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【航空・宇宙特集】航空関連産業 

 
欧米およびインドにおける格安航空(LCC)業界の状況 

―欧米ではビジネス客をターゲットに引き続き増加、インドでも大幅増の見通し― 

 
1. はじめに 
 
格安航空会社、またはローコストキャリア(LCC)と呼ばれる航空会社のグループが、世
界の幾つかの地域で急速に成長し続けている。LCCは通常、シンプルそれゆえ低コストの
運航によって、定期運航の大手航空会社よりも低価格を目指している。LCCは多くの場合、
単一機種を使用し、ハブ空港を基地とした高密度のネットワーク運航ではなく特定の地点

間の飛行に焦点を絞り、 乗客へのアメニティ（快適設備）を殆ど提供しない。最初の LCC
が設立されて以降、LCC は通常「ノーフリル（機内外のサービスの簡略化）」で、レジャ
ー市場をターゲットとしてきた。 
しかし最近では、成長の鈍化や高コストに対処するために LCC は苦しみ、競争が激化

している産業となっているので、幾つかの LCC は、ノーフリル・ビジネスモデルから離
れて、ビジネストリップ（旅行）の市場により適した、ハイブリッドな低価格だが幾つか

のサービスがあるアプローチにシフトしている。 
 
なお、タイトルに示した 3地域を紹介する前に、アジア太平洋航空センターのウェブサ
イトの LCC に関する頁 1 を紹介する。ここでは例えば、欧州および米国の業界に的を絞
った有用な考察やコメントが掲載されている月刊ピーナッツ・ニュースレターの 2007年 9
月版などが入手できる。 
 
 
2. 米国 
 
米国の航空業界は非常に競争的な業界である。サウスウエスト航空、ジェットブルー航

空、エアートラン航空のような低コストの航空会社が拡大している。これら航空会社の米

国国内の市場シェアは、2000年には 20％であったが、2006年末で 3分の 1を占めるに至
っている。低コスト国内線航空は、アメリカン航空、ユナイテッド航空、デルタ航空、コ

ンチネンタル航空、USエアウェイといった大規模な定期運航の航空会社からビジネス（乗
客）を奪い続けているため、アナリスト達はこの傾向は続くと予測している。既存の大手

航空会社は、現在国内路線の約 4分の 3で、LCCと競合している。歴史的に LCCは主に
レジャー市場での要求に答えてきたが、苦闘する米国経済におけるコスト増の渦中で、彼

らは現在、収益を押し上げるため、ビジネス客に対して、成長の新たな機会を求めている。

                                                 
1 http://www.centreforaviation.com/hub/product_info.php?cPath=1&products_id=11  
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例えば、サウスウエスト航空の乗客の半分やジェットブルー航空の顧客の 75％は、現在、
ビジネス客のカテゴリーに含まれる。  
.  

LCCはビジネス客が多い路線の運航数を増加させており、ビジネス客を積極的に取り込
むために飛行機への投資を行っている。多くの LCC は、さらに利益率の高いビジネス旅
客市場で大きなシェアを獲得するためのサービスへの投資を行っている。例えば、ジェッ

トブルー航空は、足下の広いことにより多くを支払う意思のあるビジネス客を引きつける

ため、機内の座席配置の強化を検討している。サウスウエスト航空とジェットブルー航空

は、スケジュールを変更するビジネス客にアピールするために、（スケジュールを変更した

際に）全面が払い戻し可能な料金を提示している。両社はさらに今年中に、飛行中のイン

ターネットへのアクセスが可能とすることも計画している。 
 
米国と欧州間のオープンスカイ合意は、法手続的な承認を待っているが、これにより米

国を拠点とする LCC への海外からの投資の増加が期待される。このオープンスカイ合意
は、2007 年 4 月に署名が交わされ、欧米の全ての航空会社が、欧州と米国のいかなる都
市間を飛行できるというものである。ドイツのルフトハンザ航空は最近ジェットブルー航

空の 19％の所有権を取得した。同社の社長は、ジェットブルー航空への投資を「戦略的合
意による財政投資」と述べた。この合意は、LCCのハブ空港―ニューヨークのジェットブ
ルー航空やアトランタのエアートラン航空など―を持つ米国拠点の LCC が、そのうちに
国際的なハブ空港を持つことが期待される。 
 
 
3. 欧州 
 

LCC は欧州域内の航空交通において現在もっとも成長の著しい部門であり、2015 年ま
でに欧州内の航空交通全体のうち半分のシェアを占めるようになると多くのアナリストが

予測している。欧州の LCC 各社もまた米国と同様に、ターゲットを次第にビジネス市場
に広げており、現在では欧州を飛行機で移動するビジネス旅行者のうち 8人に 1人が LCC
を利用しているという。ビジネス客を取り込もうとする動きは LCC のビジネスモデルに
変化を生じさせ、これまでフルサービス・キャリア 2 でしか提供されていなかったロイヤ
ルティ・スキーム 3 やマイレージ・サービス、機内や空港でのより充実したサービスなど、
ビジネス客のニーズに合わせたサービスが多くの LCC 企業によって提供されるようにな
っている。また多くの LCC 企業では、コストの増加を運賃にそのまま上乗せするのでは
なく、運賃の値上げは最低限に抑えて、手荷物の預かりなどの追加サービスの料金を引き

                                                 
2 フルサービス・キャリア： 格安航空会社がローコスト・キャリア(LCC)と呼ばれるのに対して、座席の種類
や様々なサービス、また飲食物などの機内サービスなどを持つ従来型の航空会社がフルサービス・キャリア

(full service carrier)、あるいは legacy carrierなどと呼ばれる。 
3 ロイヤルティ・スキーム： ポイントサービスなどを取り入れて、ロイヤルティ（忠誠度）の高い顧客（商品
を繰り返し購入し、他人にも推奨するなど企業に貢献する顧客）を獲得する戦略。 
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上げることによって収益をあげている。このようなサービスは、ほとんどのビジネス客に

とって必要のないものである。 
.  
現在、欧州でもっとも成功している大手 LCC のひとつである英国のイージージェット

は、これまでレジャー旅行市場を主軸として事業を発展させてきたが、現在は、ほかの格

安航空会社と同様にビジネス旅行部門における可能性を追求している。就航路線における

同社のシェアは、欧州のビジネス市場の約 5%を占める。ビジネス旅行市場に進出するに
あたり、同社は、運賃の確認や月間データの追跡などができる企業間ポータルを設置した。

また最近、ブリティッシュ・エアウェイズ（英国航空）の子会社の格安航空会社である

GB エアウェイズを買収し、マンチェスター空港の利用権を得たほか、ロンドン・ガトウ
ィック空港の利用枠も増加した。同社はまた、フランスへの業務の拡大をめざし、同国に

拠点を増やすために投資している。フランスにおける LCC の浸透度は、欧州の平均と比
べて半分程度である。イージージェットによれば、フランスに潜在する LCC にとっての
大きな可能性は、サルコジ大統領の新政府が従来の大きな障壁を取り除けばすぐに実現さ

れるという。欧州のもう一つの大手 LCC であるフライビーもまた、イージージェットと
同様にフランス市場の持つ可能性に目を向けており、フランスに拠点を増やすため投資を

行う予定である。 
 
しかし一方で、燃料価格の記録的な高騰や航空運賃の下落による影響も大きく、LCC企

業の中にはこれらが原因で純損失が増加しているものもある。スペインの格安航空会社で

あるブエリング(Vueling)は、2008年の純損失を 5,770万ユーロになると見積もっている。
これは、同社の 2006年の損失額、1,080万ユーロと比べて非常に大きな増加である。スペ
インでは航空市場で競争が激化していることから、航空会社が一回のフライトから得られ

る利益が 8.4%低下している。このような状況から、ブエリングがライバル社のクリックエ
ア(Clickair)と合併するかもしれないという憶測も流れている。また、ドイツのルフトハン
ザは、LCC を収益性の高いニッチ市場 4 であると見ている。同社は旅行会社グループの
TUI と共同で新しい会社を設立してこの分野に参入し、ドイツにおける LCC の最大手で
あるエアベルリンに対抗するという。エアベルリンは最近、ライバルであったコンドル航

空(Condor Fluegdienst)および LTUと合併し、ドイツで最大の LCC企業となった。 
 
 
4. インド 
 
旅行に関する情報を web 上に掲載している TravelBizMonitor.com5 の統計によれば、

インドでは、過去 3年間で民間の航空交通の利用がほかの移動手段（鉄道および道路交通）

                                                 
4 ニッチ市場：需要の規模が小さいため既存の商品やサービスでカバーされていない市場分野のこと。「隙間
（すきま）市場」とも呼ばれる。 

5 http://www.travelbizmonitor.com/PrintArticle.aspx?sid=1&aid=2290 
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を上回り、国内線旅客機の乗客が年に約 50%のペースで増加しているという。インドで最
初の LCC企業は 2003年に設立されたエアデッカン(Air Deccan)であったが、その後この
部門は急速に成長している。シティコープ 6 の最近の報告書によれば、これらの低価格な
航空会社が、2010 年までに航空業界全体の 50%のシェアを占めるようになるという。ま
た 2008年 2月 3日に Economic Times誌に掲載された記事 7 によれば、インドの LCC
各社は、現在、エアバスやボーイングなどの航空機メーカーに対して計 250機近い飛行機
を発注しているという。この数字には、Indio社の注文した 100機（約 60億ドル相当）、
GoAir 社の 41 機、エアデッカンの 90 機が含まれる。これらの新しい機体の導入により
LCCの旅客輸送能力は大幅に向上し、その増加量はフルサービス・キャリアの計画してい
る旅客輸送能力の増加を大きく上回ることになる。これまで LCC は、大都市圏の非常に
混雑した航空路線で、フルサービス・キャリアとの競争の中で利益を上げてきた。しかし

この記事では、旅客輸送業界が次のステップへ進むためには大都市圏以外での魅力的なサ

ービスや割引、および小都市における増便を LCC が実施していく必要があるという、ス
パイスジェット(SpiceJet)の CEOのコメントを紹介している。 
 
アジア太平洋航空センター(Centre for Asia Pacific Aviation：CAPA)の発行する

Monthly Essential Indiaの 2007年 6月号 8に は、興味深い情報が掲載されている。冒
頭記事の「インドの LCCの未来には何があるのか(What does the future hold for India’s 
LCCs)」は、6月にムンバイで開かれた同センターの年次集会の内容に関するものである。
この記事によれば、航空業界全体としては増大する損失や成長の停滞に直面しており、ま

た LCCの成長も最近は減速傾向にあるものの、LCC産業の未来は明るく、2010年までに
インド国内の旅客輸送量のうち 70%を占めるようになる可能性があるという。この記事で
はまた、市場の統合が進むことにより、収益性を維持することが可能になると予測してい

る。スパイスジェットによれば、国内市場における問題は国際線に参入することにより、

ある程度埋め合わせが可能かもしれないという 9。Monthly Essential India 6月号にはま
た、14～35 ページにかけて LCC とフルサービス・キャリアの両方に対する最近の投資、
および今後予定されている投資計画についての詳細が掲載されている。 

 
翻訳：桑原 未知子、翻訳・編集：林 欣吾 

（出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 
 

                                                 
6 シティコープ： シティバンク(citibank)などを傘下にもつ米国の銀行持株会社。 
7 http://economictimes.indiatimes.com/ での “Budget airlines eye non-metros cities for expansion”の記事 
8 Webサイト http://www.centreforaviation.com/hub/product_info.php?cPath=1&products_id=151 の
「Download sample」をクリックすることでダウンロード可能。 
9 http://indiaaviation.aero/news/airline/7747/59/SpiceJet-to-launch-international-operations-by-2010 を参照。 


