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まず，ＬＣＣの今後の可能性についてお話させていただきます。 
 
（スライド３） 
これは，ＬＣＣ拡大の歴史と主要ＬＣＣについて記載したものです。 
1970 年代には，既に北米に LCC は存在しておりました。また村井知事のお話に出ました

ルートンとかロンドンシティをはじめとするヨーロッパは 1990 年代から LCC が出来てお

ります。さらに 2000 年には東南アジア，オセアニア，2005 年にはインド，中東，中国，

韓国，南米という風に広がって参りまして，要は日本は LCC の一番遅れたマーケットであ

ったということが一点目であります。 
それから，成功している LCC をざっと列挙しております。申し上げたいのは実はここに書

いていないおびただしい数の失敗した LCC が世界に存在するということであります。 
LCC はなかなか運営が難しいモデルだということをご記憶いただきたいと思います。 
 
（スライド４） 
これは LCC がもたらす効果であります。先ほど田村航空局長，村井知事からもご指摘あり

ました。これはまだ私どもがピーチのプロジェクト段階で見つけてきた資料でございまし

て，イギリスの航空局の統計の図でございます。いろいろ差し障りがあるので，配付資料

には記載しておりませんが，1997 年にヨーロッパで航空自由化が完了した後，2007 年まで

の 10 年の間にイギリスとヨーロッパの間を行き来した人がほぼ倍増しております。 
この間，ルフトハンザさんや英国航空さんといったレガシーキャリア，チャーター会社，

そして LCC がどういう旅客数の変遷を見せたかということですが，ポイントは，LCC はど

んどん旅客数を積み上げていくと同時にチャーター会社，レガシーキャリアの数がほとん

ど減っておりません。 
これで私どもはプロジェクト段階で，多少のカニバリゼーションはあろうけれども，総じ

て言えば航空市場が倍増し，プラスの方が大きいということで，当時の全日空でピーチア

ビエーションをつくるという決断をした資料でございます。 
それからもうひとつ言いますと，LCC は実はシーズナリティーがございません。これは私

どもこの一年間で実感いたしましたけれども，ほぼ通年多くのお客様が来られます。 
 
（スライド５） 
これは世界の LCC の実績です。ポイントをいうと国際線はライアン航空がトップで 7100
万人，これは 2010 年の資料でございますが，3 位がイージージェットの 3700 万人です。

国内線はサウスウェスト航空 1 億 600 万人ということで，LCC はたくさんのお客様を運ぶ



ということを覚えていただきたいと思います。 
 
（スライド６） 
次は，「LCC はカニバリゼーションをそれほど起こさずに，新規航空需要を積み上げる」と

いう仮説が正しいかの検証を自社の資料で行ったものです。 
出典は国土交通省様の資料を使わせていただきました。一番左が平成22年の3月から5月，

真ん中が平成 23 年の 3 月から 5 月，一番右が平成 24 年の 3 月から 5 月で，24 年 3 月にピ

ーチは就航いたしました。 
その 2 ヶ月間の関空と札幌のお客様の数の変遷を示したものです。（棒グラフが）赤いのが

日本航空さんで，ブルーが全日空さん，ちょっと濃い紫がスカイマークさん，そして桃色

が弊社ですが，赤と青については，22 年から 23 年にかけては，少し減っていますね。とこ

ろが，24 年 3 月はピーチは純増で上積みしています。スカイマークさんも上積みしていま

すけれども，青と赤の背の高さが少し増えているんです。 
ということで，LCC は決して食い合いをするわけではなく，どちらかというと人々の流動

を活性化するのではないかと考えております。 
 
（スライド７，８） 
次は弊社の歩みでございます。 
2008 年 1 月に全日空内にアジア戦略室というプロジェクトチームが立ち上がりました。 
私はそのときのプロジェクトリーダーでございます。実際に会社が立ち上がったのが 2011
年の 2 月，3 年後くらいで会社を設立いたしました。3 年かかったことにつきましては，私

ども強いこだわりがございまして，ゼロベース，スクラッチで LCC をつくりたいという思

いがあったために時間を要しました。 
ただ 2011 年 2 月の会社設立後に就航開始いたしましたのが 2012 年 3 月でございます。 
これは航空局，それから関空会社の絶大なる支援のもとに実現したものであります。 
いずれにせよ 1 年ちょっとというスピードで就航させていただいております。それから直

近は 2013 年 6 月 14 日に関空－新石垣，片道 6190 円で就航させていただいておりまして，

今のところ，1 年強経過したで，1 日 50 便飛ばしておりまして，この 5 月には提供座席数，

日本で 4 位になっております。このスピードある事業展開が我々の一つの特徴でございま

す。 
 
（スライド９） 
我々ピーチの特徴は何かというと，「日本初の本格的 LCC」といってはおりますが，冒頭に

申し上げたとおり，LCC の世界では最も遅れてきた参入者という認識を持っておりまして，

LCC ビジネスモデルをそのままコピーするのではなく，それに我々の持っている新しいノ

ウハウ，知恵を注入した新しい航空ビジネスモデルをつくろうという風にしております。



それから圧倒的低価格を出していくことによって，新規潜在需要の創出に努めていこうと

いう方針を持っております。それから我々は日本で初めて関西をベースにした航空会社で

す。独自の経営モデルということで全日空からは独立した経営の維持をしております。全

日空の持分法会社にわざとしております。連結子会社ではございません。 
 
（スライド１０） 
就航路線はこんな（スライド）感じでございまして，国内線が 7 路線，今年の 9 月に沖縄

－新石垣，10 月 27 日に関空―成田を予定しております。 
国際線は 9 月に関空―釜山を予定しておりまして，ソウル，香港，台北，釜山，4 つの地点

を飛ぶことにしております。 
 
（スライド１１） 
就航後の状況ですが，搭乗率が平均で 78%となっております。直近では今年の GW 期間中

の平均搭乗率，国内で 91.3％，国際 84.1％で非常に高い搭乗率を示しております。 
搭乗者数は今年の 5 月 7 日に 200 万人を突破しておりまして，年間提供座席数は日本で第

4 位となっております。 
それから安定した運行状況でございます。私どもの昨年度の主たる目標は「ちゃんと飛ば

すこと」，これにこだわっておりました。その結果，就航率が 99%になりまして，この前，

資料を拝見しましたら，昨年度就航率第 1 位になっておりました。非常に嬉しく思ってお

ります。また定時運航率は約 81%です。そこそこの定時性を維持できているのかなと思っ

ております。今年はもっと改善したいと思っております。 
それから新たな需要の創出でございまして，これは成功しつつあります。いわゆる親族訪

問，帰省の需要，こういったパターンがよく使われております。例えばお墓参りに行かれ

る方，年末年始に帰省される方，逆に単身赴任のお父さんを訪ねていく若いお母さんと小

さいお子さん達とか，介護で定期的に帰られる方だとか，そういった方がよくご利用され

ています。 
利用者の男女比率は 40：60 で女性が多いです。全日空の場合，70:30 ですので（男性の方

が多い），全く違った機内の風景が広がっております。 
年齢層は 20 代から 30 代を中心に幅広くお乗りいただいておりまして，この部分でも非常

に興味深い顧客分布となっております。 
それから意外かもしれませんが，国内の乗り継ぎ需要が多いんですね。実はこの仙台も多

く，九州から関空経由で仙台にやってくるというお客様が結構多いです。なぜかというと

これまで直行便の運賃が高く，来たくとも来れなかった。弊社の場合，うまく時期を合わ

せるとお手頃値段でやって来れるので，そういった方が来られるということでございます。 
それから 4 番目，就航地域への貢献でございます。 
2012 年度の 1 年間で関空が 290 万人のお客様を増やしております。 



その前の年がたしか 1350 万人程度だったと思うのですが，プラス 290 万人増えている。そ

のうちの 170 万人はピーチがお運びしたお客様です。何を申し上げたいかといいますと，

お客様が増えてくると他社も増便されたり，新規就航されたりする効果があるようでござ

います。こうしたお客様を増やすという効果を LCC は有していると実感しているところで

あります。 
 
（資料なし・投影のみ） 
これは資料にはございませんが，ご紹介させていただきます。 
私どもは単にお客様を安い運賃でお運びするというだけに留まろうと思っておりませんで，

これに付加価値をつけようと思っております。先週発表させていただいたのですが，私ど

もは，元祖カワイイという 60年前のルネというキャラクターとコラボさせていただいたり，

あるいは今年 9 月開催のガールズアワードなどともコラボさせていただいて，新しい付加

価値を提供するということを考えております。 
それと私どもの心意気の成果として一つ紹介したいのが，お客様から高い評価をいただい

たということです。日本に就航している国際線の航空会社の満足度調査でピーチが 10 位に

入りました。LCC でただ一社でありまして，上位はおなじみのシンガポール航空さんや日

本航空，全日空さん，それから中東の航空会社がずらっと軒を並べる中，私どもがぽっと

10 位に入っているということは私どものホスピタリティが評価されたわけでございまして，

非常に嬉しく思っております。我々は「安かろう悪かろうではない」というこだわりの一

つの現れだと思っております。 
 
（スライド１２，１３） 
そしていよいよ仙台空港への期待であります。 
ここで言いたいことは，全て田村航空局長と村井知事にお話いただいたとおりです。 
実は私どもも 2008 年にルートン，スタンステッド空港に行きました。そこで愕然といたし

ましたのは，先ほどご紹介があったように，航空会社と空港が一体になって事業をやって

いるという姿でありました。空港は航空会社に対して施設賃料や着陸料に対して優遇措置

を与えます。特に LCC はそのまま運賃に反映します。 
航空産業というのは，価格弾力性が非常に高い産業であり，運賃が上がるとお客様はすぐ

に減ります。下がるとすぐ増えます。つまりずっと安い運賃を出していけば，ずっとたく

さんのお客様が来るということです。それをルートンとスタンステッド空港はうまく利用

していました。ルートンはイージージェットというＬＣＣが拠点とする空港です。スタン

ステッドはライアン航空が拠点とする空港です。こういってうまくＬＣＣを利用しながら，

顧客を誘導しているというのが非常に印象的でありました。 
是非日本で初めてこの仙台空港がそういった空港になってくれることを心から期待してい

る次第であります。 



ＬＣＣのもう一つのポイントは，お客様が短期間でリピートするということです。 
年に 1，2 回ではありません。昨年の 5 月頃に初めて飛行機に乗るとおっしゃっていた関西

のお年寄りに，たまたま今年の 3 月にお会いしたところ，6 回も乗っておられました。 
こうした需要は皆さんあまり期待していなかったのではないでしょうか。我々も驚いたの

ですが，お元気なお年寄りが，運賃の安さを理由にどんどん飛行機に乗ろうとおっしゃっ

ていただいている。そういうＬＣＣの特徴を捉えていただければと思います。 
また是非仙台空港さんと一緒になって新しい形の空港会社と航空会社のあり方というもの

を発展させて，仙台発の空港会社と航空会社のイノベーションといいますか，新しいあり

方を提言できればと思っております。 
どうもご清聴ありがとうございました。 
 

以 上 


