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わが国で LCC は成立するか？
欧州との比較からみた LCC の維持可能性
運輸調査局 副主任研究員 小熊 仁
※本記事は、『交通新聞』に執筆したものを転載いたしました
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もっとも、国内で最も需要が集中する羽

欧州における LCC のモデルとわが国の格安航空会社の比較

欧州の LCC のモデル
（Southwest Model)
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使用空港
二次的空港会社
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×
ブランドイメージ
格安航空会社
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○
○
チケット販売方法
オンラインチケットレス △（一部ペーパーチケット販売） △（一部ペーパーチケット販売） △（一部ペーパーチケット販売） △（一部ペーパーチケット販売）
座席指定
なし（オールエコノミー）
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×
×
×
ネットワーク構成
Point to Point
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×（ANA のフィーダー）×（ANA のフィーダー）×（ANA のフィーダー）
機内サービス
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使用機材
同一機材（主に B737/A320)
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シートビッチ
狭い
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×
ターンアラウンドタイム / 運航頻度 30 分以下 / 高頻度運航
△（40 分 / 中頻度運航） ×（40 ～ 50 分 / 低頻度運航） △（40 分 / 中頻度運航）
△（40 分 / 低頻度運航）
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今後の LCC の動向をめぐって
わが国では 2013 年以降、羽田と成田の
発着枠増加に伴い、数多くの LCC の参入が
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路線選択を慎重に行なっていかなければなら
ないと考える。

