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「LCC ビジネスモデル」の視点から
「LCC vs NWC」の様相を検証し展望する
― オープンスカイの潮流と航空輸送の業態考察を通して ―
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World-wide tidal wave of Open Sky has created an opportunity for NWC（Network Carriers）to organize global alliance and
expand their global reach to the world market. In this context, LCC（Low Cost Carriers）are often grasped and argued as
competitive issues between both airline businesses. This study tries to reveal fundamental difference between two airline
structures, by clarifying concept of“LCC Business Model”
. Then, this study further reveals that such fundamental difference
would urge them to coexist as newly born airline infrastructure and contribute to social surplus by way of new demand for low
fare and Point-to-Point network produced by LCCs. Finally, this study observes and examines LCCs being transformed to NWC
in the US market, and penetrates possible transformation and prospect of LCCs in other market. This study would expectedly
contribute to conception of Japan Open Sky policy to come.
キーワード：オープンスカイの潮流、LCC、インターライン、ポイント・ツー・ポイントのネットワーク
Keywords：tidal wave of Open Sky, LCC, Interlining, Point-to-Point network
１．はじめに（研究の背景と仮説）

り、人の移動ニーズに対応するネット

空輸送を必要とした社会と平仄を合わせ

訪日外客の増加が目覚ましい。2015年

ワークの整備は国の管理から、企業努力

発展してきた従来の航空（NWC）が、そ

度の訪日外客数は1,974万人（JNTO報道

で実現する段階に来ている。この航空の

もそも対応出来なかった市場が顕在化し

資料

新たな潮目に Low Cost を事業基盤にし

てきたこと、別言すれば小都市・小需要

2016年１月19日）で日本人の海外
法務省出入国管理

て低運賃で市場を席巻する LCC（Low

市場など不採算とされた市場が NWC に

局2015）を45年ぶりに上回った。訪日外

Cost Carrier）と呼ばれる新種の航空輸

代わって合理的なビジネスの対象になっ

客の経済効果については、2015年の外客

送が、新たな需要喚起材となっている。

ていることがある。本稿では、上述実際

旅行消費額は約３兆５千億円で前年より

LCCにより誘発される新たな需要が市場

的な経済効果も視野に、今後の日本の

一気に１兆２千億円もの増額である（前

を拡大し、社会の総余剰を増進すること

オープンスカイ政策に有意な視点を提起

掲 JNTO 報道）。又、外客消費額の40％

が経済学等の視点からも研究されてい

することも含意に位置付けたい。

強は中国人客によるもので台湾、韓国は

る。

渡航者数（1,621万人

それぞれ15％、8.7％を占め、中国、台湾、

本稿では、新たな需要を誘発してきた

２．研究の意義、目的と研究の方法

韓国を含むアジアからの訪日による外客

LCC は 既 存 の 大 手 航 空 会 社（NWC,

LCCの研究では、経済学や経営学の視

消費額の合計は全体の81.5％に達する。

Network Carrier）との競争面で捉えら

点でコスト競争力や収益性の分析、市場

アジア、近隣諸国との人の交流は経済の

れることが多いが、LCCビジネスモデル

動向の検証など LCC と NWC を対比し両

面でも看過出来ないことが分かる。これ

（以下 LCC モデル）は本来 NWC とは事

者の競合関係を前提に進める研究が多

ら人の交流や経済効果をもたらす交通イ

業基盤（業態）の異なる異種の航空事業

い。本稿では、航空産業における枠組み

ンフラとして利用されるのは訪日、海外

であり、両者がカニバライズ（喰い合い）

や動向に係る国際航空公法の知見を基底

渡航共に99.1％が航空である（法務省出

することなく共存する航空インフラであ

に、航空産業論のディシプリンの視点で

入国管理統計2014）。以上、本稿の底流に

ことを仮説として検証する。仮説の検証

航空輸送の業態を考察し、LCC が NWC

ある研究背景に係る事象として記述し

動機には、LCC と NWC が競合するもの

の空白市場（White Spot）を補完し市場

た。

との捉えではLCCモデルが提起する新た

で共存する関係にあることを考察するこ

人の往来を担う航空の制度的規制緩和

な市場（消費者嗜好）や産業の研究糸口

とで、LCCモデルが提起する新たな消費

は世界的なオープンスカイの潮流とな

を塞ぐことになるという問題意識と、航

者市場（嗜好）に対応する航空インフラ
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のパラダイムシフトについての理論研究

できるのではないかと考える。

の政策提言を示す体系立った研究であ

一方、LCCが市場に登場して45年以上

る。戸崎（1995（４））では交通システムの

以上の文脈において、LCC と NWC の

が経つ北米市場では、LCCの変容（NWC

研究に原点を置き、性急な規制緩和の推

コストやネットワークに根本的な違いを

化）による両者の競合が進んでいる。
LCC

進に長期的視点から
（不採算路線の整理、

導く運航構造の分析を通して、LCCモデ

の変容、NWC化についての考察では、米

廃止など）問題提起をしている。一方、

ルが伝統的な航空輸送（NWC）とは異種

国航空市場の動向に関する調査や研究

米国の規制廃止が運賃の低下、便数・旅

の航空事業であることを検証する。分析

（運輸政策研究機構の各調査・研究、国交

客増、事故率の低下など社会的利益（社

の一端を示す。

に当たっては LCC 及び NWC 各社の2014

省やシンクタンクの報告）
をレビューし、

会の総余剰）の増大に繋がったことが検

年、2015年の年次報告書や先行研究の

LCCモデルが比較的忠実に踏襲されてい

証されている（US Heritage Foundation

デ ー タ を 用 い た。LCC で は 米 国 の

る欧州の LCC との対比を俯瞰しながら、

Report 1998）
。川端（2014（５））では、規

Southwest、英国のeasyJet、アイルラン

北米の変容が進んだLCCが市場導入時期

制廃止後の近年の米国航空産業の動向を

ドに拠点を置く Ryanair 及びマレーシア

に当たったアジアにおけるLCCの今後の

検証し NWC と LCC の競合性について空

に本拠を置く Air Asia をサンプルとし、

展望の布石とする。

港要件の観点から詳細な分析報告をして

NWC では米国の United と American、

中国、台湾、韓国を含む近距離アジア

いる。

ドイツの Lufthansa、フランス法人であ

諸国は日本にとっては重要な市場である

欧州におけるオープンスカイの展開に

る Air France 及び全日空をサンプルと

ことは既に述べた。
第一次安倍内閣が
「ア

ついて中村（2012（６））では、EU 共通航

してデータ分析をした。

ジア・ゲートウエイ構想」を掲げ、規制

空政策の法的根拠を示しながら、域内の

LCC の制度面では、航空の枠組み規範

改革会議が提言した「アジア・オープン

自由化プロセス、自由化に伴う空港発着

（シカゴ条約）と規制緩和（オープンスカ

スカイ構想」
（2007年５月７日）の下で二

枠の配分、対米オープンスカイ協議の様

イ）の潮流を国際航空公法、航空産業論の

国間オープンスカイ協定が2015年時点で

相など幅広い研究を示している。佐竹

視点で考察した。即ち、米国Deregulation

日本発着旅客の約94％をカバーするまで

（2011（７））では、航空の自由化とツーリ

Act（1978年）とオープンスカイ政策（1995

に拡大した（山路 2016（２））が、この構

ズムとの相関、LCCの現況、完全自由化

年）
、EU 単一航空市場の形成（1997年）
、

想下で LCC と NWC の考察や政策整理が

に到達した EU 単一航空市場の展開と影

オセアニア統合航空市場（2003年）
、アセ

されているわけではない。オープンスカ

響が考察されている。EU の航空自由化

アン単一航空市場（2016年）と続く一連の

イは市場原理に競争を委ねるものだとす

の効果については、割引運賃の利用率、

オープンスカイの潮流と LCC の市場動態

れば、抑々、異種の LCC と NWC に何ら

旅客数の増加、
自由度の高い運航形態（以

の分析を基底に置いた。

の思想・政策ディシプリンを盛り込まず

遠権の行使）の採用、航空会社間の提携

LCCモデルとオープンスカイとの関係

に市場競争に委ねることは日本のオープ

の促進など EC 委員会の報告がある（８）。

で は、LCC の 先 駆 と さ れ る 米 国

ンスカイ構想として適切なのか、両者の

Dobruszkes（2006（９））では、Southwest

Southwest の立ち上げが米国規制緩和以

共存を視野に入れた構想の立論の必要性

を先駆とする LCC が規制廃止（1978年）

前の1967年（運航開始は1971年６月）で

という問題提起も本研究の意義の一端に

以前に誕生した点を指摘しつつ、その拡

あることに注目した。オープンスカイは

据えておきたい。

大展開について Southwest をモデルとし

NWC のグローバル展開の契機であった

た Ryanair や easyJet が EU の東欧への

が、LCCモデルの誕生は規制緩和による

３．先行研究のレビューと考察

拡大（2004年）
・自由化の延伸と平仄を合

ものではないことになる。寧ろ規制環境

3－1．オープンスカイの潮流とLCCの制

わせ躍進し（10）、レジャー市場である南北

下でNWCの構造を変革（１）することによ

度的背景

路線から東西の国際路線に拡大している

って成立したビジネスモデルである点に

米国国内航空の規制廃止（1978）に端

様相を指摘する。Gabor（2010（11））では、

着眼し考察（３節、４節）する。オープ

を発するオープンスカイの世界的潮流に

LCC の市場躍進を EU の東欧拡大後と比

ンスカイがLCCの市場展開に関係するこ

ついては前掲拙稿（山路 2016）に小論し

較検証し、LCCビジネス成功の原動力は

とは視野に入れつつも、LCC モデルは

たが、航空の規制緩和、オープンスカイ

自由化のみではない点を指摘した上で、

オープンスカイという「制度制約の開放」

に関しては多くの研究が進んでいる。中

LCCモデルの成功は低コスト構造を創出

ではなく運航構造の変革という「構造の

でも羽生（2006

）は、米国オープンス

す る Product Features（運 賃、ネ ッ ト

変革」として誕生した、NWC とは根本

カイ政策に端を発し、EU の域内自由化

ワ ー ク、IT オ ン ラ イ ン 販 売 な ど）と

的に異なる異種の航空事業であることを

政策、オセアニアの統合航空市場に繋が

Operating Features（機材構成や運航形

検証することで、「LCC vs NWC」の様

るオープンスカイの潮流に詳細な考察を

態など）の遵守にあるとする興味深い考

相の検証と展望に新たな考察視点を提起

加え、
「東アジア航空共通市場」について

察を示している。

（３）
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が、我が国の航空法や米国 FAA、DOT

し、欧州域内は2014年に入り頭打ちし、

）では、東アジ

の規定、EU 理事会規則などに設けられ

東南アジアの伸びが著しいことが分か

ア航空市場の将来像を展望し、LCCが高

ているわけではない。
「LCC vs NWC」
の

る。又、同シェアーは2001年と2012年の

い生産性（機材稼働率、労働生産性、販

様相を検証する本稿では LCC をどう定

間で、北米市場（18％→30％）
、西欧市場

売の IT 化など）を確保しながら新規需

義・概念づけるかは研究の出発点でもあ

（５％→39％）
、東南アジア（３％→52％）

要を創出している点に注目し、アジアに

り、先行研究のレビューを踏まえ４節で

と拡大展開している（23）。2012年１月時点

おける重要な航空インフラと位置付けて

LCC モデルの定義、概念づけを行う。

で の LCC は 124 社（CAPA Centre for

いる。更に、「LCC が惹き起こしている

LCC の定義について、花岡（2007

アジアにおける航空自由化とLCCの展
開について高橋（2006

（12）

）

（18）

Aviation 2014）で、定 期 航 空 会 社 の 約

革命的とも言える航空市場の変化は充分

では「低運賃を提供する航空会社の総称

20％の LCC が座キロベースで17.4％をカ

に認識されていない」点を指摘し、
「航空

である」と定義し、
「伝統的なビジネスモ

バーしている
（航空統計要覧2014年）。提

市場の自由化とLCCの成長という潮流を

デ ル を 用 い て い る 航 空 会 社 を、Full

供座席数に飛行距離を乗じる座キロシェ

十分に理解した上で中長期的な戦略の立

Service Airlines（FSA）
」と表現してい

アーに占める割合からは、席数の少ない

案・実施」を促す。花岡（2010

る。小島・後藤・早川（2007

小型機の短距離運航であるLCCが、如何

）は、

（13）

）では、

（19）

アセアン航空市場の研究を通して日本を

LCCには明確な定義はないとして「大手

に頻度多くの短距離区間運航（24）で市場を

含む北東アジアの航空市場における需要

航空会社よりも運航コストを低下させ、

カバーしているかが分かる（多頻度、高

誘発材としてのLCCビジネスの有為性を

より安い料金で運航される航空会社を云

稼働の運航には非混雑空港の使用が不可

指摘する。村上（2000

）では、米国主

うことが一般的である」とするが、低運

欠である（25））。

導によるオープンスカイ（15）をアジアの視

航コストの内容には言及していない。遠

LCCの市場拡大について、米国規制緩

点から、米国・カナダ流の計量経済学的

藤（2008（20））では、LCCには色々な定義

和（1978年）やオープンスカイとの関係

な手法を寧ろ論理立てに用いて、総余剰

づけが可能だとした上で「エアラインビ

を3－1項でレビューし、
この文脈ではLCC

（生産者余剰＋消費者余剰）効果を検証す

ジネス誌の定義を借りれば、LCCとは比

モデルの誕生が規制緩和以前である点を

較的短距離で、
低運賃・多頻度の定期サー

指 摘 し た。LCC の モ デ ル と さ れ る

では、「LCC の誕生は航空の自由化が起

ビスを提供する航空会社である」と運航

Southwest がボーイング737型機３機で

因」とした上で、LCCの先行研究は「航

形態に言及し定義づけをしている。
朝日・

テキサス州域内を運航し始めたのは規制

空規制緩和とLCCの発達に焦点をあてた

村上（2014

）では「ヘッドクオーター

緩和以前の1971年６月である（設立は

ものが多く、航空事業を経営戦略として

部門の費用削減、機内食等の付加的サー

1967年３月）
。以降、
毎年黒字を計上し１

検証している研究は少ない」と指摘する。

ビス削減および運航効率の追求等により

億人を超す米国内第一位の旅客数を誇る

低費用を実現し低運賃を設定している航

LCCとして注目されてきた。一方、米国

カイの潮流の中で捉える先行研究では、

空会社のことである」として低費用の実

では1989年までの10年間に88社のLCC新

LCCモデルが規制緩和、オープンスカイ

現に言及するが、NWC には採用出来ず

規参入の内の85社が撤退し（前掲大島

以前の規制下で成立したことや、LCC事

LCCモデルに適用される固有な低コスト

2015

業の形態（業態）が従来型の航空輸送

の仕組みについては明確に出来ていな

間に110社の LCC が参入し78社が撤退し

い。

た（Mason et al 2011（26）表１）ことが指

（14）

る必要性を説いている。大島（2015

）

（16）

以上、LCC の展開動向をオープンス

（NWC）と根本的に異なる異種の事業で

（21）

p.36）
、欧州でも2001年までの17年

ある点、更には航空インフラの新たな局

以上、先行研究では LCC に多様な定

面（パラダイム）として考察する研究は

義、概念づけがされ、NWC にとっても

少ない。LCCが新たな市場を創出し産業

実施可能なコスト低減内容も含むなど、

な市場参入と退出の保証が市場の健全な

に変革をもたらす点を指摘する前掲

LCCモデルに固有な低コスト構造を包摂

成長を促すとするコンテスタブル市場理

Gabor（2010）でも、NWCとの競争性に

する定義や概念づけは必ずしも明確では

論（Contestability）が米国規制緩和（1978

主眼を置き、両者の共存との連関で産業

ないことが窺われる。

年）の理論的支柱として研究された点に

構造の変革に論究するものではない
先行研究をレビューし考察した。
3－2

LCC 研究について

3－2－1．LCC の定義について
LCC や NWC の定義に関する根拠規定

村上（2006（27））では、規制のない自由

言及し、消費者余剰の増加に比し生産者

。

（17）

LCCとオープンスカイとの関係について

摘される。

3－2－2．規 制 緩 和、オ ー プ ン ス カ イ と

余剰の理論的実証性が十分でない点を指

LCC 展開の検証

摘する。上述米国での退出事例（88社の

2001年に世界の航空市場の８％（提供

参入、85社の撤退）や前掲Masonが指摘

座席数）であったLCCが2014年には26％

する参入後３年程度で市場から退出する

に拡大している

。座キロの地域別シェ

事例はこの指摘に符号する。LCCの誕生

アー推移（図１）では北米市場が横ばい

の時期の点やLCCを規制緩和と関連付け

（22）

－103－

日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

る理論的整合性の問題などから、LCCモ

図１．世界の LCC の座席キロシェアーの推移

デルの構造や業態は規制緩和に原因づけ
ず考察することが緊要と考える。LCCを
規制緩和、オープンスカイという「制度
制約からの解放」としてではなく、LCC
モデルが伝統的な航空輸送（NWC）の
「運航構造の変革」をした点に着眼し検証
する必要があることについて先行研究を
通してレビューした。
3－2－3．LCCビジネスモデルの低コスト
構造について
LCCの低コストを構成する要素につい
ては様々な研究で指摘されているが（28）、
その共通する要素には次の様な項目が
掲 げ ら れ る。即 ち、① Single Fleet &
Maintenance cost（単一機材の使用及び

CAPA, Centre for Aviation（2016）を元に筆者作成

整備コストの削減）、②Short Haul, Pointto Point
（短距離区間輸送ネットワーク）
、
③ No congested Secondary airport（非
混雑の二次空港の使用）、④ Mono Class
& Condensed Seating（単一クラスで座
席間隔の狭い高密度座席配置）、⑤ No
Frills（有料機内サービス）、⑥ On-line
Internet Booking（人手による予約セン
ターや手数料が課される市場ブッキング

表１．欧州 LCC 市場における市場参入、退出及び企業存続期間（1995－2011）
参入 LCC 総数
2011年に存続する LCC 数
退出 LCC 数
１年未満の存続 LCC 数
平均存続年数＊
存続 LCC の中間年数＊
＊1995年以前に設立の Ryanair を含む
＊１年以内に退出した会社は含まない

110
32
78
30
3.4年
3年

Mason et al 2011 p.143を元に筆者作成

システム ― GDS ― を通さない）である。
コスト低減項目を指摘するこれらの研究

表２．LCC の低コスト構成要素の計量分析

では、夫々が全体コストの中でどの程度
の削減効果があり、更にコスト低減の構
造と運航形態やネットワークにどう連動
するかについての分析は示されていな
い。Gabor（2010）では低コスト構成要
素の低減効果のそれぞれについて計量評
価する（表２）点で興味深いが、コスト
低減効果が運航形態やネットワーク、消
費者市場とどう連動するのか、その検証
や考察は示されていない。
尚、上記①～⑥のコスト低減項目には、
他社便との不接続（No Interlining）の点
が掲げられていない。従来型の航空輸送
におけるHub & Spokeに対してPoint-to-

LCC の低コスト構成要素
従来型の航空会社（NWC）
Low Cost Carrier
運航分野の項目 Operating Advanteges
高密度座席配置
機材の高稼働
低費用運航・機内乗務員
低料金二次空港の使用
単一機材と整備外注によるコスト削減
生産ラインの項目 Product/service features
最少駐機とハンドリングの外注
機内サービスの有料化、簡素化
営業・販売ラインの項目 Differences in distribution
代理店・GDS 手数料の省略
予約・営業コストの低減
他のコスト削減項目 Other advanteges
管理部門・スタッフ部門の簡素化
LCC の対 NWC コスト低減率

コスト削減率

座席単価率
100%

－16
－2
－3
－4
－2

84
82
79
75
73

－7
－5

66
61

－6
－3

55
52

－3

49
49%

※ Ducas Gabor（2010）,Low-cost Airlines in Europe を元に筆者作成

Point の運航効率面を軸に捉える為に、
Interlining のコスト面（接続他社との間

る。Point-to-Pointの運航では、接続便と

で、No Interliningがコスト削減項目に位

で 70％ か ら 80％ 程 度 で 収 入 精 算 す る

の送受客収入を見込まない自社運航の中

置付けられるのである。

Special Prorate Agreement）が捨象され

でぎりぎりの格安運賃を捻出するもの
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４．本論（先行研究のレビューと検証か
らの考察）
4－1．LCC ビジネスモデルから LCC を
定義づける
遠藤（2008

NWC との共存性（White Spot の補完）
、

（Gabor では Distribution の別項を設ける

結果として創出する市場拡大（総余剰の

がネットワークの項目がない）が、運航

拡大）や産業構造の展望についての検証

と密接に連動するネットワークを一体と

が十分になし得ない点を考察した。

して捉えた方が NWC と LCC の事業態と
しての位相をより明確に検証出来ると考

）では、設立背景（独立

（29）

系、大手航空会社や旅行会社等の子会社
など）に関連しLCCを３つのカテゴリー
に区分するが、個々の LCC の活動・展開

4－3．LCC ビジネスモデルの低コスト構
造についての考察

える。
表３では分析を行った NWC の直接コ

LCC モデルの低コスト構造について、

ストに占めるOperating Constituentsは、

は様々である。「LCC vs NWC」の様相

先行研究で示されている低コスト構成項

各 社 で 73％～83％ を 占 め（31）、Product

を検証する本稿では、個々のLCCの戦略

目のそれぞれについて NWC 各社のアニ

Constituents が17％～27％（但し、Sales

や組織的基盤分類の視点からではなく

ュアルレポートを元に全体コストに占め

3.5～8.3％、Inflight Service ２ ～ ３ ％、

LCC モデルの運航・事業形態を明らかに

る 割 合 を 示 し た も の が 表 ３ で あ る。

Others 11～15％）である。LCC モデル

する観点から、先行研究を踏まえLCCの

Alamdari & Fagan（2005

）や 前 掲

は NWC の直接コストの大半を占める

定義、概念づけをする。

Gabor（2010）では人件費や社屋などの

Operating Constituents（3－2－3項に掲げ

即ち、LCC モデルに固有で NWC では

間接コストや燃油費を除いた直接コスト

た①～③の項目＋Interlining コスト）の

採用できないコスト構造に基づく運航や

を、運航部門（Operational Features）と

大幅な削減が鍵である。即ち、単一機材

ネットワークに着眼し、
「LCCとは、NWC

生産・サービス部門（Product Features）

による整備費の削減
（3－2－3項で示す①）、

の基本となる運航の構造を変革すること

に分けコスト検証をしている。本稿では

短距離区間運航による機材の高稼働（同

で創出する低コスト構造と、密接不可分

これら研究のコスト部門に対応する構成

②）
、
非混雑空港の使用による空港使用料

に 連 動 す る 短 距 離 区 間 輸 送（Point-to-

を Operating Constituents（運航構成コ

の低減（同③）
、Interliningコストの削減

Point）により低運賃を提供することを目

ス ト）と Product Constituents（生 産 ・

によりユニットコストで NWC の40～

的とする、NWC とは異種のビジネスモ

サ ー ビ ス 構 成 コ ス ト）に 区 分 し、

60％を低減した（32）。コスト率の元々小さ

デル」としてコスト構造とネットワーク

Operating Constituents の 中 に ネ ッ ト

い 機 内 サ ー ビ ス 等（Service や

の両面から LCC モデルを定義づける。

ワークを位置づけた。上掲 Alamdari &

Distribution

Fagan では、Product Features 部門で運

構造は実現出来ないのである。

4－2．LCC ビジネスモデルとオープンス
カイについての考察

（30）

表３）の削減では低コスト

賃や電子発券などとネットワーク

LCCモデルは運航に係るコスト削減項

（Point-to-Point）を 同 類 に 項 目 立 て る

目が夫々密接に連動することで成立す

LCCモデルの創設は規制緩和やオープ
ンスカイの実施以前であることは既に言

表３．NWC を基準とした LCC のコスト優位性（筆者作成）

及した。又、LCCの市場展開や拡大の様

LCC のコストアドバンテージと NWC の視点

相では、同時にLCCの短期の市場撤退と
いう事象に触れ米規制緩和、オープンス

LCC
1. Fleet

Single Fleet
Small, Medium size

Diversified for Huge Network
Medium, Big size

2. Maintenance

Simple, contractual basis

Diversified by Own facility

3. Stage Length
（Networking）

Short, Medium（800k＋－）
Point－to－Point

S, M and Long（1200～9000k）
Hub & Spoke, and Line type

カイとの非整合について、規制緩和の理
論的支柱となったcontestability理論の視
点から先行研究を通して考察した。これ
らの考察から、LCCを規制緩和、オープ
ンスカイの様相として捉えるのではな
く、LCC モデル固有の低コスト構造と、
不可分に連動するネットワーク（対象市
場・顧客）の問題として捉えることで本
稿の課題である NWC との競合性の実相
を検証した。LCCを規制緩和、オープン
スカイの関係で捉えることは自由競争の
制度問題としてLCCモデルの一角を考察
することになり、LCC モデル自体の構
造・ネットワークとそこから導かれる

NWC

4. A/C Utilization Fast（25min）
（Tournaround）

Slow（60min or more on SKD）

5. Airport

Secondary, No congested

Primary Intl Airport

6. Distribution

Direct channels（internet） GDS, Trvl Agnt, Internet

7. Service

No frills（all chargeable）
Chargeable Seat Assign

8. Others
※１
※２
※３

Frills, Classes, Lounge

% in Operating Cost
（NWC）

Networking
73－83% ※１

Sales
3.5－8.3%

※２

Services
2－3% ※３
11－15%

※１

各 社 annual report（2014）よ り AA（80.9）、UA（76.4）、DL（73.8）、LH（83）、AF（78.3）
、
NH（77.9）
同上より、AA（6.6）、UA（5.4）、DL（6.9）、LH（1.6）、AF（4.9）、NH（8.3）
R. Doganis（2001）より。尚、DL（2.7）、AF（3.3）は annual report（2014）より。
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る。即ち、単一機材の使用は整備コスト

図２．LCC が誘発する新規の需要（日欧での調査）

の削減を可能にし、機材稼働率による高
収益性には短距離区間運航が必須となる
こと。機材の高稼働、区間運航を達成す
る為には発着枠の確保が容易で使用料の
安い非混雑の二次空港が不可欠となるこ
と。非混雑二次空港では他社との接続便
を設定せず Point-to-Point の区間運航で
ある為に対象旅客も NWC とは根本的に
異なる一方、Interlining コストが削減で
きる（一方で、他社からの送客は失う）。
これらのコスト削減が互いに不可分に連
動し低運賃事業の母体となり、NWC の
White Spotを誘発し顕在化させたと言え
る。以上の低コスト構造は、NWC の運
航構造の変革が不可欠だったのである。
川端（2014

図３．LCC と NWC の市場での棲み分けのケース

）の LCC と NWC の一人

（33）

当たり人件費比較では LCC の方が NWC
より高く、ユニット人件費ではLCCの方
が低く労働生産性が高いことが示されて
いる。LCCモデルが、一般に誤解されて
いる人件費や機内サービスなどの圧縮に
より成り立っているのではなく、運航構
造の変革と熟練の乗務員の生産性で成り
立っている点について、三好（2012（34））
の「日本では残念ながらLCCの解釈が間
違って輸入されている」との指摘にも注
目したい。
4－4．LCC の 市 場 展 開 と LCC の 変 容

（各図記載の出典より筆者作成）

（NWC 化）についての考察
ヨーロッパ低運賃航空会社協会

に市場を拡大している。家田（2014（36）） （2013（37））では、LCC が拠点空港に参入

（ELFAA）の報告（2004（35））では、LCC

では、LCCが登場した1998年の域内座席

することで両者の競争が激化しNWCの国

利用客に占める新規創出需要が59％（既

シェアー（２％）が2005年には19％とチ

内旅客数が減少していることを指摘する。

存の航空からの転換は37％）とされ、こ

ャーター会社のシェアーを上回り、2010

東西4500キロ強、南北2600キロ弱の国土

の内の71％はLCCが旅行の動機だったと

年には32％とシェアーを伸ばす一方、チ

を持つ北米市場を LCC の平均飛行距離

の回答を指摘している。即ち、LCC利用

ャーターでは1998年の23％が2010年には

（650～1400キロ）
で対応するには接続便の

客の約42％はLCCが登場したことで新た

半分以下の11％にまで縮小している点を

拠点空港（ハブ）が必要となる。LCC が

に誘発された航空需要だということにな

指摘する。即ち、欧州ではLCCがチャー

オリジナルモデルから離れ、
接続便やFFP

る（図２参照）。

ター市場を転換しつつ新規需要を誘発

などで消費者獲得を目指す中で NWC 化

し、NWC と市場の棲み分けを進めてい

が進み、両者間での Cannibalization が起

ることが分かる（図３）
。

きていると考えられる。旅客数で85％を占

以降、LCCは増大を続け2015年時点で
欧州域内旅客シェアーの37％までに拡大
している（ELFAA 広報 2015. 10. 7）。こ

一方、LCC が市場に登場し45年以上が

める国内市場（航空統計要覧2015）への

の伸びに占める新規誘発需要を示すデー

経つ北米市場では上述欧州の状況とは異

LCC の拡大は、NWC の死活問題でもあ

タはないが、この間に NWC の座キロシ

なり、LCCとNWCの競合（Cannibalization）

る。川端（2014（38））では、NWCの営業収

ェアーも伸びており、NWC、LCC は共

が 進 ん で い る。国 土 交 通 省 の 報 告 書

入に占める国際線へのシフト（2000年26％
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表４．LCC モデルとの乖離の地域別比較
Area

LCC

☆ Original Model
Southwest
JetBrue
北米
Air Tran
（変容項目
Frontier
67%）
Spirit
WestJet
Ryanair
欧州
easyJet
（変容項目
Virgin Express
32％）
Air Berlin
AirAsia
One-Two-Go
Nok Air
アジア
Tigar Airways
（変容項目 Jetstar
48％）
Lion Air
Cebu Pacific
Air Philippines
Spring Airlines

Inflight
Service
No Frills
snack, drinks
frills
frills
frills
snack, drinks
frills
no frills
no frills
snack, drinks
frills
no frills
snack, drinks
no frills
no frills
no frills
frills
snack, drinks
―
snack, drinks

Class
Mono
mono
mono
two
mono
two
mono
mono
mono
mono
mono
mono
mono
two
mono
mono
two
mono
mono
mono

由な展開を進める制度制約の開放であっ
Seat
assign
No
no
yas
yes
yes
yes
yes
no
no
no
yes
no
yes
yes
no
yes
yes
yes
―
yes

FFP

Airport

Fleet

Length

No
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
yes
no
no
no
no
yes
yes
no
yes
no

Secondary
secondary
primary
both
both
both
both
secondary
primary
primary
both
both
primary
primary
both
primary
primary
both
primary
primary

Single
single
mix
single
single
single
single
single
mix
single
single
single
mix
mix
single
single
mix
mix
single
single

Short
short
long
short
long
long
short
short
short
short
long
short
short
short
long
short
short
long
short
short

※ ☆；LCC のオリジナルモデル、網掛けは LCC モデルからの乖離項目。
※ 北米 LCC では機内サービス、FFP は前者が採用している。
※ 全地域を通してメイン空港の使用による旅客利便を目指す（除 Southwest）。
花岡（2008）
「アジアの LCC ビジネスモデルの比較分析」を元に筆者作成

たが、LCC の低運賃輸送は NWC の構造
を変革することにより誕生した新種の航
空事業であり、運航構造の違いからNWC
とは異なるネットワーク（Point-to-Point）
や対象市場（market segmentation）を創
出し、両者が共存する航空インフラを形
成する点を考察した。
一方、北 米に見られる LCC の変 容、
NWC化による両者間でのCannibalization
は、北米市場という巨大な単一国内市場
に特殊な事情として他の市場には適用し
ないのか、LCC の成長のプロセスで必然
的に招来する事象なのか、更なる検証が
必要である。
６．おわりに
国境を越えた人の交流に、航空という
輸送手段は欠かせない。世界的なオープ

→2012年37.8％）や Regional 航空との提

に示したものである。米系LCCでは機内

ンスカイの潮流の下で NWC のネット

携による地方路線の強化を指摘する。他

サービスやFFP、メイン空港の使用等ほ

ワーク展開はグローバルリーチを強め

方、LCC がオリジナルモデルから変容し

ぼ全ての項目で LCC モデルから乖離し、

た。一方、短距離の区間輸送で今までに

NWC 化することで、対 NWC コスト優位

欧州系LCCでは使用空港の点を除きLCC

ない低コストを背景に低運賃の航空輸送

性 の 低 下 が 指 摘 さ れ る（国 土 交 通 省

モデルの遵守度が高い。アジアでは二次

が市場拡大し、日中韓などの短距離国際

2013

空港の未整備や近年の変容する米系LCC

移動の重要なインフラに成長する可能性

LCC の NWC 化、変容について前掲

を範とする為かモデル項目との乖離が拡

を秘めている。LCCモデルが新たな市場

Alamdari and Fagan（2005 pp.381－388）

散している。LCC が変容し NWC 化する

を創出し、消費者利益（消費者余剰）、産

で は、Product features と Operational

と当然に両者の間でCannibalizationが生

業利益（生産者余剰）にも資する点は本

featuresの計17項目についてLCC 10社の

じる。北米市場のケースが今後の「LCC

稿で考察した。

オリジナルモデル遵守度（Adherence）

vs NWC」の展望にどう絡むか今後の研

を、踏襲度を２、類似の場合に１、乖離

究課題である。

）
。

（39）

に介入せず競争を市場に委ねるものであ
る。他方、現行制度枠には織り込まれて

の場合に０として％で総合評価をしてい
る。こ れ に よ れ ば 欧 州 系 の Ryanair

オープンスカイ政策は国が市場や産業

５．結論及び課題

いない LCC と NWC が共存する航空イン

（85％）、easyJet（74％）などは LCC の

本稿では、LCCモデルは従来型のNWC

フラの整備などは、従来の規制緩和政策

オリジナルモデルに比較的忠実である

の運航構 造 の 根 本 を 変 革 す る こ と で、

の視野に入っていなかった構想であると

が、米系 LCC の Southwest（62％）、Air

NWC とは異なる異種の低運賃航空事業

言える。これまで通りの規制緩和の考え

Tran（41％）では変容が進み、Frontier

として、対象顧客・市場が NWC とは異

で対応していいのか、本稿から抽出され

（32％）では NWC 化している。LCC の

なり両者が共存することで市場の拡大、

る含意を元に今後の我が国のオープンス

両雄である Ryanair、Southwest の２社

消費者の利便に繋がるとの仮説を検証し

カイ政策の立論など提言に繋げたいと考

が、Operational Features 部門（表４で

た。

える。

は Airport、Fleet、Length が該当する）

LCC を規制緩和やオープンスカイの視

で100％遵守し LCC のオリジルモデルを

点で捉えると、
「LCC vs NWC」の様相は

維持している点は興味深い。

競争性の議論に終始し、新規需要の創出

脚注

表４は前掲花岡（2008）の「LCCビジ

や棲み分けにより成立する産業構造の視

ネスモデルの比較分析」を元に北米、欧

点が没却される。規制緩和やオープンス

破壊的イノベーションを通じた新市場

州、アジアのLCCの変容について項目毎

カイは NWC の運航構造を前提として自

の創出 ― 」
『運輸と経済』
、第72巻第12
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杉山純子（2012）
「LCCの成長戦略 ―

（１）


日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

号、pp.51－55では、米クリステンセン

in Europe：Network Structures After

（ハーバード大学）の「持続的イノベー

the Enlargement of the European

ション」、「破壊的イノベーション」の

Union, Geographica Pannoncia, Vol.14,

概念を引用し、前者の概念を NWC の

Issue2, p.51

戦略に、後者をLCCの戦略に適用、説

次 の 様 な 指 摘 を 示 す。

“・・・, LCC’s significant growth rates

considerable market share quickly.”
花岡伸也（2007）
「アジアの LCC のビ

（18）

ジネスモデルの比較分析」
、
『航空政策
研究会』
、No473、p.51
小島克己・後藤孝夫・早川伸二（2007）

（19）

明している。

are the most important achievement

「空港使用料の水準が LCC（低コスト

クレイトン・M・アンソニー（2014）

of liberalization. But it would be a

航空会社）の経営に与える影響に関す

『イノベーションの最終解』、翔泳社、

mistake to state that the success of

る研究」
、
『航空政策研究会』
、No.473、



pp.191－223で、サウスウエストのビジ

the

ネスモデルを破壊的イノベーションと

deregulation

して説示している。

liberalization is necessary but not

山路顕（2016）
「『日中韓、北東アジア・

sufficient condition for the spreading

オープンスカイ航空市場』に向けての

of the LCCs.”

（２）


一考察」、『日本国際観光学会論文集』、

LCCs

arises

from

alone

market
because

際比較と国際展開の可能性」
、
『航空政
策研究会』
、No491、p.3
朝日亮太・村上英樹（2014）
「サウスウ

高橋広治（2006）
「東アジア航空市場と

（12）


ローコストキャリアの将来像」
、
『国土

羽生次郎（2006）「シカゴ研究会 報告

交通政策研究』
、第74号

書」、（財）運輸政策研究機構

遠藤伸明（2008）
「LCC：費用構造の国

（21）

第23号、pp.145－149
（３）


p.93
（20）

エスト航空の運賃戦略の変化」、『国民
経済雑誌』210（４）
：1－11、p.1
日本航空機開発協会（2015）
「航空機に

（22）

花岡伸也（2010）
「アジアにおける航空

関 す る 市 場 予 測 2015－2034」、及 び

戸崎肇（1995）『航空の規制緩和』、勁

自由化の進展とローコストキャリアの

CAPA（Centre for Aviation）2015 よ

草書房

展開」、
『運輸と経済』第70巻、第６号、

川端達史（2014）
「アメリカ航空産業の

pp.40－48

（13）


（４）


（５）


現状と今後の展望」、『航空政策研究
会』、No.572、pp.2－14

り。
国土交通省 航空局（2013年10月30日）

（23）

村上英樹（2000）
「アジアにおける航空

（14）


自由化問題の一つの読み方」
、
『ていく

「わが国の LCC の現状と課題」
Fariba Alamdari and Simon Fagan

（24）

おふ』
、No.91、Summer 2000、pp.8－16

（2005）
, Impact of the Adherence to

米クリントン政権下策定された「モデ

the Original Low-cost Model on the

佐竹真一（2011）「EUにおける航空自

ルオープンスカイ協定」
（1995年 Model

Profitability

由化と LCC」
、大阪観光大学紀要、第

Open Skies Agreement Text US DOS

Transport Reviews, Vol.25, No.3 で は

11号

2012. 1. 12）が各国の二国間航空協定

Ryanairの空港での折り返し時間（turn

CEC（欧州共同体委員会）の1996年の

に組み込まれ世界に伝播し、2015年５

around）を25分とし機材の高い稼働率

報告書では、割引運賃の利用率が90～

月時点で116カ国が採択。
日本は99カ国

95％、航空会社の以遠権の行使が2.1倍

目（2010年10月25日）の締約国（US

中村徹（2012）『制度としてのEU共通

（６）


航空政策の展開』、晃洋書房

（15）


（７）


（８）


（1993－1996）となり、航空会社間の提
携件数が2.9倍（1990－1995）、2014年の
報告書では旅客数が3.5億人から8.2億
人に増加した（1997－2013）としてい
る。

DOS 2015. 5. 12より）
。

of

Low-cost

Airlines,

に言及している。p.384
R．ド ガ ニ ス、塩 見 英 治 他 訳（2003）

（25）

『21世紀の航空ビジネス』
、中央経済社

大島愼子（2015）
「航空自由化と LCC

では、高い稼働率を確保するために混

の展開」
、『筑波学院大学紀要』
、第10

雑していない２次的空港の使用、最小

集、pp.31－32

限の機内食、座席指定の廃止、職員の

（16）


前掲Gabor（2010）
、p.57

（17）


以下の様な

士気を挙げている。p.153

An

指摘をする。
“LCCs took advantage of

analysis of European low-cost airlines

the market segment neglected by

Ian Stockman（2011）
, Liberalization of

and

FSNCs（Full

Air

Frederic

（９）


their

Dobruszkes（2006）
networks,

Journal

of

Service

Network

Keith Mason, William G. Morrison and

（26）

Transport

in

Europe

and

Transport Geography, pp.249-264

Carrier）
, induced new demand, and

Evolution

上掲 Dobruszkes によると、2000年に

became

serious

Liberalization in Aviation Competition,

おける欧州LCCの旅客数2,070万人（域

FSNCs.

They

内 旅 客 数 の 8.6％）が 2004 年 に は

innovations to the aviation industry

Ryanair、easyJet ２ 社 で 夫 々2,640 万

（e.g. yield management, ticket sales

（10）


introduced

Internat,

point

many

via

同上、p.249

transfer etc.） and due to their new

Dudas Gabor（2010）Low-cost Airlines

born business model they obtained a
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to

to

人、2,430万人に増加したとしている。
（11）


the

competitors

point

Cooperation

of ‘Low-cost’
and

Public

Airlines,
Policy,

Routledge Taylor & Francis Group,
pp.142-143
村上英樹（2006）
『航空の経済学』、ミ

（27）

ネルバ書房、pp.86－90
遠藤伸明（2007）
「LCC モデルの国際

（28）

日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

比較：費用構造を中心に」、『航空政策

る拡大・変遷と成長の条件」
、
『ていく

研究会』、No.473、pp.10－14

おふ』、No.131、p.24では、
「究極のLCC



河村宏明（2012）「LCC」、共立総合研

といわれる」サウスウエスト航空、ラ

究所、pp.32－33

イアンエアー、イージージェットを例



竹久正人（2013）「米国における LCC

に「乗務員も常に親切で、いかにこの

台頭によるネットワークキャリアの戦

コアサービスを維持できる人材を確保

略への影響」、『運輸政策研究』、p.43

できるか」熟練した人材への経営の視

遠藤伸明（2008）「LCC：費用構造の国

点に焦点をあて、格安運賃＝低質サー

際比較と国際展開の可能性」、『航空政

ビスとする日本市場でのLCCの見方に

（29）


策研究会』、No.491、p.3では、①大手
航空会社の子会社としてのLCC、②チ
ャーター会社、旅行会社の子会社（企
業部門）としてのLCC、③独立系LCC

ついて疑問を投げる。
ELFAA（2004） Liberalization

（35）


of

European Air Transport, pp.7-8
家田愛子（2014）
「EU航空自由化と雇

（36）


の３つに分類している。

用・労使関係：LCC による航空産業の

Fariba Alamdari and Simon Fagan

雇用への影響についての一考察」
、
『札

（30）


（2005） Impact of the Adherence to
the Original Low-cost Model on the
Profitability
Transport

of

Low-cost

Reviews,

Airlines,

Vol.25,

No3,

pp.381-387

幌学院法学』
、30巻２号、pp.366－367
国土交通省

航空局（2013）
「我が国の

（37）


LCC の現状と課題」
川端達史（2014）
「アメリカ航空産業の

（38）


現状と今後の展望」
、
『航空政策研究

アメリカン航空、ユナイテッド航空、

（31）


デルタ航空、ルフトハンザ航空、エアー

会』、No572、p.5、p.15、p.20
国土交通省

航空局（2013）
「わが国の

（39）


フランス、全日空の2014年度の年次報

LCCの現状と課題」
、p.19では、米LCC

告 書 よ り 分 析 し た 所、夫 々80.9％、

のユニットコストの上昇について、
「サ

76.4％、73.8％、83％、78.3％、77.9％

ウスウエストのユニットコスト6.9円

であった。英国航空はイベリア航空、

に対し、デルタは7.9円で１円の差」と

エアーリンガス他とIAGグループ傘下

して欧州の「ライアン航空のユニット

の１社という位置づけでもあり、今回

コスト3.9円に対しルフトハンザ等の

の分析には使用しなかった。

NWC は11円前後で７円近い差」を比

IATA 2007では、米系 LCC と NWC 間

較している。

（32）


では30％～45％、欧州系での比較では
32％～60％（いずれも1997－2005）の違
いを示すが、近年のデータでは、運輸
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