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１． USA Today  4/17/2003

Low-cost Airlines Get A Lift In Fiscal Turbulent Times

航空業界財政困窮時ローコスト航空会社上昇

先週、DL が低運賃子会社“Song”の為に機内改装した 1 号機をロールアウトした。　Song が

伝えたいメッセージは明確で且つ大きいものである。

トランペットを吹く Song の社長 John Selvaggio に先導された Song の“ハウスバンド”（ハ

スバンドとかけている？） Johnny and the Flourishes (ジョン（社長）と繁栄者たち)が Twist and

Shout を奏で、タンバリンを打ち鳴らす一連のスチュワーデスがステージで旋回し、いろいろ

なランプワーカーとチケットエージェントが混ざり合った間を、アイスクリームフロートを食べ

ながら、即興のコンガ アフリカン踊りで湿っぽい Hartsfield のハンガーを練り回り、それから

Selvaggio がライムグリーンと白で塗られた飛行機で、エアラインの名前が付いたカクテル

“Song Sunrise”の入ったプラスチックのマティニーグラスをかざして、記念写真の為にポー

ズを取った。

メッセージは：　Song はイカシテル、Song は賢い、Song は楽しい。

（ The message:  Song is hip.  Song is savvy.  Song is fun. ）

勿論、格安運賃に最大の関心を持っている旅行者が、気に入ってくれるかどうかは未だ判らない。

しかし、低運賃航空会社が、財政危機によって翳っている業界で、数少ない一筋の光明である事

は間違いない。

米国低運賃航空会社 6 社（ Song を除く）の内 4社　̶ 　Southwest, JetBlue, AirTran, Frontier

̶　は、全社が過去 2 年間の内の少なくともどちらか 1 年は、利益を計上している。　どのビ

ッグ６キャリア　̶　AA, CO, DL, NW, UA, US　̶　が達成できない中での快挙である。

メジャーエアラインの国内線旅客シェアーが過去 10 年間で、90 ％から凡そ 70 ％に縮小する一

方で、低運賃航空会社は驚異的な成長を遂げ、凡そ 20 ％のシェアーを獲得している。
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同一期間で、メジャーの市場に大きく食い込んでいる。

1990 年代の初めに、たったの 15 ％の路線重複だったものが、今日では 55 ％のオーバーラッ

プに拡大している。　その上、変化の早い業界においては、“低運賃航空会社”と言う呼び方さ

えも最早適当ではなくなってしまっている。　アナリスト達は、“オルタナティブ”とか“ロー

コスト”航空会社という呼び方をより好んでいる。　彼等がチャージする価格によるよりも、彼

等がビジネスを行う方法による呼び方を採用している。

「我々はまさに過渡期の局面にいる。」と、長年業界の観察者であり、JoeSentMe.com の創立

者である Joe Brancatelliが言っている。 「古い奴は退場し、そして新しい世代の航空会社が出

て来る。　彼等の俗称も長くは続かない。」と、言っている。

「低運賃航空会社の成長が現在の調子で続くとすると、10 年以内には、米国航空旅客の 40 ％

のシェアーを取る事になるだろう。」と、アナリストの Edmund Greenslet （業界紙 Airline

Monitor発行者）は言っている。

Southwest は低運賃航空会社の傑出した成功物語である。　現在旅客数では、全米第 4 位の航

空会社であるが、10 年内にはトップになるだろう。　そして JetBlue は、2020 年までには、

DL を追い抜くだろうと、彼は予測している。

であるから、既存の航空会社が、過去の失敗にもかかわらず、低運賃コンセプトに乗り出してく

るのは、驚く事ではない。　事実 UA、US、CO,それに DL さえ過去に低運賃航空会社の設立に

失敗している。　けれども、チャプター11 の UA は、その構造改革計画の一環として、低運賃

航空会社の設立計画を発表している。　バージン航空の Richard Branson は、彼のオーストラ

リアのディスカウントキャリア Virgin Blue の原型となった米国ローコスト航空会社の今後の見

通しを調査している。　Midwest Airlines（以前の Midwest Express）は、低運賃子会社を第 3

四半期のどこかで設立するだろう。

そして、4 月 15 日に DL は、Song の NYC(JFK)と West Palm Beach(フロリダ)の初便を開設し

た。　米北東部とその他のフロリダのバケーション ホットスポットと Las Vegas間の路線を段

階的に開設し、最終的には、28 路線で日間 144 便の運航を計画している。

アイデェンティティーの確立の為、Song は、ライバルになるであろう 2社Southwestと JetBlue

から、Southwest の活気ある魅力と、JetBlue の垢抜けした精錬さを真似ている。

この新進航空会社は、Southwest のように、華々しさとパソナリティーをたっぷり備え、ジョ

ーク溢れるサービスを提供し、ゲーム遊びまでするスチュワーデスで、自社を特徴づけている。

DL の客室乗務員が、Song の新しい仕事のためにオーディションを受け、そして彼等は“タレ

ント”と呼ばれる。　派手なデザイナーユニフォームは、この秋に発表されるだろう。

カラフルな座席は革張りである。　そして Song は JetBlue のように、シートバックの衛星 TV
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を含む盛り沢山の機内エンターテイメント（幾つかは有料）を用意している。　（エンターテイ

メントオプションは 10 月まで利用できない。）

その他の低運賃航空会社と同様、Song は、単純な運賃構造を採用している。　片道運賃は＄ 79

~＄ 299 の幅になるだろう。

しかしアナリスト達は、低運賃キャリアの際立った特長は、必ずしも運賃が安い事とは限らない

と、言っている。　運賃戦争の時代にあっては、全ての航空会社が、ある条件付きで低運賃を提

供している。　事実メジャーはしばしばディスカウントライバルの条件付き事前購入運賃にマッ

チングし、更には、より下回る運賃を提供したりしている。

旅行者がラーストミニッツで購入する時に、ローコスト航空会社のキーバリューである、条件付

でない（運賃規則の無い）チケットが効果を発揮する。

例えば、NYC=LAX 往復の walk-up 運賃は、メジャーで＄ 2,300 以上するが、JetBlue の制限な

し運賃は＄ 600 である。

大手の航空会社は、せざるを得ないときにはマッチングするが、彼らの言いなりの旅客には高い

運賃を売りつけている。　旅客はこのことに気付いているので、そのオプションはだんだん使え

なくなってきていると、Greenslet は言っている。

そして、多くはインターネットのお陰で、航空会社の運賃構造の不平等が明るみに晒されてしま

うので、これがローコスト航空会社の躍進に一役買うことになる

その一例として以下が最近のアビエーションコンファレンスで紹介されている。

メジャーでは、WAS=LAX ＄ 2,200 に対し、Southwest のラーストミニッツ運賃は＄ 400。

Southwest の場合は、Baltimore 空港まで 45 分余計にかかり、そして Nashville 経由であるが、

この不便さはキャッシュセービングに見合うものである。　そのような法外な運賃によりペテン

にかけられたと感じている多くのビジネスマンのフラストレーションが高まっている。　「完全

に頭に来た。　もう使ってやるものか！　反逆が進行中である。」と、Greenslet は言っている。

その他のローコスト航空会社の特徴は：

・ 最低運賃に対する少ない運賃規制（土曜日泊の義務付けなど）、

・ 旅程変更に寛大、Southwest はノーペナルティー。　Spirit は＄ 25 で航空券の名前変更が

可能。

・ メジャーが好むハブアンドスポークでなく、ポイントツーポイントに依存する傾向がある。

・ 彼等の旅客は期待していないのかも知れない。　その結果不満も起こりにくい。

「Southwest がパイオニアで、彼等は見事に成功している。」と、Airline Business



情報 26 TD勉強会4

の AmericasエディターDavid Field は言っている。

「Southwest では、沢山を期待できないが、ジョークが有る。　JetBlue では少しは期待できる

が、カッコ良さと洗練さがあるじゃないか。」と彼は言っている。

財政的に窮地にあるメジャーは、供給を縮小しているので、ある面ではより低運賃キャリアに近

づきつつある。

「本質的には航空輸送はコモディティー商品。　そして大きい奴がより少なくオファーしている

ので、少ないオファーをコンセプトとしている奴は、悪くは見えない。」と、Brancatelliは言っ

ている。

Forrester 4/17/2003

2. TravelCom 2003: The World Has Changed Forever

世界は変化継続、TravelCom 2003会場から

4 月 1 日から 2 日にかけて NYCで開催された TravelCom 2003 について、Forrester Research

は次の通りレポートしている。

注目すべき 3 点

（１） マーチャント販売

マーチャント販売に対し、肯定的コメントが多く聞かれるようになってきた。

「マーチャント販売は、マージンが合理的なものであれば、本質的に間違っているものではな

い。」と、Cendant のホテルマーケティング部長は言っている。

急拡大したホテルマーチャントモデル販売の勢いは止め様が無く、如何にレートを維持するかに

関心が向かっている。

ホテルは、ベッドの使用、ルームサイズの如くの客室を差別化するマルチプルな要因を多く抱え

ている。　（ルームカテゴリーの業界標準は無い。）

ホテルが、マーチャントの世界で成功する為には、価格とルームカテゴリーの両者の適切な管理

と慎重なインベントリー コントロールが求められている。

例えば、若しホテルの自分のサイトにスタンダードルームが無く、Hotels.com のような第三者
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サイトがそれを保有していたならば、顧客は即座に Hotels.comに奪われてしまうのだから。

（２） Orbitzが GDS になるかもしれない

この会議場で、初めてオンライン旅行社のトップ 3 の CEO が一堂に揃って会している。

Orbitzの CEO は、「GDS の規制緩和がエアライン所有の GDS にとって不利とならないならば、

Orbitzは GDS 化することを考えるかもしれない。　それは Orbitzをリテェーラーとテクノロジ

ー ディベロパーの両方に変身させる手助けとなるだろう。」と、発言している。

Expedia の CEO は、Worldspan との契約（予約エンジン提供）は継続するが、GDS をバイパ

スするダイレクトコネクト開発を継続する事を認めた。　過去に大もめにモメタ NW とさえダ

イレクトリンク契約を結ぶかもしれない。

Travelocityの CEO は、親会社の Sabre を気にしてか、公には、ダイレクトリンクを実施する

とは認めなかった。　しかし、AA のような主要なキャリアを失うよりは、ダイレクトコネクト

するほうがズーットましな筈である。　Travelocity は、ひそかにダイレクトコネクに走るだろ

う。

（３） オンライン Webサイトの一体何処が違うのか？

長い間、オンラインビッグ 3 は、自分は他とは違うと言い張ってきている。　一体何処が違う

のか？、との問に対して、Expedia の CEO ただ 1 人が正直に「異なっている点よりも、似通っ

ている方が多い。」と、発言している。

差別化の欠如は、マーケティングとカスタマー リレーション費用を増加させる。　そして単な

るショッピング比較のサイトにオンライン旅行社の価値を低下させてしまう危険を孕んでいる。

Expedia の最近の Hilton との優先マーチャントレート契約も差別化の一種ではあるが、十分で

はない。　顧客に価格以外のベネフィットを提供する事を真剣に考えるべきである。

真のラーストシート、真のラーストルーム アベイラビリティーの保証のようなもので差別化を

図るべきである。　それを最初に実行する者は、顧客の焦点を価格から全てのバリューに対する

信頼にシフトさせ、永続するロイヤルティーを獲得するだろう。

その他のトピックス

（１） 間際予約の増加

誰もが間際予約の増加を指摘している。

Travelweb の CEO は 40 ％のビジネスが、チェックイン前３日以内の予約であると言っている。

エアラインの幹部は、「マスコミによる旅行需要の減少ニュースの繰り返し、供給の過剰、ラー
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ストミニッツ Web 運賃、Cheaptickets.com のような在庫処理型サイト、これらの全てが消費

者の前広な購入を妨げている。」と、言っている。

間際予約の何処が悪いのだろう？　エアラインは長年にわたって開発してきたレベニューマネ

ジメントモデルが壊されたと言っている。

先行予約型のクルーズ業界でさえ、間際予約で困っている。　過去は６ヶ月か１年前の予約が、

今は出港前６０日から９０日前の予約となっている。

業界が、割引以外の知覚できるベネフィットを事前予約運賃に組み込まない限り、間際予約は無

くならない。

（２） オペーク販売管理の強化

オペークで客室を購入した顧客は、彼等がロビーに入って来る時に、即座に見分けられると

Hilton のレベニュー管理部長が言っている。　彼等は six-packs（？）ではちきれんばかりのク

ーラーを運んでくる。 　ホテルで食事はしないし、ミニバーも使わず、電話も利用しない顧客

は、誰のベネフィットにもならないし、核となる顧客とは言えない。

ホテルはオペーク販売業者に対して、戦略的なインベントリー配分をしなくてはいけない。

（３） ロイヤルティーのレッスン：　ボリュームよりは利幅

UA のロイヤルティー プログラムの責任者が、「我々の旅行業界は、全ての旅客を同等にカウ

ントしているが、小売業は実際の収入でカウントしている。　収入による方法が、より有効なメ

トリックであり、旅行にとっても自然。」と。発言している。

その通り、Forrester も同意する。　だからサプライヤーは何をしなければならないのか？　答

えはシンプル。　価格、価格、価格に頼るのではなく、プロダクトへの投資である。

ブランドは顧客に対して訴える強力なもので無ければならない。

残念な事に、ブランド力を持つ旅行サプライヤーは少ししか居ない。　殆どが単なる会社に止ま

っている。

Brand 力を有する企業として、Forresterは、以下の１０社を上げている。

（低運賃航空会社が２社も含まれている。）

Carnival Cruise Lines, JetBlue Airways, Motel 6, The Ritz-Carlton Hotel Company, Silversea

Cruise, SQ, Southwest Airlines, Virgin Atlantic Airways, W Hotels, Westin Hotels & Resorts
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（４） マーケティングの結果は計測可能でなければならない

Southwest や Silversea Cruise のように、余りダメージを受けていない企業も存在する。

長期的なブランド形成に、継続して投資して行く余力を持っている。

Hotels.comなどは、広告宣伝費を増加している。　現在週 780 の TV スポットを押さえている。

Hotels.comのマーケティングマネジャーは、コールセンターと Web サイト販売に目を光らせて

いる。　販売増に結び付かないものは直ぐカットされる。　結果を測られないものは実施しない

事だと、その宣伝部長は言っている。

（５） 仲介業者は、至る所でバリューを提供しなければならない

GOGO Worldwide Vacationsの社長は、2003 年に＄ 25M（約 30 億円）のテクノロジー投資

を行い、Expedia と Travelocityからの増大するプレッシャーに対抗する技術基盤を整備すると

言っている。

競争的ダイナミズムの変化とオンライン（インスタント）ビジネス分析レポートが、ホールセラ

ーと旅行社に緊張した販売環境を作り出している。　リテールロケーション数は過去 3 年間で

20 ％以上減少している。　サプライヤーやホールセラーに、目に見えるバリューを提供できな

い旅行社間で、この傾向が強まるだろう。
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