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ダラス支店長

安部 博史
武内 宏樹

おめでとうございます。
安部 ありがとうございます。
武内 最初に、羽田─ダラス線就航に至るこれまでの経緯
についてご説明いただけますか？
安部 もともとは１９９９年３月に成田─ダラス線が開設
されていたのですが、２００１年の９・ 同時多発テロの
影響で休止になっていた路線でした。それが２０１５年
月 日に 年ぶりに再就航することになりました。
その最大の理由は、ＤＦＷ国際空港が弊社の共同事業パー
トナーであるアメリカン航空の最大のハブ空港であるため
です。日本やアジアから米国南東部、メキシコ中南米を行
き来するお客様がＤＦＷ空港のネットワークを活用してい
ただけることには大きなメリットがあると考えました。Ｄ
ＦＷ空港からは、アメリカン航空の１日最大９００便のネ
ットワークに接続できるわけです。実際に就航すると、７
割から８割がダラスから先の目的地との間を往復される乗
り継ぎのお客さまでした。
次の理由としては、ダラスを筆頭にテキサス州は今後か
なり発展していくだろうという想定がなされているためで
す。テキサスの将来性に期待しての就航でしたが、実際に
日系企業の進出も進みましたからこれは狙い通りと言えま
した。我々はロードファクターと呼んでいますが、有償座
席利用率も ％弱に到達して順調に高収益路線に成長して
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滞留してしまうことになりました。これを何とかするため
にも、羽田─ダラス線も貨物専用便として再就航すること
になりました。弊社は貨物専用機を持っていませんので、
旅客機の貨物スペースだけを利用した就航となっています。
現在はこの貨物専用便が毎日就航しています（７月からは
週２便の旅客便運航が再開）。弊社は他の路線でも国際線
の旅客機を貨物専用便として利用していて、５月と６月は
それぞれ月１１００便くらいを運航しています。
武内 旅客機の下の貨物スペースは乗客の荷物を入れると
ころだと思っていましたが、実は航空貨物を運ぶという意
味でも大きな役割を果たしているんですね。ＪＡＬの羽田
─ダラス線以外でも日本と米国を結んでいる貨物便は運航
されているのでしょうか。
安部 米国から日本向けの貨物便は日系、米系ともに各社
がやっています。我々のパートナーであるアメリカン航空
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武内 新型コロナウイルスの感染が世界中で広がり、いま
航空業界は前例のない状況を迎えています。今日は日本航
空（ＪＡＬ）のダラス支店長である安部博史さんと「モビ
リティを失った人類はどこへ行くのか」というテーマで、
アフターコロナの航空業界や、人や物が移動することの意
味について幅広く議論していきたいと思います。
３月の終わりからＪＡＬの東京─ダラス線が羽田空港発
着になりました。ＪＡＬダラス線の羽田乗り入れは、我々
ＤＦＷ（ダラス・フォートワース）都市圏の住人にとって
の悲願でした。ところが、今はコロナ禍の影響で運休や減
便をせざる得ない状況にあることが残念でなりません。
ちょうど羽田行きの初便が出た日は、早朝にダラス名物
の 雷 雨 に 見 舞 わ れ 、文 字 通 り 嵐 の な か の 船 出 と な り ま し
た。今は厳しい事態が続いていますが、この路線には無限
の可能性があると思います。まずは、羽田─ダラス線就航

いきました。
そしてご紹介にあったように、今年の３月 日には東京
─ダラス線を成田空港から羽田空港発着に変更しました。
この背景には、東京オリンピック・パラリンピック開催に
合わせた羽田空港の国際線発着枠の拡大があります。羽田
空港は国内線が豊富ですから、日本各地への乗り継ぎが非
常に容易になりました。国際線へのネットワークもありま
すからアジア諸国へ乗り継ぎする利便性も高く、ますます
のご利用を期待しているという展開でした。
ところがご承知のように、新型コロナウイルス感染拡大
の影響で状況は一変します。ダラス発羽田行の就航初便も
最初は満席の予定でしたが、搭乗されるお客さまは 名ぐ
らいまで減ってしまいました。３月末には米国から日本へ
の入国規制も開始されることになり、満席だった予約もあっ
と言う間にキャンセルが発生しました。私も長くＪＡＬに
勤めていますが、今まで経験したことのないスピードでキ
ャンセルが発生しているのを目のあたりにして、私自身も
怖いと感じるほどでした。４月のロードファクターは ％
まで落ち込むことになりました。そのため、たいへん申し
訳なかったのですが、４月 日をもって羽田─ダラス線は
いったん運休させていただくことになりました。
ただ、いざ運休するとなると、日米間で動いている物資
や郵便物などが一時保管や荷捌きを行う施設である上屋に
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もそういう形で運航しています。ダラスから香港やソウル
など、日本だけではなくて他の地域にも運航しています。

中批判が高まっている現状を鑑みると、米中間の直行便再
開は遅れるかもしれません。そういう状況の下では、中国
からの医療物資が北京や上海から羽田に運ばれてきて、そ
れをＪＡＬの羽田─ダラス線に積み替えてダラスに到着す
る、そしてダラスから先はトラックでテキサスだけではな
く南部諸州の病院に広く輸送されているわけですね。
安部 おっしゃる通りです。
武内 いま航空貨物で自動車部品がダラスへ輸送されてい
るという話がありましたが、テキサス以外にも南部にはア
ラバマ州、ミシシッピー州、テネシー州、サウスカロライ
ナ州などに外資系の大きな自動車工場があります。トヨタ
自動車をはじめとした日系企業はもちろんですが、ドイツ
系、韓国系などの自動車工場がたくさん進出しています。
そういうところに部品を供給しているわけですね。部品を
供給している企業は、もちろん日本にもたくさんあります

ＧＶＣはつながっていたほうが安定する
武内 貨物需要は、依然としてあるわけですね。
安部 我々は日本からは毎便 トン以上の貨物を輸送して
いますが、驚いたのは貨物の中身です。５月は中国からの
医療物資がかなりのシェアを占めていて、その多くが医療
用マスクでした。貨物の ％がマスクだった日もありまし
た。中国のマスク外交は報道で取り上げられていましたが、
私自身、現場でそれを見てよくわかりました。
６月になると、今度は急に自動車部品、機械部品、精密
部品が中国や東南アジアから増えてきました。これは米国
で工場が再稼働してきたことを意味しているのだと思いま
す。ダラスから羽田へ向けては、同じように航空機部品、
シリコン製品、自動車部品などが主だったところで、物流
というのは双方向で動いていることが実感としてよくわか
りました。コロナウイルスの蔓延はまだ収まっていない状
況ですが、経済活動がまた動き出していることが貨物を見
てもよくわかります。
武内 いま米国は国策として中国との直行便の運航を取り
やめています。気まぐれなドナルド・トランプ政権ですか
ら今後の動きがどうなるかはわかりませんが、超党派で対

安部 トランプ政権が当初ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）
廃止に言及した際も、この地域の産業構造が変わるのでは
との指摘がありました。私どもダラス支店はメキシコも管
轄していますが、米国とメキシコを結ぶＧＶＣはすでに深
く根付いているという実感を持っています。
メキシコは全体の輸出額の３割強が自動車産業で、その
約 ％が北米向けです。日系企業もトヨタや日産自動車に
代表されるように約１１００社が進出していて、１万２千
人ぐらいが駐在しています。投資の額を見れば、やはり山
あり谷ありでしょうが、すでに巨大なシェアを取っている
ＧＶＣを変えることは相当難しいのではないかと私自身は
感じています。米中関係の行方がどうなるかはわかりませ
んが、同じようにすでに強い経済的な結びつきができあが
っているのが現状ではないでしょうか。
武内 その通りですね。コロナ禍のような危機が訪れると
ＧＶＣの脆弱性が指摘されますが、実際はつながっていた
ほうが安定するものなんです。アジアではアフターコロナ
の経済回復を見据えてＧＶＣのリカプリング（再結合）が
始まっています。新たに結びつきを強めたＧＶＣは経済再
始動のエンジンになるものです。そのときに米国が中国と
のデカプリングに拘泥してしまうと、アジア発の経済回復
に米国だけが乗り遅れるということになるのではないかと
危惧しています。そのあたりのことをまったく理解してい
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が、中国や東南アジアにもたくさんあります。これがまさ
にグローバルバリューチェーン（ＧＶＣ）です。そういう
部品を南部に届けるためには、まず羽田に運んで、ＪＡＬ
の旅客機を使った貨物便でダラスに持ってくるのが今は一
番効率的な物流になっているんですね。
安部 そうなりますね。毎日満載で来ていますから、やは
りそれだけのニーズがあるんですね。
武内 米国政府が中国との直行便を止めているのはコロナ
の感染拡大とは違う理由がありそうですから、感染拡大が
収まっても中国への直行便が再開されるのはかなり遅くな
る可能性があります。そうなると、今の羽田─ダラス線の
貨物需要はしばらく続くかもしれないですね。
安部 トランプ大統領が中国の航空会社の乗り入れを禁止
するといった噂のようなニュースが流れたときには、その
後に弊社のダラス便に中国向けの貨物予約が急に入り始め
ました。今まで取引していない会社からも入り始めたんで
す。米国も中国へ輸出している企業が数多く存在すること
が、そのときによくわかりました。
武内 そういう意味では、米国はいま中国とのデカップリ
ング（切り離し）を盛んに言っていますが、そんなことは
できるわけないと私は思っています。こうした話を日本企
業の方とすると納得いただけることが多いんですが、米国
人のほうがピンときていない人が多い印象があります。
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ない人が米国の大統領であることは困ったものです。

コロナ後の航空業界の見通しは？

線 の 約 ９ 割 、国 内 線 の 約 ７ 割 が 運 休 し て い る 状 況 で す 。
（注：６月時点のデータ）
武内 凄まじい落ち込み方ですね。
安部 こうした危機的な状況の真っ只中にありますが、我
々としては本社でもダラス支店のような現場レベルでもや
れることをやろうと努力しています。まずは航空会社とし
て、コロナ危機においても安全運航を徹底することです。
もちろん、貨物便であっても安全の確保という大前提を強
く再認識しています。それに加えて、感染防止対策にも万
全を期することを考えています。私ども社員が感染しない
こと、お客さまにも感染させないことです。それが利用者
の不安を取り除くことであって、公共交通機関としての使
命を果たすことでもあります。
そもそもコロナ感染拡大防止のために人の移動を減らす
必要があるので、運航を極力避けてきました。それから、
運航することで赤字が生じる状況であれば、運航を減らさ
なければなりません。そんな中で月間１１００便の貨物便
が飛んでいることは、唯一の救いになっています。こんな
状況ですから、本社レベルでも現時点においては今年度の
収入規模を見通せない状況になっています。今は費用や投
資削減、資金調達について全社レベルで取り組んでいます。
ダラス支店でも空港の着陸料や使用料の減額や猶予を依頼
したりすることで、経費削減に努めています。

依存度によっても考え方にかなり違いは出てくるのだとは
思いますが、まずは国内線主体に生き残り策を考えていか
なければならないのかもしれません。
武内 もともと航空会社にとって一番大事なことは安全の
確保であることは間違いありません。それにＪＡＬのよう
なフルサービスキャリア（ＦＳＣ）だと価格の前に快適性
が求められてきたのだと思います。それに加えて、今は感
染症対策が安全の確保に次いで二番目の優先事項として入
ってきたというわけですね。
安部 全体の需要が減ったとしても、航空会社としてお客
さまから選ばれなければならないと私は考えています。こ
れからも品質にこだわって、マイレージやラウンジなどの
サービスについても「ニュー・ノーマル」を意識した改善
を行って提供することが求められます。今後はそれをアラ
イアンス単位のネットワークでカバーしていくこともます
ます重要になっていくと思っています。単に安ければいい
という価値観よりも、質や信頼がより重要になるのではな
いでしょうか。
ポストコロナの時代は、衛生面でもしっかりとした取り
組みをしなければ生き残れないという意識は広く共有され
ています。誰もがコロナウイルスに感染したくはないです
からね。衛生に関しては、安かろう悪かろうという考え方
は成立しないだろうと思っています。空港会社なども同じ
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武内 いま羽田─ダラス線は貨物需要がある状況ですが、
当然ながら、ＪＡＬ全体としては非常に厳しい事態に直面
しています。短期的なものと同時に長期的な展望も含めて、
この危機にどう対応し、どういう戦略を描いていらっしゃ
るのでしょうか？
安部 コロナ危機への対応についてお話しする前に、事実
関係の整理をしておきます。４月 日に出た２０２０年３
月期の決算発表では、営業利益は１００６億円の黒字でし
た。この数字は、期初の目標だった１７００億円が１月
日に１４００億円まで下振れして、そこからさらに下がっ
た数字です。
コロナウイルス感染拡大によるお客さまの減少傾向は２
月まではほぼ中国線に限られていましたが、３月になると
国際線全体に広がっていきました。結果として、１─３月
期はあっという間に１９５億円の赤字になってしまいまし
た。２月末から３月末までの１カ月ちょっとの間で４００
億円下がることになったわけです。もちろん、短期間にこ
れだけ下がったことは私自身も経験したことがありませ
ん。いま国内線は少しずつ回復基調にありますが、国際線
はまったく思わしくない状況が続いています。現在は国際
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本来は、先ほど言いましたように、羽田空港の国際展開
等を軸にした中期計画の策定では明るい未来が描かれる予
定でした。訪日する外国人の数を見ても、２０１２年時点
で１千万人に満たなかったんです。それが政府の観光立国
をめざす国策もあって、２０１８年には３千万人を超えて
２０１９年も増加が続いていました。しかしこれだけコロ
ナの影響が甚大だと、正直なところ今はこれからの戦略を
立てようもないのが現状です。私自身は、市場のニーズや
経営環境変化を分析しながら将来の展望をしっかり描いて
いきたいと思っていますが、当然もがいていくことになる
のだろうと覚悟しています。
国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）が５月 日に航空需要の
予測を出しています。この基本的なシナリオで行くと、国
内線は割と早い回復基調にあって、
「２０２２年までには
昨年レベルの需要水準を回復するだろう」という言い方を
しています。ただし、国際線に関しては完全に回復するの
は２０２４年と予測しています。こうなるとあまりにも遠
い先の話になってしまいますから、非常に厳しくなります。
これでは航空会社のみならず、世界中の旅行業界全体が立
ち行かなくなるレベルです。
このＩＡＴＡの予測通りになるのであれば、先ほどの訪
日外国人数のように数で勝負していく時代は終わりを迎え
ることになるのかもしれません。このあたりは国際線への
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ラッグ・キャリアであるタイ国際航空も５月に経営破綻に
追い込まれましたし、アジアを中心に航空業界の再編もあ
りそうな気がするんですが、その辺はどのように見ていら
っしゃいますか。

業務需要の落ち込みを懸念
安部 個人的には入国制限などが撤廃されれば、時間は必
要でしょうが、観光需要は回復すると思います。観光は人
間の根本的な欲求に根ざしているところがあります。誰も
が休暇で息抜きをしたいですし、国際交流は人と人とが対
面で触れ合うことでしか構築できないものです。ですから、
いずれ需要は戻るのだと思います。ＬＣＣの経営がうまく
いかなくなることがあるとすれば、それぞれの航空会社を
どのような資金が支えているのかに影響されることになる
のではないでしょうか。
私がむしろ懸念しているのは、業務（ビジネス）需要の
ほうです。仕事においても、現地に足を運んで取引先と顔
を合わせることが信頼を得るためにも必要だと私は思いま
す。けれども、今回の危機を契機にオンラインでのコミュ
ニケーションが一気に浸透しつつあって、その有効性が世
界中で理解された面があります。今日のインタビューもま
さにオンライン会議システムを利用しているわけですが、
場所が離れていてもオンラインで営業できると考える人は

ですから、それがなくても生きられるかもしれませんが、
それなくして人間はなかなか生きる価値を見出せません。
なので、観光需要は早晩戻ってくると思いますが、そうい
う人たちがかなり安い値段で移動できていたのはビジネス
客が高めの値段を払ってビジネスクラスに乗っていたから
です。
そこが戻ってこないとなると、観光需要にもマイナスの
影響が出てしまうのではないでしょうか。ウォーレン・バ
フ ェ ッ ト 氏 が 率 い る 世 界 最 大 の 投 資 持 株 会 社「 バ ー ク シ
ャー・ハサウェイ」が、保有していた米国航空会社４社の
株 式 を す べ て 売 却 し た こ と が 話 題 に な り ま し た 。プ ラ イ
ベートな需要は戻るかもしれないけど業務需要は戻らない
から、航空会社のビジネスモデルは転換が求められるとい
うことでしょう。航空業界にビジネスモデルの転換が必要
なのであれば、今後はどういった方向性が望ましいのでし
ょうか。安部さんはどのようにお考えでしょうか。
安部 お客様にとって利便性が高いサービスを突き詰めて
いくと、移動時間の短縮がより求められるようになるかも
しれません。あまり乗り継ぎがたいへんなのは好まれない
ので、直行便がより重視されるのだと思います。
繰り返しになりますが、私は羽田─ダラス線は次の時代
の航空業界を担う土壌があると考えています。日米のハブ
空港間を運航していますから、ここから多くの都市へ乗り
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で、ＤＦＷ空港でも最近では１時間に１度は手すりやカウ
ンターを拭いています。過剰かなと思えるくらい清掃して
除菌しているんです。
武内 航空需要がコロナ前の水準に戻るのは４年後の２０
２４年ではないかという予測は、先日ダラス連邦準備銀行
総裁のロバート・カプランさんも同じようなことを言って
いました。航空会社が向こう４年間生き延びられれば、再
び成長軌道に乗るということです。逆にいえば、４年間耐
えることができるかどうかが航空会社の経営の分かれ目に
なるのではないでしょうか。
日本にはＪＡＬとＡＮＡ（全日本空輸）の二大航空会社
がありますが、どちらも財務的には他国の航空会社に比べ
て健全な状況です。それに対して、アジアの航空業界を見
渡すと、これから格安航空会社（ＬＣＣ）は厳しい局面を
迎えるのではないかと思います。コロナ前はＬＣＣにとて
も勢いがありました。たとえば、韓国のＬＣＣの路線をつ
ぶさに見ていたら、聞いたこともないような韓国の地方都
市と日本の地方都市を結ぶ路線を飛ばしているんです。そ
こに需要があったわけです。その一方で、韓国の航空業界
はＦＳＣのアシアナ航空の経営がコロナ前からかなり脆弱
でした。コロナ危機でＬＣＣ各社も厳しい経営状況になっ
ています。ＬＣＣが乱立気味だった韓国では、大韓航空以
外は淘汰されるという可能性もあると思います。タイのフ

増えて行くのではないでしょうか。今後景気後退が長引け
ば、企業は経費の削減を考えます。感染予防の観点からも
従業員を海外に行かせることを極力減らそうとするのであ
れば、以前のようなスタイルでの出張は減っていくと懸念
しています。業務需要の減少は一時的なインパクトではな
い気がしています。
いま航空会社はＦＳＣ、それにＬＣＣ、そして地域ネッ
トワークを支えているリージョナルジェットの三つに分類
されています。このうちＦＳＣは、主に国際線の業務出張
で利用される高単価の運賃が最大の収益源になっています。
なので、回復しないとなると一番痛いわけです。今後、回
復が見込めない状況が続くのであれば、航空機の売却や返
却、ダウンサイジングや路線の減少などの規模の縮小がな
されるのかもしれません。それでもダメならば、国有化や
統合、買収、最終的には破綻というステージまでいってし
まう航空会社が出てもおかしくありません。
武内 確かに、ビジネス客を囲い込んで、ファーストクラ
スやビジネスクラスの収益でエコノミークラスを安くする
のが航空会社のビジネスモデルでした。結局、業務需要が
戻らなければ、そのビジネスモデルも通用しなくなります。
そこは私も心配をしているところです。いま安部さんがお
っしゃったように、移動して、人と会って、景色を楽しみ、
おいしいものに舌鼓を打つ──こうしたことは人生の喜び

インタビュー

武内 ７８７は革命的な飛行機ですね。かつては長距離を
飛ぶためには航空燃料をたくさん載せる必要がありまし
た。航空燃料は主翼に入っていますから、長距離を飛ぶ飛
行機は主翼が大きくなければなりませんでした。そうする
と胴体も大きくする必要があって、それでできたのがボー
イング７４７というジャンボ機ですよね。７８７は炭素繊
維を使って機体を軽くすることで燃費効率を上げて、少な
い燃料で長距離を飛べるようになりました。その結果、主
翼が小さい中型機も長距離路線に投入できるようになり、
需要が比較的少ない長距離路線でも直行便を飛ばせるよう
になったことは画期的でした。今後もこの流れは加速する
のでしょうか？
安部 今エアバスＡ３５０のような航続距離がより長い航
空機や、Ａ３２１ＸＬＲという７８７よりも小さくて中長
距離を飛ばせる機種も出てきています。さらに言えば、速
度を上げて時間を短縮させるための投資も必要なのだと思

乗りのエンブラエル１９０は、機体は小さいのに、中に入
るとスペースが広いように感じられて、とても快適です。
ジェイエアのビジネスモデルは、アフターコロナのニュー・
ノーマルに合っていると思うんです。先ほどオンライン会
議の話が出ましたが、オンラインで大概のことができるの
であれば何でもかんでも東京にオフィスを置いておく必要
はありません。地方に本社を移してもいいし、本社に準ず
るようなかなり大きな支社を置くという発想も出てきやす
くなるのではないでしょうか。コロナ禍の影響で、日本の
悪名高いハンコ文化も変わろうとしています。印鑑をもら
うためだけに東京へ出張するようなことはもう止めようと
いうのが主流になると思います。
ＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）メディアラボのデー
タサイエンティストであるアレックス・ペントランド氏が
）という本があり
書いた『社会物理学』
（ Social Physics
ます。この本で特におもしろいと思ったのは組織が最大限
のパフォーマンスを発揮するためには、個々人の能力より
も個人をつなぐネットワークのほうが大事だと結論付けて
いる点です。このことは企業のような組織だけではなくて、
国の経済についても言えると思うんです。それぞれの都市
や地域が点として活性化することも必要ですが、日本経済
全体の活性化のためには、個々の都市や地域をつなぐネッ
トワークのほうがより大事になるのではないでしょうか。

います。利便性を追求し、やはり速く移動できることは、
航空会社には求められ続けることになるのだと思います。
武内 いま直行便がより重視されるかもしれないというお
話がありました。日本の国内線だと大体の路線が羽田に集
中していて、どこへ行くにも羽田で乗り換えるのが主にな
っています。けれども、都市と都市を直接結ぶ需要がこれ
からは増えるかもしれませんね。
私は毎年６月から７月にかけて、サザンメソジスト大学
（ＳＭＵ）のサマープログラムを関西学院大学で行っている
ので、関西に滞在しています。父の菩提寺が宮崎県の延岡
にあるので、毎年お墓参りのためにＪＡＬの大阪（伊丹）
─
宮崎線に乗ります。この路線は伊丹空港をベースにリージ
ョナルジェットで国内線を運航するジェイエアによって運
航されています。安部さんは、ダラス支店にいらっしゃる
前はジェイエアで企画部長をなさっていました。私は、ジ
ェイエアはとてもおもしろい航空会社だと思っているんで
す。今後その役割が改めて見直されてくるのではないかと
も考えています。ご紹介いただけますでしょうか。
安部 ジェイエアはＪＡＬが１００％出資しているグルー
プ航空会社で、伊丹空港をベースに地方のネットワークを
担っています。ＪＡＬ便名で 人乗りと 人乗りのエンブ
ラエル 機を運航しています。私自身ダラスに来る前の２
０１５年まで約４年半勤務していました。創立は１９９６
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地方と地方を直接つなぐ

年で、ＢＡｅジェットストリーム という 人乗りのプロ
ペラ機からスタートしました。２０２０年４月現在、 地
点、 路線に１日２２０便が運航されています。ＪＡＬの
国内線の約３割は今ジェイエアで運航しています。
ジェイエア創設の狙いとしては、地方の活性化に尽力し
たいという想いがありました。地方活性化には交通インフ
ラの整備が不可欠です。それを支えるのがフットワークが
軽くて運航コストが低廉な航空会社だと私は思っています。
私は企画部にいたので、いろいろな地方都市に出張で行く
機会がありました。今でも覚えていますが、町の中心部を
ちょっと外れると商店街はシャッター街になってしまって
いて、昼でも歩いている人が全然いないようなところがと
にかく多いんです。急激な高齢化と若者人口の流出がここ
まで深刻なのかと、愕然とする思いがしました。
当時国内線、特に地方路線は不採算路線ばかりになって
いました。極端に言えば、東京を筆頭に五大都市だけが発
展して、それらの都市を結ぶ路線だけで利益を上げていく
モデルが固定されつつありました。けれども、それでは航
空会社にとっても未来がまったくないわけです。地方が元
気になることを本気で応援しようと思えば、大事な公共イ
ンフラを中長期的に育成していくことこそが、地方創生の
芯になるべきだとずっと考えてきました。
武内 エンブラエルは私も大好きな飛行機です。特に 人
26
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継ぐことができます。また、この路線ではボーイング７８
７という中型機で運航しているので、採算を取りやすくな
っています。新しい飛行機にもきちんと投資を行うことで、
ダウンサイジングをした燃費の良い小・中型機で機材を構
成していくことは重要になってくると思います。

インタビュー
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た。彼らを無事救出することができたときは、当時の山村
毅社長と抱き合って心底喜んだ記憶があります。
震災直後は東北のすべての空港が閉鎖になりましたが、
現地の状況を確認すると、山形空港だけは滑走路とターミ
ナルにも異常がなくて、翌朝再開できそうだという情報が
入りました。そして翌朝までに航空機と乗員を確保して、
発着枠の確保も進めました。こうして翌日午前 時には現
地にいるお客さまのための救援機を運航することができま
した。過去の大きな震災のときもそうでしたが、鉄道も高
速道路もすぐに利用できないようなときには、航空の足は
貴重なインフラとして大事な役割を果たすことになります。
実はそのとき、山形空港にはまだ電気が来ていなくて、
チェックインシステムが作動していなかったのです。予約
や発券の情報をまったくシステムで見られない状況でした。
着の身着のままで空港に逃げ着いた人もいたので、航空券
や現金を持っていないお客さまも当然たくさんいました。
けれども、後日回収できるかできないかは別にして、伊丹
空港到着後に申し出ていただくことにして、そのときは航
空券のないお客さまにも全員お乗りいただきました。
武内 官僚主義的なマニュアル重視の接客では、こうした
判断はできないですよね。
「料金後払い」の額は相当な額
だったと思うのですが、運賃は回収できたのですか。
安部 全員のお客さまが料金を支払ってくださいました。
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ハブ＆スポークですべて一回東京に集めるのではなくて、
地方と地方を直接つなぐ発想が必要になるわけです。そう
いう意味では地方と地方をエンブラエルのような小さな飛
行機で直接結ぶジェイエアには、地方の公共インフラの核
として日本経済を支える柱になる可能性を感じます。

武内 いま航空業界は前代未聞の事態に直面していますが、
２０１１年３月 日に起こった東日本大震災も未曾有の危
機でした。安部さんは当時、東北に臨時便を飛ばすための
陣頭指揮を取っていたそうですが、そのときの経験をお話
しいただけますか？
安部 ３月 日は、私は伊丹のオフィスにいました。金曜
日でしたから午後３時の会議を終えたら東京に戻る予定で
したが、そのときに地震が発生します。三陸沖が震源地だ
という情報はすぐに入りましたが、真っ先に心配したのは
ダイヤ上、仙台空港に駐機中の飛行機があることでした。
すぐに調べてみると、機体整備のために約２時間遅れで出
発していたために、まだ仙台空港に向かって飛行中でした。
そのとき、
「着陸できない。これから伊丹に引き返す」と
受信がありました。仙台空港に津波が押し寄せてきたのは
そ の 受 信 の す ぐ 後 で 、こ れ に は ゾ ッ と し ま し た 。そ れ か
ら、仙台空港の近くに翌朝の便のクルーが泊まっていまし

でしたが、あのときは本当に貴重なインフラでしたから、
弊社はこの二つの空港を使ってできる限り臨時便を運航す
る計画をつくりました。多くのお客さまが山形空港や花巻
空港まで行けば何とかなると思ってくださっていましたか
ら、お客さまの期待に応えなければならないという使命が
ありました。慌ただしい日々が続きましたが、社内の気持
ちは一つだったと思います。
毎日のように状況が変わるなかで、とにかく現地の体制
を調整して機材と乗員繰りのパターンをつなげていくこと
に追われました。社内は本当に連日大混乱で、深夜まで残
業が続きました。毎日、調整を行って運航する便を発表す
るのですが、しばらくは 分で満席になってしまう状況で
した。結局、震災後のＪＡＬグループの東北での臨時便は
半年間で約３０００便に達しました。そのうちの１９００
便以上が、ジェイエアの便でした。
ＪＡＬグループは「お客さまに最高のサービスを提供し、
社会の進歩発展に貢献する」という企業理念を掲げていま
す。社員一人ひとりがその意味を理解して、地域とのつな
がりをとても大切にしています。日頃からお客様の視点に
立って、少しでも喜んでいただけることはないのか、ある
いは社会や地域のためにできることはないのか──それを
考えることができる人財を育成していくことがコロナ危機
以後も重要であることは間違いないだろうと思います。
10

11

東日本大震災後のＪＡＬグループの奮闘

どこのどなたであるのかきちんと確認したわけではありま
せんから、踏み倒すことはいくらでも可能でしたが、そう
いう方は一人もいらっしゃいませんでした。
もちろん弊社にはルールや規則がありますが、サービス
に関しては客室でも空港でも営業でもマニュアルというも
のはないんです。現場では毎日様々なことが起こりますか
ら、イレギュラーな場面にも遭遇します。その際お客さま
に「サービスがいいな」と思っていただけるかどうかは、
マニュアルではなくて、社員一人ひとりの心とチームワー
クにかかってきます。そのベースとなるものはＪＡＬの哲
学です。簡単に言ってしまえば、人間として何が正しいか
を判断する能力、そして相手を思いやる心、感謝を大切に
して謙虚な気持ちで他者と接する態度です。これは日本の
「おもてなし」の精神につながってくると思うんです。会
社にとっては社員が一番の財産で、それが強みにつながる
と信じています。
武内 ＪＡＬでは「人材」を「人財」と書きますが、
「お
もてなし」の精神を体現する人財の育成こそを重視されて
いるわけですね。
安部 東日本大震災直後の話に戻りますが、山形空港が開
いた５日後には花巻空港も開きました。偶然ですが、当時
どちらもＪＡＬグループしか就航していない空港でした。
地方空港ですから普段は限られた運航しかされていません

インタビュー
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「ニューノーマル」でモビリティの重要性は増す
武内 ＪＡＬからは、今年はコロナ禍の影響で残念ながら
中止となってしまいましたが、ＳＭＵが関西学院大学で毎
年夏に開講している SMU-in-Japan Summer Internationにも多大なご支援をいただいており
al Studies Program
ます。このプログラムの意義についてお話ししたときに、
安部さんが「米国をはじめ世界中に日本ファンの『人財』
を育てることが大事だ」とおっしゃったことがありました。
安部 ダラスでは、よく企業市民という言葉が使われます
よね。我々はこの街に拠点を置いて生活して商売をさせて
いただいていますから、まずはダラスがより良い地域にな
るようにできる限り貢献したいと考えています。それと同
時に、日本のことをよく知ってほしいという思いがあるん
です。私自身もテキサスでは様々な日米交流イベントに携
わる機会をいただきました。フェスティバルなどに参加す
ると本当に毎回感動します。ダラスにも日本の文化に関心
を持っている若い人がたくさんいます。その一方で、日本、
中国、韓国の区別すらつかない人もたくさんいます。やっ
ぱり文化交流の大切さを痛感しています。相手の国の文化
や価値観を共有できない国や人同士では、やはり些細なこ
とでも誤解が生じやすいところがありますからね。
大きな視点で言えば、相互理解こそが経済成長にも結び

なってほしいと願っています。
安部さんから分断という言葉が出ましたが、いま米国で
は黒人に対する人種差別をはじめとして分断の影響が吹き
出してきています。これは今に始まったことではなくて、
米国の分断は常に問題であり続けてきました。けれども、
曲がりなりにも歴代の大統領は分断を修復しようとしてき
ました。トランプ氏のように、大統領自らが分断を煽るよ
うなことはありませんでした。トランプ氏が分断を煽るの
は、そのほうが大統領再選の確率が高くなると思っている
からです。これは「利他」の精神とは対極にある行動です。
選挙で勝つには有効な戦略なのかもしれませんが、結果と
して社会の分断がさらに進んで、いま米国の市民社会が壊
れつつあると危惧しています。やはり市民社会の基本は、
人と人とのつながり、すなわちネットワークです。人と人
とがつながったときに、相手のことを思いやって自分に何
ができるかを考えるという「おもてなし」の精神を実践す
ることができます。
しかし、コロナの時代では人と人との密なコミュニケー
ションをなるべく避けなければなりません。そこが難しい
ところですが、新しい関係を築くためには実際に会ってみ
ないとわからないところがあります。オンラインでのコミ
ュニケーションは、既存のネットワークを維持するには有
効ですが、新しいネットワークの構築には不向きです。ネッ

つくし、さらには世界の融和にもつながっていくというの
が私の信条です。心配しているのはコロナ危機の影響で、
景気が落ち込むのではないかと指摘されていることです。
不景気になると、社会に分断を生みやすいところがありま
す。感染防止のために人と人との交流をなるべく減らすこ
とが求められてはいますが、やはり人と人との国際交流や
草の根の活動を縮小させないことが大事だろうと思います。
まさにここが正念場だと私は感じています。
では、ＳＭＵの
武内 関学での SMU-in-Japan Program
学生たちはＪＡＬを利用して日本に行きます。米国の大学
生は旅慣れていないので不手際が多く、ＪＡＬのサポート
にはたいへん感謝しています。ＪＡＬに乗って日本に行く
ようにしているのは、 “World Changers Shaped Here”
というモットーを掲げるＳＭＵの学生たちに、ＪＡＬの哲
学が詰まった「おもてなし」の精神を体験してほしいから
です。日本では「グローバル教育」をめぐる議論が花盛り
ですが、世界で一番グローバル教育が必要なのは米国の大
学生だと私はいつも言っているんです。関学のスクールモ
（奉仕のための練達）で
ットーは “Mastery for Service”
す。それはまさしく、人間として何が正しいかを判断し、
相手を思いやり、感謝を大切にして謙虚な気持ちで人と接
するということです。将来を担う学生たちには、ＳＭＵと
関学とＪＡＬが共有している哲学を身につけた「人財」に

トワークの質を上げるには、オンラインだけでは限界があ
ります。経済にしても企業にしても、大事なのは個々人の
能力よりも人と人とをつなぐネットワークです。そのため
にも、早くコロナが終息してくれることを願うばかりです。
モビリティを失った人類の行き着く先はネットワークの縮
小再生産です。逆に、コロナ終息後の「ニュー・ニュー・
ノーマル」では、オンラインを活用しながら、モビリティ
の高い「人財」がネットワークの拡大再生産のために飛行
機に乗って移動する需要は格段に増えるのではないかと思
（終）
っています。 
新刊紹介



五百旗頭 薫著

『
〈嘘〉の政治史 ──生真面目な社会の不真面目
な政治』

政治に嘘はつきものであるが、嘘に
もさまざまな種類がある。本書では、
「必死の嘘」「横着な嘘」「誘いの嘘」
など政治にまつまわるさまざまな嘘が
登場する。中でも政党政治と嘘の関係
についての言及が興味深い。野党が生
き延びて発展するためには嘘が求めら
れることがある。第Ⅲ部「野党 存続の条件」では、その構図を犬
養毅と安達謙蔵を軸に近代の政党政治の歴史を展望することで辿っ
ていく。
「フェイクニュース」が世界中を駆け巡り、実際の政治に強い影響
を持ち得る今こそ「必要な嘘」「有害な嘘」を見分けるリテラシー
が求められているのではないか。  中公選書（本体１５００＋税）
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