デルタはDOTに対し、米国航空会社が米国の就航地から

羽田に運航するための柔軟性（「柔軟性」とは、ある路線の

就航地点を航空当局の事前承認を得ずに変更できるという措

置のこと）を米国－羽田の発着枠を有する航空会社全てに認

めるよう求める。この申し立てで提案する就航地の柔軟性

は、以下を含む公共の利益を促進する以下の重要な目的を果

たすであろう。 
（1）米国－東京市場の需要変動に対してより迅速かつ効率

的に対応できる。 
（2）米国－羽田間のスロット環境をオープンスカイの原則

とより密接に連携させる。 
（3）日本の航空会社との提携事業の当事者ではないデルタ

のような航空会社のために羽田での活躍の場を平準化

するのを支援する。 
（4）米国と羽田の間で、政府ではなく市場勢力が米国の就

航地を決定する競争的な航空サービス環境を促進す

る。 
日本はアジアにおけるデルタの戦略的重点要素であるが、

羽田が米国との間の運航で完全にオープンにはなっていない

ことから、就航地の柔軟性は、羽田における競争環境に米国

航空会社が適応するためにも非常に重要である。現在の就航

地の制限により、米国航空会社は、市場の状況に応じて就航

地を自由に変更できる日本の航空会社に比べて不利になって

いる。日本の航空会社に就航地制限がないことにより、これ

らの航空会社の事業提携パートナー（すなわち、アメリカン

とユナイテッド）に当局が課す制限は無効化する。対照的

に、デルタは羽田への２枠のスロットのみ運航しており、ど

ちらのスロットも就航地が制限されている。したがってデル

タは、羽田の競合他社であるユナイテッド、アメリカン、そ

して近い将来（潜在的に）ハワイアンと比較して、より厳格

な規制スキームの影響を受けやすく、不利な立場に置かれて
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いる。既存の米国航空会社の羽田への運航に対する就航地制

限を撤廃し、就航地を柔軟に設定できるような羽田のスロッ

トを割り当てることで、オープンスカイが想定する市場ベー

スの原則を尊重すると同時に、羽田の切り分けから生じる競

争の不均衡に対処するという2つの目的を当局は達成でき

る。 
この申し立てが認められれば、米国の航空会社は、消費者

の需要の変動に対してより効果的に対応して、米国－羽田間

の運航が最大の利益をもたらすことを保証できる。また、こ

の申し立てを認めることは、DOT（及び派生的にその消費

者）に課された不必要な規制制限を取り除き、行政プロセス

を合理化する限りにおいて、「米国国民の規制負担の軽減」

という政権の努力をより促進する。 
羽田の就航地柔軟性は、当局の先例とも一致する。2004

年、当局は、デルタの要求に基づき航空会社の航路の使用に

柔軟性を与えた。本件ではデルタとコンチネンタル航空が有

していた航路は就航地が制限されていた一方、ユナイテッド

とアメリカンが就航地制限のない航路を有していたため、当

局は行政の公平性と競争性の懸念を認めた。当局はデルタの

要求を認めて、米国－ブラジル間の運航のために指定された

航空会社４社全てに同じ柔軟性を与えた。2004年のブラジ

ルの先例は、羽田での就航地柔軟性の付与を支えるものであ

る。当時、当局が米国の就航地柔軟性を持つ航路を保有する

航空会社と柔軟性のない航空会社との間の競争的不均衡を是

正しようとしたように、羽田においても不均衡を是正する裁

量を行使すべきである。 
 
このデルタの申し立てに対し、アメリカンは翌2019年1

月7日に２つの書面をDOTに提出した。この中でアメリカ

ンは、自社の経営課題となっている対中国路線への柔軟性の

付与等を条件として、デルタの申し立てを支持すると表明し

た。 
 
2 アメリカン航空の申し立て 

 
2.1 デルタ航空の申し立てへの条件付き支持に関するアメリ

カン航空の回答（2019年1月7日） 

アメリカンは、羽田空港でスロットを有する全ての米国航

空会社に就航地柔軟性を付与するというデルタの要求を支持

するが、それは次の２つの条件に従う場合に限る。 
１． 当局は、米国－中国ゾーン１（「ゾーン１」とは、

北京、上海及び広州を指す）の運航を行う全ての航

空会社に同じ就航地柔軟性を付与する。 

２． 柔軟性が有効になるのは、航空会社が最初に当局か

ら権限付与された航路で２年間運航した後に限る。 
デルタが羽田で求めているのと同じ、中国のゾーン1に

関する同様の航路柔軟性の付与は、両方の市場（羽田及び中

国）で一貫した規則を作成することとなり、そしてより重要

なことに、健全で均等な方針を反映することとなる。 
アメリカンはまた、デルタが「市場原理が公平性と一貫性

を支えるために適用されるよう望んでいること」に賛同す

る。デルタとユナイテッドは、当局の承認なしに、多くのゾ

ーン１の運航を新しい航路に移行するための幅広い柔軟性を

享受している。羽田のスロットに柔軟性を与えながらこの規

制の不均衡を維持することは、効果的な競争に不可欠な市場

原理の公正な適用を阻害するであろう。 
デルタが「非対称的、反競争的、そして公益に反する」と

謳っている羽田の条件が中国ではより広範に存在することを

以下に述べる。 
第一に、羽田と同様、中国のゾーン１は本質的に「オープ

ンスカイの国で制限された目的地」である。米国と中国はオ

ープンスカイの協定を結んでいないが、米国と中国ゾーン１

以外の中国の地点との間の運航は、実際には制限されていな

い。 
第二に、羽田の「非常に制限の大きいスロット上限」のよ

うに、米国－中国ゾーン１の運航の上限制限は、米国の航空

会社が北京、上海、及び広州への新しいサービスを開始する

ことを妨げる。 
第三に、日本のパートナーがいない唯一の米国の主要ネッ

トワークキャリアであるデルタのように、アメリカンは中国

本土で提携パートナーを持たず中国ゾーン１の航路を運航す

る唯一のアメリカのネットワークキャリアである。 
第四に、羽田では、デルタは他のどの米国の航空会社より

も多くの日中の時間枠を保有しているが、中国ゾーン１にお

いてアメリカンは、米国の航空会社の中で最も少ない航路数

である。さらに、現在米国の航空会社が有するスロットが全

て制限されている羽田とは異なり、中国のゾーン１では、デ

ルタとユナイテッドは就航地を変更する柔軟性を有してい

る。要するに、デルタはアメリカンが中国ゾーン１にいるよ

りも羽田においてかなり良い位置にいることになる。当局が

航空会社に羽田の柔軟性を付与した場合、一貫した方針と公

平性の問題として、羽田と中国ゾーン１の両方でその柔軟性

を付与するべきである。 
また、就航地の柔軟性を発揮できるようになる前に、航空

会社に対し、当初認められた路線で２年間運航することを課

すことで、当局は特定の就航地で運航を認めたことの結果が
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損なわれないことと、航空会社が認められた後すぐにそれを

切り替えることを意図して就航地を提案してこないことを保

証できるのである。 
特定の就航地で航空会社に運航を認めるという当局の役割

は非常に重要である。しかし、市況と需要は変化し、最初の

承認を得た後は、航空会社は市場ニーズの最高の判断者とな

る。公益を最大化するために、航空会社は、中国ゾーン１及

び羽田市場への変化に効果的に対応するためのより高い柔軟

性を付与されるべきである。したがって、アメリカン航空

は、中国における柔軟性の申し立ては、羽田の柔軟性にかか

るデルタの申し立てと同時に認められること、そして当局が

航空会社に対し、就航地柔軟性を行使する前に当初に認めら

れた路線で２年間運航するよう求めることを要求する。 
 
2.2 米中路線の柔軟性にかかるアメリカン航空の申し立て

（2019年1月7日） 

アメリカンは、市場の変化に応じて中国ゾーン1の路線

を変更する柔軟性を持たない、米国－中国間を運航する唯一

の米国航空会社である。ユナイテッドとデルタの前身である

ノースウエスト航空のみが旅客航空会社として市場へのアク

セスを許可されていた当時、当初の承認に基づけばどの中国

ゾーン１内路線でも使用することができた。当局が1999年

の中国ゾーン１運航の割り当てで説明したように、この柔軟

性は、両方の航空会社が市場の変化に対応できるように意図

的に付与されたものである。 
しかし、その後の中国ゾーン１の運航の割り当てでは、新

規参入者には同じ「市場ニーズの変化に対応する柔軟性」が

与えられなかった。当局の2000年の運航割り当てでは方針

を逆転させ、新たな受領者には「一般的な米中の航路権及び

特別に運航することを提案されたものよりも広い航路権を超

えて」認められないと当局は宣言した。言い換えると、中国

ゾーン１の運航に関する将来の承認は全て路線固定というこ

とになる。デルタとユナイテッドとは対照的に、アメリカン

の中国ゾーン１の運航は全てこの新しい条件で与えられてい

るため、柔軟性はない。アメリカンは、運航を移管する申立

てをしなければ、米中ネットワークに同様の変更を加えるこ

とができず、長期にわたる行政手続を必要とし、デルタやユ

ナイテッドなど他の航空会社に運航が再割り当てされる恐れ

がある。したがって、アメリカンが独自に運航する同様のサ

ービスを立ち上げるには、当局の事前承認を求める追加のス

テップや、他の航空会社による反論・反対のリスクがつきま

とう。 
2006年に市場に参入して以来、デルタとユナイテッドに

追いつくための最善の努力にもかかわらず、アメリカンは現

在、どちらの航空会社からも米中間の運航数、旅客数ともに

後塵を拝している。さらに、デルタとユナイテッドはそれぞ

れ中国東方航空とエアチャイナと長年の提携関係を享受して

いるが、アメリカンは中国本土に提携パートナーを持ってい

ない。アメリカンと中国南方航空との最近の二国間のノンア

ライアンスなパートナーシップは、アメリカンが米中国市場

で有意義に競争するために必要なステップであるが、この関

係はまだ始まったばかりである。進化する市場のニーズに応

じて、または中国南方航空との新たなパートナーシップに応

じて、アメリカンが明らかに中国ゾーン１の路線を変更でき

ないことは、一様な柔軟性の付与によってのみ改善できる。 
当局は、同様の状況に基づいて2004年にブラジルの運航

の全ての保有者に統一した路線の柔軟性を与え、その柔軟性

は「公益と一致している」と判断した。当局の承認なしに新

しい中国ゾーン１の運航を開始したり、現在の運航を調整し

たりできなければ、アメリカンだけでは市場の変化に対応す

ることができない。アメリカンの明確な柔軟性の欠如は、そ

れが旅客のニーズを効果的に満たすことを妨げ、そして米中

市場におけるデルタとユナイテッドと競争する能力を損なう

ため、中国路線の柔軟性の付与は公益と一致する。 
 
アメリカンとしては、中国にも同じ米国の航空会社間で運

航の自由度に格差があり、それを無視して羽田にのみ運航の

柔軟性を認めることは不公平だと主張する。そしてまた、羽

田におけるデルタの境遇と同様、アメリカンも中国において

は現地航空会社との提携関係が存在せず、競争上不利になっ

ているというわけである。また、アメリカンは行政決定の先

例主義を主張し、2004年のブラジルにかかる先例に基づけ

ば、運航の柔軟性をすべての運航航空会社に認めることは公

益と一致しており、状況は中国も全く同じだと論じている。

これに対し、ユナイテッドはその主張は誤りだと以下のとお

り述べている。 
 
3 ユナイテッド航空の反論（2019年 1月 14日） 

 

アメリカンが就航地の柔軟性もなく運航が制限されている

「唯一の」キャリアであり、ユナイテッドが就航地の柔軟性

を持った「多数の」運航があるというアメリカンの声明は誤

りである。アメリカンは現在、米国－中国ゾーン１の「制限

された」運航を42便有している。一方、ユナイテッドには

制限された
．．．．．

米国－中国ゾーン１間の運航が44
．．

便
．
ある。つま

り、アメリカンよりも多いということになる。ユナイテッド
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は合計63便の米国－中国ゾーン１の運航を有しているが、

技術的に「制限がない」と見なすことができるのはわずか

19便（3分の1足らずに過ぎない）である。そして、その

19便の運航は技術的には制限がないが、米中のフランチャ

イズに深刻な損害を与えずして商業的にも経済的にもそれら

を動かすことができないような方法で運航している。したが

って、完全なる己の意図と目的だけでユナイテッドが自由に

動かすことができる運航はゼロなのである。 
包括的な就航地の柔軟性は、長年の当局の先例から逸脱し

ている法外な要求である。アメリカンとデルタは、就航地の

柔軟性に関して彼らの要求を支持する唯一の先例として米国

－ブラジルの事例に頼っている。しかし、米国－ブラジル間

に関する当局の決定は、2000年になされた中国における就

航地の柔軟性にかかるアメリカンからの要求に応じないこと

を当局が決定したずっと後の2004年6月に行われたのであ

る。そして重要なことに、2004年7月、ブラジルの柔軟性

を認めてからわずか1ヵ月後、中国では「現時点で都市地

点のペアを変更する柔軟性に対するアメリカンの懸念に対処

する必要はない」と当局は述べ、その立場を今日まで維持し

ている。 
最近、アメリカンは、休止中のシカゴ－中国路線の万能薬

として中国南方航空との関係を売りにしている。シカゴ－中

国間のスロットの休眠免除申請を守るために、アメリカンは

中国の提携パートナーの欠如という理由を引用した。アメリ

カンは、中国南方航空との協力関係の拡大が「休止中の米中

運航を復活させ、商業的に持続することを可能にするだろ

う」と一貫して述べている。さらにアメリカンは最近、中国

南方航空との相互コードシェア運航が認められ、デルタとユ

ナイテッドが長年享受してきたパートナーシップと同様の

「強固な接続性」を持ちつつある。しかし、これらの声明の

ほんの数週間後にアメリカンは、中国南方航空との関係は

「まだ始まったばかり」であり、中国を拠点とするアライア

ンスパートナーがないことを考えると米中市場での不利な状

況の「唯一の」特効薬として柔軟性を認める必要がある、と

述べている。中国南方航空との関係は「まだ幼い」という主

張と、シカゴ －中国間のサービスを保持するというその主

張は相互に排他的である。アメリカンの最新の声明を額面ど

おりに捉えると、論理的な結論は、アメリカンの中国南方航

空との「まだ幼い」関係は、シカゴ－中国間のフライトを救

うものではなく、アメリカンはこれらのフライトを再開する

計画も能力もないということになる。 
アメリカンは、「追加のステップ」と言及する運航割り当

てのための当局の既存のプロセスを、また「反論のリスク」

に対処しなければならないことを嘆き、「米国－中国ゾーン

１の運航に及ぶ既存のライセンス制度はアメリカンの競争力

を損なう」と述べる。就航地の柔軟性にかかる彼らの要求

は、航空会社の利益にしか依拠していないが、これとは対照

的に、ユナイテッド航空は、当局が最大の公益を保証するこ

とに注力していること、そして、いかなる航路選定において

も中心となるべき大多数の旅客及び地域社会に、中国や羽田

のような限られた参入市場への運航を提供することを全面的

にサポートする。航路割り当て手続きにおける当局の主な目

的は、公共の利益を最大化すること、すなわち、どの申請者

が公共にとって最良の運輸サービスを提供及び維持すること

になるかということである。最近の米国－中国及び米国－羽

田における就航地の柔軟性に対する要求は、当局のプロセス

及び過去の選択を損なうリスクを負っている。旅客や地域社

会を第一に考えると、公共の利益は、航空会社に焦点を絞っ

た就航地の柔軟性ではなく、貴重で制限された運航を割り当

てる既存の方法を支持する。 
 
ユナイテッドとしては、中国において柔軟に運航ができる

どころか、制限されている便数はアメリカンよりも多いと主

張した。また、デルタやアメリカンが引用するブラジルとの

間の運航にかかる柔軟性の付与は中国とは切り離して考える

べきだとも論じた。さらにユナイテッドは、アメリカンと中

国南方航空とのパートナーシップを休眠免除の継続には強力

な印籠のごとく使い、中国路線の柔軟性の議論ではまだ関係

が幼いからデルタやユナイテッドに劣ると都合よく使い分け

ているその矛盾を指摘する。 
そのような中、当初羽田に関する申し立てを行ったデルタ

がアメリカンからの申し立てに対し以下のとおり回答した。 
 
4 デルタ航空の回答（2019年 1月16日） 

 

デルタは中国へのサービスのための米国の就航地の柔軟性

に異議を唱えないが、羽田における米国航空会社にとっての

就航地の柔軟性の必要性の根底にある重要な要素は、米中市

場の状況とは大きく異なる。アメリカンはデルタの羽田に関

する提案を、アメリカンの商業的利益を暗示するような他の

関係のない限定的なアクセス市場（すなわち中国市場）と結

びつけている。羽田における航空政治的環境は、米国－中国

市場とは著しく異なっている。それには以下の理由が含まれ

る。 
（1）日米（羽田空港を除く）はオープンスカイであるが、

米中はそうではない。 
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（2）日本と米国は、UA / ANA及びAA / JALの反トラス

ト法免除（ATI）の申請を承認するという米国政府の意思の

基礎を形成するオープンスカイ協定に署名した。現在、米国

－羽田市場を支配しているUA / ANA及びAA / JALの提携

事業は、すでに日本政府によって付与された就航地の柔軟性

から恩恵を受けている。UA / ANAの提携事業は特に強力な

地位を占め、米国本土から羽田への全運航数のほぼ半分を占

めている。 
デルタ航空は、「限定的な航路権は消費者と地域社会に関

するものであるべきだ」とするユナイテッド航空に同意す

る。UA / ANAとAA / JALの事業提携は、2016年の手続

きで与えられた12便の運航のうち8便を獲得した。それと

は対照的に、中国とアメリカはそのような合意に達しておら

ず、その結果、米中の航空会社間のATIは、アメリカ政府

の政策の問題としては認められないままである。アメリカン

の申し立て、そしてユナイテッドの反論は、日本の航空会社

との免除された事業提携協定に参加しているにもかかわら

ず、２つの市場間のこの区別を故意に無視している。 
（3）羽田におけるデルタの不利な点は、当局の日本に対す

るATI政策の枠組みに直接起因するが、アメリカンが主張

する中国における不利な点はATIの政策に起因しない。実

際、これはATIとはまったく関係がない。米国の航空会社

はATIを中国の航空会社と持っていないからである。 
デルタは、米国－羽田間の就航地の柔軟性のための申し立

てで強調したように、政府ではなく市場の力が競争的な航空

サービス環境において米国の就航地を決定することを可能に

するという政策を支持するものである。オープンスカイの原

則に沿った柔軟な政策により、航空会社は変化する経済状況

に迅速かつ効率的に対応できる。しかし、米中市場はまだそ

のような環境を反映していない。 
アメリカンは、米中間の柔軟性の付与をデルタの米国－羽

田の柔軟性の付与の前提条件とするよう要求しているが、こ

の２つをリンクさせるべき理由については正当な理由を提供

していない。さらに、羽田における就航地の柔軟性にかかる

デルタの提案の範囲を世界中の他の市場をカバーする幅広い

政策論争に拡大しようとする動きを通して、アメリカンは、

中断中の米国－中国ゾーン１の貨客運航14便に対して適用

可能な90日間の休眠条項の免除に関する自身の要求に対す

るデルタとユナイテッドからの異議を巧みにかわそうとして

いるように見える。 
 
市場環境や政策的措置の状況が全く異なる中国を羽田の議

論に持ち出すのはナンセンスだというのが、デルタの反論で

ある。 
上記のとおり各社からの主張が一通り出揃った後の本年2

月7日、DOTは、関係する米国航空会社に対して各社が希

望する羽田の発着枠の申請を届け出るよう依頼する文書の中

で、2018年12月19日付のデルタ航空からの申し立てを却

下した。理由としては、以下のとおりである。 
 
5 DOTの命令（2019年 2月 7日） 

 

この手続きにおいて就航地柔軟性を考慮すべきというデル

タの要求を認めることは、航空会社の選定手続きに対して複

雑かつ物議を醸す要因となることは明らかであり、事案の解

決を大幅に遅らせる可能性がある。同省は、選定された航空

会社が来る2019年10月の期日を守れるような適時かつ迅

速な最終決定を含むこの手続きこそが公益を守ることにつな

がるとの結論を下す。 
 
アメリカンが申し立てた中国における就航地柔軟性につい

ては特段の言及がみられなかったが、時間的な制約からデル

タの申し立てを認めなかったDOTの方針に鑑みれば、

DOTには現時点で少なくとも羽田との文脈の中では米中路

線について取り上げる意思がないことは明らかである。 
以上のとおり、米国航空会社にとって羽田路線に負けず劣

らず、中国路線をいかに柔軟かつ効率的に、そして当然なが

ら、他社よりも優位に運航するかということが、各社のグロ

ーバル戦略の大きな位置を占めていることが上記の論戦の応

酬から見て取れる。また、日本側の視点で本件を捉えれば、

現在は目下米国との発着枠をどのように配分するかに注目が

集まっているが、その後は羽田の残りの増枠分を米国以外の

どの国に配分するかについての政策決定を日本政府は迫られ

ることとなる。その中で、中国は最も優先的に検討がなされ

る国のひとつであることは疑いようがなく、翻って米国内で

以上のような議論がなされていることに今後も注目していく

ことは一定の意義があると思料する。本レポートで取り上げ

たトピックの動向は今後も継続して注目していくこととした

い。 
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