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国際線 LCC の新展開
― 日本・台湾路線から見えてきたものとは ―

の
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12 years have passed since the commencement of international LCC operations to and from Japan. The capacity share of LCC’s
has reached 26.9% in total international air seats in 2019.
The market demand for international travel has been unstable under the current turbulent circumstances affected by the recent
political and economic events with neighboring countries. To overcome this vulnerable situation, alternative travel destinations
should be established from the business risk management point of view. The author focuses on the Japan-Taiwan route as the
first-choice alternative tourist destination. This paper reviews the current situation of Japan’s LCC international routes in terms
of seating capacity and examines the development of regional airports.
The author identified possible opportunities of increased air-seat procurement to Taiwan, despite the current high load factor of
the Japan-Taiwan air route performance.
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１．問題の所在と本稿の目的

Japan-Taiwan Routes

数ならびに日本人海外旅行者（以下、ア

が進展していること、また若年層が先導

わが国は島国であり観光立国の推進に

ウトバウンド）数を概観する必要がある

するかたちで中年・高年齢層まで LCC の

おいて航空輸送力の強化が重要であるこ

と考えた。また筆者は学会全国大会で実

市場定着が進んできたことが報告されて

とは論を俟たない。また、国際航空輸送

施した口頭発表のご参加者より、旅行企

いる。国土交通省では、国内線の運賃統

セクターにおいて既存航空に加えLCCの

業の営業収入確保の観点から政治的影響

計を発表しており、LCCの運賃水準につ

台頭にも注目が集まっているところであ

による客離れリスク

を回避するため目

いては、FSAと比較して、半額以下の水

る。しかし、LCCが国際旅客増加（市場

的地の分散、具体的には台湾への旅行商

準で推移していることが示されてい

開拓）に貢献できているのであろうか。

品造成のため日本・台湾路線（以下、日

る（５）。また同省では、LCC事業展開に係

またそれは、地方空港の国際化に寄与で

台線）で特に FSA の航空座席確保可能

る評価書を発表し、LCC促進政策に関す

きているのであろうか。筆者はこうした

性について知りたい、とのご要望が示さ

る進捗状況ならびに影響にレビューを行

点に疑問を持った。

れた。そこで本稿は、①我が国における

い、LCCは国内線と国際線の両方でFSA

国際線では2007年にLCCの運航が開始

国際線LCCの現状を航空各社の提供座席

の旅客を奪うことなく航空旅客数全体の

され10余年の月日が経過し、2019年夏期

数データの分析を通してその特徴を把握

増加に貢献した、との結論を発表してい

スケジュールにおいて、26.9％の市場シ

するとともに、②上記に示された課題を

る（６）。世 界 の 航 空 運 賃 単 価 に 関 し て

ェアを獲得するまで成長を見せてい

手掛かりとした日台線の分析と課題に対

IATA（国際航空運送協会）は統計を発

る

する所感を提示することをその目的とす

表しており、1995年の約1,100米ドル水準

る

であったものがその後下落を続け、20年

。国内線においても2012年に運航が

（１）

始まり、我が国においてLCCは身近な存

（２）

。

（３）

後の2015年には500米ドルを下回る水準

在として定着が進んだ。またフルサービ
ス型既存航空（以下、FSA）との競合や

２．先行研究

棲み分けなどについてその内実を整理す

まで下落した、としている（７）。航空企業

2012年の国内線 LCC 運航開始以降、

経営上の費用管理において、
機材調達費、

る必要もあろう。こうした状況を踏まえ、

JTB 総合研究所はその利用意向と経年変

空港などの運航支援費、燃油費、政府に

過去12年の国際線LCCの提供座席数、訪

化について継続的な調査を実施してい

関連する公的な費用などは管理が極めて

日外国人旅行客（以下、インバウンド）

る

困難である。LCCは残りの管理可能な費

。その調査では、航空券の低価格化

（４）
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用項目となる、燃費に優れた機材導入、

区間を対象とし計算した。
（例：キャ

方空港（11）に分けて見てみると、大都市空

座席の高密度配置、航空券の直接販売推

セイ航空451便、
成田発台北経由香港

港では54.4％増加した一方、地方空港で

進、航空関連サービスの簡略化あるいは

行き。この場合は成田・台北区間の

は295.0％の増加を示した。このことから

有料化などの徹底により、費用削減に成

提供座席として計算）

地方空港シェアは12.4％へと拡大を見せ

功した。こうした背景から低コスト運営

⑦ LCCは26企業とした

。イースター

た。この間、地方空港の FSA は約４万

により低運賃を提供するLCCの存在感は

航空、インドネシア・エアアジア・

１千席と倍増を示しているものの、LCC

より強固なものとなっている。同時にそ

エックス、エアアジア・エックス、

はゼロから約７万５千席の規模となり、

れは販売手数料を企図した旅行企業を経

エアアジア・ジャパン、エアソウル、

地方空港での増加にはLCCの存在が大き

由した間接販売流通の縮小をも意味す

エアプサン、ジェットスター航空、

く寄与している。
（表１参照）

る。日本旅行業協会によると、主要旅行

ジェットスター・アジア、ジェット

続いて航続距離の短い小型機が運航す

業者の取扱額は、2008年には６兆6200億

スター・ジャパン、ジェットスター・

る短距離路線と航続距離の長い大型機の

円だったものが2018年度には５兆2200億

パシフィック、ジンエアー、春秋航

違いによる距離別座席数シェアに触れて

円へ減少、その内海外旅行も２兆5300億

空、春秋航空日本、スクート、セブ

おきたい。2019年現在、
短距離（12）は85.5％

円 か ら ２ 兆 1400 億 円 へ と 減 少 を 示 し

パシフィック、タイ・エアアジア・

で中長距離（13）は14.5％であった（14）。日系

た（８）。こうした状況下、旅行業者の観点

エックス、タイ・ライオン・エア、

LCC と外航 LCC の比較では2019年現在、

からはその取扱額維持・拡大を企図した

タイガーエア台湾、チェジュ航空、

外航LCCは20社であるのに対し日系LCC

活動計画の策定・実施が求められている

ティーウェイ航空、ノックスクー

は５社となっている。日本発着の路線に

ところである。

ト、バニラエア、ピーチアビエーシ

対し本邦企業と目的地を中心とした外国

ョン、ベトジェットエア、香港エク

企業がそれぞれ存在することを勘案する

スプレス、マリンドエア。

と企業数の差異は当然のことであろう。

（10）

３．日本発国際線週間航空座席数の分析
3－1

過去12年の日本発週間座席数の

我が国の国際線全体の週間航空座席数

しかし提供座席数シェアでも外航LCCが

から見ていきたい。FSA ならびに LCC

86％、日系LCCは14％と外国企業が日系

の合計で、2007年時点では744,242席か

を圧倒している状態である。日系LCC大

ら、2019年には1,243,531席へと67.1％の

手のジェットスター・ジャパンならびに

について経年変化の特定ならびに比較を

増加を示した。全座席数の内LCCシェア

ピーチアビエーションの２社では2020年

行う。その際、大都市空港と地方空港、

は 2007 年 時 点 の 0.3％ か ら、2012 年 は

１月段階でそれぞれ所有機数が20機台後

FSA と LCC、日系企業と外国企業また

4.6％、2015年には12.4％となり、2019年

半と外国他社と比較して輸送力が限定的

日本人と外国人の利用者数の差異なども

に は 26.9％ の シ ェ ア を 獲 得、実 数 で は

であり、かつ国内路線充実を優先してい

意識しながら論を進める。次に日台線に

334,780席示すに至った。他方FSAは2007

ることから国際線座席数が伸び悩んでい

フォーカスを当て、その差異・変化から

年時点で742,142席であり、2019年には

る。また訪日旅行客が増加を示す中、市

見える特徴を抽出する。前提となる計算

908,751席へと166,609席、率にして22.4％

場となる出発地を本拠地とする航空企業

方法は以下のとおりである。

の増加に留まっている。大都市空港と地

はその認知度の高さにより旅客獲得に有

変化
まず就航以来12年が経過した国際線
LCC の就航時以降の提供座席データ

（９）

①週間座席数で計算を行う。
②定期便のみを対象とし、チャーター

表１

日本発国際線週間航空座席数（2007年 vs 2019年）

便などの不定期便は除外。

2007年

③実運航便の実態を把握するため便数
計算においてコードシェア便は除外
した。
④コードシェア便については、フリー
セール方式は運航企業便側座席数で
計算、ブロック方式の場合は該当す
る割当座席実数を計算。
⑤対 象となる航空便データ数は5,191
件。
⑥目的地への途中、経由地がある運航
便については、最初の経由地までの

全国
内 FSA
内 LCC
内 大都市空港＊
内 FSA
内 LCC
内 地方空港＊
内 FSA
内 LCC

座席数
744,242
742,142
2,100
705,080
702,980
2,100
39,162
39,162
―

2019年
シェア
100.0％
99.7％
0.3％
94.7％
94.5％
0.3％
5.3％
5.3％
0.0％

座席数
1,243,531
908,751
334,780
1,088,839
828,525
260,314
154,692
80,226
74,466

シェア
100.0％
73.1％
26.9％
87.6％
66.6％
20.9％
12.4％
6.5％
6.0％

07年 vs19年
増加分
座席数
499,289
166,609
332,680
383,759
125,545
258,214
115,530
41,064
74,466

出典：トラベルジャーナル国際線航空座席調査（2007年・2019年夏期スケジュール）を基に
筆者計算。
注（＊）：
「大都市空港」は成田・羽田・中部・関西・福岡の合計。「地方空港」は「大都市空
港」以外の空港合計。
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利な立場を有する。こうした背景により

した。ここで注目したいのは、若年層ま

行年間総旅行者数ならびに台湾発訪日年

外航LCCのシェアが大きいことには一定

た高学歴層が日本に対する好印象や行き

間総旅行者数の合計を算出し、同区間年

の妥当性が見いだせよう。

たい旅行目的地として高い評価を示して

間総座席数で除すことで搭乗率の推定を

いる点である。台湾人による訪日旅行の

試みた（22）。その結果、2007年時点では

将来像を考えると、現在の若年層は将来

70.3％、2012年では70.0％、2017年には

に渡り訪日客としての「上顧客」となる

87.9％へ到達し、2018年に若干低下を見

可能性がある。また高学歴者はオピニオ

せたものの84.4％と高水準にとどまって
いることが判明した。

3－2

日台間の人流の変化

ここで日台間の双方向人流の現状につ
いて述べることとする。
日本・台湾間双方向の人流合計は、2000

ンリーダーとして社会を牽引する力も具

年時点で183万人だったものが、2007年時

有している。ここ数年大きく拡大した台

次に主要空港間の搭乗率データを使い

点で255万人、さらに訪日客が需要をけん

湾人客は今後もインバウンド客の柱の一

計算を行う。台湾政府では国際航空路線

引する形で2018年には673万人へと拡大

つとして主要な役割を演じ続ける可能性

の座席数ならびに搭乗者の実数に係る統

した。その内アウトバウンドについては、

を否定できない。

計を発表している。各航空便区間の搭乗

2000年時点で92万人、2007年の117万人か

観光庁の訪日外国人消費動向調査

に

者数を提供座席数で除すると搭乗率が算

ら2018年には197万人へと約２倍に増加

よると、訪日台湾人旅行客は大都市のみ

出される。当該統計について日台路線全

した。アウトバウンド市場における台湾

ならず地方へ足を延ばすなど全国を広く

体のデータは公表されていないものの、

への旅行意向は高く、政治的経済的摩

訪問しており「訪問地（都道府県）の回

日本側・台湾側主要空港を結ぶ区間デー

擦

などが旅行需要に影響を与えやすい

答者（国籍・地域別）属性」分析による

タにより平均搭乗率の計算を行った（23）。

近隣他国と比較し需要変動が小さく安定

と23県でトップとなっている（20）。また一

その結果、2018年平均で85.8％の搭乗率

的拡大を示してきた。ちなみに韓国への

人当たりの旅行消費額（21）では12万８千円

であることが判明した。計算ベースが異

アウトバウンド客に関する統計

による

で全体平均値15万３千円、香港人の15万

なる前者の推定値と後者の実数値で若干

と、前年同月との比較において2012年９

５千円また中国人の22万５千円には及ば

の差異があるものの、概ね80％台半ばの

月より2016年１月までの３年５か月に渡

ないものの韓国人の７万８千円よりは高

値を示しておりその数値には一定の信憑

り一貫して減少を示した。2012年年間訪

い水準であり、一定の地域経済効果が期

性が存在し、また座席供給量と旅客需要

韓日本人客数が約352万人だったものが

待できる。

のバランスがとれていると考えてよい。

（15）

（16）

（19）

本結果について航空企業の視点による

2015年には約184万人へと半減を示して
いる。本稿冒頭で示された課題を克服す

3－3

日台線の分析

評価を得るため、筆者は日本において国

る上で台湾は「代替旅行目的地」として

日台線の週間提供座席数は2007年時点

際線を運営する航空企業のマーケティン

の意義を少なからぬ有していると考えら

の全企業合計で69,589席であったものが

グ担当者に聞き取り調査を行った（24）。同

れよう。

2019年には156,892席へと倍以上の増加

氏からは、季節波動の特性を考えると

他方インバウンドは2000年時点では91

を見せた。日台線LCCは2010年夏期にシ

80％台半ばの搭乗率は満足のいく数値で

万人であったものが、2007年に139万人さ

ンガポールを拠点とするジェットス

あり、閑散期も一定の利用者が確保され

らに2018年では476万人へと急拡大を示

ター・アジアがシンガポール発台北経由

ている状態であろう、とのコメントが示

した。両者の比率は2000年時点で50：50

日本便の運航を開始以降、９社が50,395

された。

であったものが、2018年時点ではそのシ

席を提供し32.1％のシェアを有するまで

ェアは71：29となりインバウンドがアウ

に成長した。
（表２参照）

【本邦（日系）企業】

トバウンドを圧倒している 。その理由

搭乗率に関しまず日台線全体の推定を

本 邦 企 業 の 提 供 座 席 数 は 2007 年 に

を考えてみたい。まず台湾社会が有する

試みることとする。ここでは日本発台湾

23,414席だったものが、2010年の JAL 破

（17）

綻後の輸送力減少に伴い2012年時点で１

良好な対日イメージに触れる必要があろ
う。日本の在台湾窓口機関、公益財団法

表２ 日台線週間提供座席数推移（既存・LCC）

万５千人台半ばまで低下を示したもの
の、2019年には38,100席へと増加を見せ

人交流協会が実施したアンケート調査

暦年

既存

によると、好きな国のトップは日本で第

2007

69,589

0（   0％） 69,589

た。FSAが減少を示す一方、LCCはJAL

１ 位（56％）を 獲 得 し、第 ２ 位 の 中 国

2012

76,627

2,520（ 3.2％） 79,147

系のジェットスター・ジャパン、ANA系

（６％）、第３位の米国（５％）を大きく

2017
2018
2019

100,875
105,278
106,497

40,095（28.4％） 140,970
47,557（31.1％） 152,835
50,395（32.1％） 156,892

のピーチアビエーションならびにバニラ

（18）

引き離している。また台湾が今後親しく
すべき国、旅行に行きたい国としても日
本が第１位でそれぞれ39％と42％を獲得

LCC（シェア％） 総計

出典：トラベルジャーナル「国際線航空座席
調査データ」
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空港（新千歳、仙台、東京（羽田、成田）、

ている。（表３ならびに図１参照）

る。また台湾側の空港としては、新たに

中部、関空、福岡、北九州、那覇）、台湾

台湾の LCC はチャイナエアライング

台北市中心部に位置する松山空港と台湾

側３空港（台北（松山、桃園）、高雄）と

ループのタイガーエア台湾一社のみとな

南部の台南空港への乗り入れを果たして

なっている。（表３参照）

っており台湾企業提供座席中のシェアは

いる。

18.4％に留まっている
【台湾系企業】

。同グループの

（25）

週間提供座席数は2007年時点で19,916席

ちなみにライバルのエバー航空はグ
ループ内に LCC 部門を有していない。

他方、台湾系企業提供座席数は2007年

であったもののその後、FSA 事業・LCC

時点の31,508席から2019年には101,486席

事業の両方を大幅に増加させ2019年には

への３倍以上の増加を見せた。就航都市

FSA で48,908席、LCC で18,720席、合計

同路線を運航する第３国航空企業を見

は日本側24空港（新千歳、旭川、函館、

67,628席と日台線座席数全体の43％を供

てみたい。2007年時点では、米国から日

花巻、仙台、新潟、茨城、東京（羽田、

給する最大の企業となった。日本の乗入

本への路線を延伸させる方式の FSA の

成田）、静岡、小松、富山、中部、関空、

空港としてはボリュームゾーンとなる成

米国・ユナイテッド航空ならびにノース

高松、岡山、広島、福岡、佐賀、熊本、

田、羽田、中部、関西、福岡、那覇の各

ウエスト航空が、また日本と香港を結ぶ

宮崎、鹿児島、那覇、石垣）、台湾側５空

空港に FSA・LCC 共乗り入れているが、

キャセイパシフィック航空が台北に寄港

港（台北（松山、桃園）、高雄、台南、台

その他空港ではカニバリゼーション回避

することで FSA 合計で約１万５千席を

中）となっており細かな路線網を構築し

を目的とした棲み分けが実施されてい

提供していた。その後、米国系 FSA（26）

【第３国航空企業】

が撤退、またキャセイ航空の経由便削減
表３

日台線国籍別週間航空座席数の変化（2007年 vs 2019年）
2007年
座席数

合計

内 FSA
内 LCC
内 本邦企業
内 FSA
内 LCC
内 台湾企業
内 FSA
内 LCC
内 第３国企業
内 FSA
内 LCC

69,589
69,589
―
23,414
23,414
―
31,508
31,508
―
14,667
14,667
―

シェア
（対合計値）
100.0％
100.0％
0.0％
33.6％
33.6％
0.0％
45.3％
45.3％
0.0％
21.1％
21.1％
0.0％

2019年
座席数
156,892
106,497
50,395
38,100
16,680
21,420
101,486
82,766
18,720
17,306
7,051
10,255

シェア
（対合計値）
100.0％
67.9％
32.1％
24.3％
10.6％
13.7％
64.7％
52.8％
11.9％
11.0％
4.5％
6.5％

も進み2019年に FSA は約7,000席まで減
07年 vs19年
増加・減少分

少したが、他方シンガポールやマレーシ

座席数

始することで座席数が１万席超まで増加

87,303
36,908
50,395
14,686
－6,734
21,420
69,978
51,258
18,720
2,639
－7,616
10,255

出典：トラベルジャーナル国際線航空座席調査（2007年・2019年夏期スケジュール）を基に
筆者計算。

アを拠点とするLCCが台湾での寄港を開
し、2019年現在 FSA/LCC 合計で１万７
千席を超える座席数となった。これは東
南アジアのLCC拠点国から台湾を経由し
て日本に運航させ、拠点国と日本間の旅
客のみならず拠点国・台湾区間ならびに
台湾・日本の旅客摘み取りを行っている
ためである。
４．考察
これまで記述した内容を踏まえ、まず
我が国における国際線LCC全体と日台線

図１

チャイナエアライングループの提供座席数と乗⼊空港の⽐較

の現状に係る要点をまとめ、次に冒頭で
紹介した課題に対する所感を述べること
とする。
4－1

地方空港発の座席数増加

まず指摘したい点は、大都市空港のみ
ならず地方空港発の座席数が大きな増加
を示した点である。
各都道府県を中心とした国際線誘致は
各地方の経済活性化にとって重要な位置
づけとなっている。各地方自治体のエア
ポートセールスに加え、訪日旅行の成熟
が進む過程で訪問地の多様化が進み、結
果的に地方空港発着国際線が増加した。
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航空各社では市場規模の大きな大都市空

図２

空港別国際線 LCC 週間座席数（出発地方空港・到着海外空港）

港発着を志向することも多いものの、発
着枠などの制約により地方路線開設に至
った可能性も考えられよう。今後は市場
の多様化への対応、ならびにハード・ソ
フト両面の空港インフラ充実などの推進
によるさらなるキャパシティー増加が期
待されるところである。
2013年以降、特に訪日客送出国航空企
業の増加が顕著に見られた。３章で示し
た通り、外航LCCのシェアが86％、日系
LCCは14％に留まっている。これは、い
くつかの理由が存在する。まず第１に旺
盛なインバウンド需要の存在である。現
在、インバウンド客で全体の三分の二、
アウトバウンド客で残り三分の一となっ

が挙げられているが、本分析の下位にあ

する可能性に触れる必要もあろう。外国

ており、発地国を拠点とする航空企業は

る空港は少ないところで週２便のみの運

企業は日本側空港ではほぼ単純な折り返

その市場プレゼンスが高く販売上有利で

航、週間座席数にして360席に過ぎず、従

し便としての運用を実施している。海外

あることが多い。旅客の多数は訪日客で

来のLCC特性の枠に限定されない在り方

の自社拠点空港から到着した機材が短時

あることから外国企業が販売競争上の優

が示されている。こうした運用の背景に

間停泊の後に折り返し便として海外空港

位に立っている可能性がある。第２に国

は台湾の旅行企業がチャーター（座席の

へ戻るいわゆる「クイックリターン」を

の地方空港活性政策が挙げられる。明日

買取による便設定）を行っている、との

実現させている。他方、日系企業は地方

の日本を支える観光ビジョン構想会議で

指摘もある。

空港発着の海外便を設定する上で他の制

は、地方空港のゲートウエイ機能強化と

具体的には台湾の五福旅行社では2017

約が存在する。航空機の運用において整

LCC 就航促進について政策を述べてい

年度佐賀空港発着LCC、タイガーエア台

備の必要性や乗務員労働時間制限などの

る。その内容とは首都圏空港の機能強化

湾で累計8,000名以上の輸送を行ったと

必要性から自社拠点空港に機材を戻す必

のみならず、ゴールデンルートに集中す

し、また富康旅行社でもタイガーエア台

要がある。成田や関空を拠点とする日系

る観光需要を地方に分散させる観点から

湾の１機分全体の座席を買い取り山口宇

航空の機材が日本の地方空港発着便を設

地方空港の活性化を図る必要があると

部空港の便を設定したと説明してい

定する場合、
次のシナリオが考えられる。

し、具体的には地方空港の着陸料軽減や

る

。つまり LCC と見做されているタ

①として、自社拠点空港から地方空港へ

新規誘致に係るJNTO（日本政府観光局）

イガーエア台湾は、インターネットを中

国内便として運航し、その後所定の手続

の協働プロモーション支援、LCC・チャー

心とした旅客への直接販売のみならず実

きを経て国際便として海外空港への運航

ター便の受け入れ促進

は旅行会社に対するチャーター（買い取

を行う。②としては、自社拠点空港から

り）契約も可能な柔軟性を有している航

一旦海外空港への国際便を運航し、海外

そこで筆者は、地方空港毎の国際線

空企業であることにも留意したい。これ

空港から地方空港へ運航後、そのまま国

LCC の座席数ブレークダウンを試みた

には上記で述べた日本政府観光局の支援

際線の折り返し便として海外空港へ戻

（図２参照）。地方空港の国際線拡大に寄

や LCC・チャーター便受入促進策が背景

り、さらに日本の自社拠点空港へ戻ると

に存在することにも留意が必要である。

いった最小で４区間の運航パータンが必

新千歳空港と那覇空港が全体の57％を占

到着海外空港については、ソウル（仁

要な機材ローテーションである。いずれ

めており、残りは他の21空港に分散して

川）と台北（桃園）で61％と圧倒的なシ

のシナリオにおいても、海外企業の単純

いる。つまりこれらを一括して地方空港

ェアを占め、残り39％を他の11空港で分

なクイックリターン運航と比較して複雑

とまとめることは少々困難であり、日本

け合っている。

かつ追加的費用の発生可能性が高い。

などを掲げてい

（27）

る。

与している LCC であるが、全23空港中、

側地方空港のうち「新千歳と那覇」

（29）

こうした背景から地方空港の国際便運

と

（28）

「他の地方空港」とを分けて考える必要も
あろう。
LCC はその特色として「多頻度運航」

4－2

航空機ローテーション上の外国航

航については海外企業に有利に働きやす

空企業の優位性

い。前述の通り、日台線における日本側

航空機運航上の利点が外国企業に存在

空港数では日系企業が９空港であるのに
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対し、台湾系企業は24空港と約３倍の規

たこと。また香港系・シンガポール系

らは、地元空港への国際線誘致と搭乗率

模となった。尤も地方空港の中でも規模

航空では、経由地である台湾寄港によ

維持・向上へ向けた諸活動の労苦をにじ

の大きな新千歳や那覇では日系LCCによ

るコスト増大の回避が挙げられる。

ませつつ、
「鉄道や高速バスの路線網や便

る運航便数が多く、国内線・国際線間の

②日台線では台湾系企業が約３分の２の

数が充実していること、さらには運賃面

機材転用が比較的容易に実施できる。今

規模を占めチャイナエアラインやエ

でも安価な水準を維持していることか

後こうした便数増加などの規模拡大によ

バー航空などの FSA だけで全体の半

ら、国際線で大都市空港に到着後、あと

って日系LCCの国際線座席数増加に拍車

分のシェアを有している。座席確保に

は地上交通機関の利用によることも多

がかかる可能性がある。

ついてはこれら企業からの調達に期待

く、地元空港への国際線誘致は粘り強い

がかかる。さらに2020年には新規の

取り組みが不可避となっている」とのコ

FSA である Starlux（星宇）航空が日

メントがあった（34）。

4－3

米系ならびにアジア系既存企業の

減少と、アジア系 LCC の増加

本路線運航を計画しており、仮に運航

また別の識者から、
「訪日旅客の旅程の

第３章でも触れた通り、日台線の第３

が開始されると旅行企業による座席確

多様性が進んでいることもあり、成田・

保に道が開ける可能性がある。

羽田などの大都市空港発着便利用のみな

国 FSA で座席数減少が見られた。北米
系企業の減少は日本を経由することなく

③現状の日台線搭乗率は高水準であるも

らず地方空港発着便の利用が広がり、ま

航空便が上空通過するいわゆる「ジャパ

のの、旅客の約７割は台湾側の旅客が

た地元自治体の国際線誘致活動では、
『必

ンパッシング」に起因する

占めており、台湾の閑散（オフ）期の

ずしも往復便で地元空港の利用を考え

北米とアジアをつなぐ路線の多くの便

空席確保が有効となろう

。それは更

ず、自空港着・他空港発、もしくは他空

は、北米・日本間に加え日本・アジア路

なる搭乗率改善に寄与する可能性から

港着・自空港発』といった柔軟な考え方

線を運航していた。その理由として、航

当該航空企業にとっても朗報となる。

も進んできた」、との指摘もある（35）。つ

空機の航続性能の制約による技術着陸の

④ LCCのシェアが上昇を続ける中、その

まり、訪日外国人旅行者市場の旅行形態

として機

利用も視野に入れざるを得ない状況

においてその多様化が進展してきたと見

能強化や、日本市場での収益増加などを

になってきているのではないだろう

ることもできよう。国が示す「目指すべ

企図したものであった。

か。日系 LCC は日系航空企業全体の

き将来像」
として、
各空港個別のエアポー

２番目には香港を拠点とするキャセイ

うち既に56.2％の座席シェアを獲得し

トセールス
（空港誘致）
によるネットワー

航空がおこなってきた日本・台湾区間の

ている。台湾へのアウトバウンド市場

クの非効率を脱却し、
「In と Out で異な

減 便 が あ る。2007 年 夏 期 で 週 間 28 便

を鑑みた場合、将来にわたる安定的航

る空港を積極的に活用し、多様な観光

10,075席だったものが日本・香港の直行

空座席確保の観点から強い市場プレ

ルートを開拓する」との理想像と平仄が

便化が進んだ結果、2019年夏期では同21

ゼンスを有する日系 LCC 活用も視野

あっている。しかし近隣の地方自治体で

便、6,454席へと減少を示している。

に入れるべきであろう。またこれま

は地元空港の国際線誘致について避けが

他方、東南アジア系LCCの台湾寄港に

で、2007年に乗り入れを開始した豪州

たい競合関係も存在し路線棲み分けなど

より日台路線提供座席数が増加した。訪

LCC ジェットスター航空などでは旅

の調整が困難、との見方もあり、大局的

日台湾人需要の高まりを受け、ノンスト

行企業の既存システムを尊重した

な観点に立った戦略の構築・推進が求め

ップ便に加え台湾経由便を増強させたこ

GDS 経由の予約ならびに IATA/BSP

られる、との考えを示す識者もおられ

とで日台線の提供座席数増加につながっ

を介在させた決済手法を構築し LCC・

た（36）。前出の元地方自治体幹部からは、

た（32）。

旅行企業間での取引円滑化に成功し

「日本側での地上サービス部分を担う地

た。また現在、航空流通の新規格であ

上交通・宿泊企業等も台湾側旅行企業に

。これまで

（30）

必要性、また経由地・乗継地

（31）

4－4

搭乗率は高水準で推移しており、

（33）

る NDC の推進ならびに OneOrder の

対し積極的な営業活動を展開している」

アウトバウンド需要に対してはオフ期

開発が進展しており、今後旅行会社が

と説明（37）があり、こうした受入側企業が

の空席活用が必要

LCCと直接予約・決済を行う上で比較

運営する「地方空港発着便を踏まえたモ

冒頭で紹介した学会参加者からの問い

的容易に取引を推進することができ

デル旅行コンテンツ」で地方空港国際便

るのではないだろうか。

の維持・拡大ならびに旅行多様化への対

に関する筆者の見解を以下の通り示す。
①米国系・香港系・シンガポール系 FSA
の増加は期待薄であろう。その理由と

応が期待できる。さらに定期便に繋がる
おわりに

前段階としてプログラムチャーター便に

して、航空機の航続性能向上により技

本研究を進める中、筆者は特に地方空

よる実績作りにもに無視できない役割を

術着陸の必要性が低下し、米系航空で

港からの国際線設定の可能性について興

演じている可能性が存在することも付記

は北米・アジア間の直行便化が亢進し

味を持った。東北地方の元自治体幹部か

しておきたい。
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LCCをめぐる新たな動きとしては、航
空機メーカー各社で航続距離を増加させ
た小型機の開発・生産の推進がある

タイ、マレーシア、シンガポール、オー

（13）


ストラリア、ハワイなどへの運航。

い。
中華民国（台湾）交通部「臺灣地區國

（23）

短距離路線運航に使用される小型機は

際及兩岸航線班機載客率」統計（2018

こうした機材の運用が増加するにつれ、

エ ア バ ス A320 シ リ ー ズ（派 生 型 の

年データ）を基に筆者計算。対象空港

これまで運航が不可能であった目的地へ

A319と A321を含む）ならびにボーイ

は、日本側：東京（羽田・成田）、中

のLCC直行路線が増加する可能性にも留

ングB737シリーズとする。エアアジア

部、関空、福岡の各空港と、台湾側：

意しておきたい

X では関空・台北・クアラルンプール

台北（松山・桃園）
、高雄の各空港を結

線で、セブパシフィックでは日本・マ

ぶ区間の座席数と搭乗者数で計算を行

。

（38）

。

（39）

（14）


ニラ線で大型機材 A330を投入してい

脚注

る。本機材は長距離機材であるものの

った。第３国への通過客を含む。
在日外国航空企業A社

（24）

マーケティン

トラベルジャーナル「日本発国際線航

短距離区間運用であることから便宜上

空座席調査」（2019年）

ここでは短距離用機材として位置づけ

日本旅行業協会が発表する「旅行市場

た。ちなみにタイ・ライオンエアで
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