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本稿では、2019年 3月 7日にワシントンD.C.の中心部に

位置するRonald Reagan Building and International Trade 
Center にて開催された、全米商工会議所主催の第 18 回

Aviation Summitについて報告する。このイベントは年に一

回開催され、毎年航空業界を代表するビジネスリーダーが数

多く参加し、航空業界が直面する課題について議論し、その

解決策を話し合う機会となっている。主催者の発表によれば、

今回は 800 名を超える聴講者が参加したということである。

なお、早朝から夕刻まで多くのプログラムが用意され、多く

のトピックが話し合われたため、本稿ではとりわけ特筆に資

すると思われるプログラムを抜粋して紹介することとしたい。 
 
1 Remembering Herb Kelleher（Herbert Kelleher氏

を偲んで） 

 

2019 年 1 月 3 日に逝去したサウスウェスト航空の共同創

業者であり、最高経営責任者、名誉会長を歴任した故Herbert 
(Herb) Kelleher 氏を偲んで、アメリカン航空の元会長兼

CEOのRobert L. Crandall氏が彼の半生を邂逅した。 
Kelleher 氏は元々法律家としてテキサス州サンアントニ

オで法律事務所を営んでいたが、事務所の顧客から航空会社

設立を呼びかけられ、従来航空便の利用において当たり前の

ように提供されていたサービスを徹底的に排除し、その代わ

りに当時としては破格の低運賃で運航する航空会社をテキサ

ス州内で設立するに至った。価格面での注目もさることなが

ら、顧客を大事する姿勢は打ち出しながらも「従業員第一主

義」を掲げたユニークかつ大胆な経営手腕も世間の注目を浴

びた。今日では世界中で運航されている格安航空会社（Low 
Cost Carrier）の先駆けとして設立されたサウスウェスト航

空についてCrandall氏は、大手航空会社からすれば「理解で

きないくらいの低運賃であり、競争相手として間違いなく脅

威だった」と語った。 
 

2 The Modern Passenger Journey: Traveling With 

AI（現代の旅行：AIを活用した旅行） 

 

登壇したThalesグループ北米支社CEOのAlan Pllegrini
氏はAIについて、「予測分析（Predictive Analysis）」が重要

な価値基準（Key Value）になると述べた。例えば空港運営を

例にとると、運航スケジュールやセキュリティチェック、旅

客動線などを分析し、学習させることによって、保安監視の

強化や混雑状況の緩和などへの最適解を導き出してくれると

いうものである。また、他の活用事例では、顔認証システム

による搭乗手続の簡素化や、不審者特定システムなども紹介

された。 
 
3 Futureproofing Airports for Long-Term Success

（長期的成功のための先進的な空港の在り方） 

 

このパネルディスカッションでは、今後、空港が長期的に

成功を収めるためにはどうあるべきかについて議論が行われ

た。まず、昨今のビジネスの成功において必要不可欠な「IT
の活用」について、首都ワシントン空港公社（MWAA）のJohn 
E. Potter代表兼CEOと、生体認証サービスを空港での身元

確認手続に提供するCLEAR社の共同創業者であり代表者の

Ken Cornick氏は、IT技術は近年加速度的に進化していると

述べ、なかでも空港における顧客体験（Customer Experience）
の向上に現状でもっとも期待されているのは生体認証技術だ

と語った。CLEAR 社はアトランタのハーツフィールド・ジ

ャクソン国際空港をはじめ 20 を超える米国内空港における

デルタ航空の生体認証による搭乗者確認手続にサービスを提

供しており、Cornick 氏は「ポケットに手を伸ばす（パスポ

ートを手に取る）ことなく搭乗者情報を確認できるこのサー

ビスは間違いなく顧客体験の向上に資する」と自社のサービ

スに自信をのぞかせながら語った。またMWAAのPotter氏
は、「生体認証技術によって旅客の生体情報を統一的に管理把
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握できるようになり、空港保安の強化にも寄与する。また、

ブロックチェーンの技術などとも複合的に活用すればより効

果的だろう」と述べた。 
また別の視点からは、シカゴ市航空局のJamie L. Rhee局

長とマイアミ市航空局の Lester Sola 局長兼 CEO が、環境

に配慮した空港の可能性について言及した。シカゴ市のRhee
氏は、同市のグリーンシティの推進について触れ、またマイ

アミ市の Sola 氏もマイアミ国際空港が注力する

FlyGreenMIA プロジェクトを例に出しながら、今後は長期

にわたり存続していく空港には持続可能性の追求が不可欠だ

と語った。 
 
4 Building A Modern Workforce（今日的な労働力の

確保） 

 

このパネルディスカッションでは、今日の航空業界におけ

る労働力確保の問題が議論された。冒頭、連邦航空局（FAA）
の元長官である J. Randoph Babbitt 氏から、航空業界の現

状が数字に基づいて紹介された。氏によれば、RPK（Revenue 
Passenger-Kilometers。有償旅客輸送距離）は毎年５％の成

長を続けており、航空機材の需要も高まっていて、まさに航

空業界は「黄金期」を迎えていると氏は述べた。他方、需要

の高まりは労働力不足の問題も同時に引き起こしているため、

業界としても優秀な人材の確保と労働者のモチベーションの

維持向上について対策が必要だと全米ビジネスアビエーショ

ン協会（NBAA）のEdward M. Bolen代表兼CEOは警鐘を

鳴らした。またエンブリー・リドル航空大学総長の John R. 
Watret博士も、大学の交換プログラムやインターン制度など

を紹介しながら、Edward氏に賛同した。 
 
5 Keynote Remarks（基調講演：Elaine L. Chao米国

運輸省長官） 

 

ここで米国運輸省のChao 長官が登壇し、基調講演を行っ

た。長官はまず、運輸省が掲げる最重要項目として「安全」

を挙げ、二番目に重要な項目として、350 万ドルの予算を充

てる「空港改善プログラム（AIP）」を例に出しながら、空港

をはじめとしたインフラの整備を挙げた。続いて、科学技術

の進展について触れ、新技術の導入は決してトップダウンに

よる命令などで促されるものではなく、民間と協力しながら

現場から生み出されていくものだと強調した。また、航空宇

宙分野の発展にも科学技術による課題解決が重要としながら

も、新しい基準やルールを設けながら適正に進められること

が望ましいとした。ドローンなどの無人飛行機についても、

最近ドローン規制の新たなルール作りを進めていること、米

国ではすでに 36 万機のドローンの登録実績があることなど

を強調した。また長官は労働力の確保についても触れ、パイ

ロット不足が深刻化しているため、対策が必要だと述べた。

最後に、航空業界は国家の枠組みを超えますます競争的で複

雑化していくが、そのような中でも米国は世界を牽引するリ

ーダーであり続けると締めくくった。 
 
6 Charting the Future of Flight（航空の未来を俯

瞰する：Dennis Muilenburgボーイング社代表取締役

社長兼CEO） 

 

続いて登壇したボーイング社のMuilenburg氏は、自社の

視座も交えながら今後の航空業界を俯瞰した。Muilenburg
氏は、これまで登壇したスピーカーと同様に航空業界におけ

る労働力不足について触れ、今後の 20 年で 2 倍の規模にな

ることが見込まれる航空業界において、パイロットと整備士

の確保が急務であると述べた。そのため、ボーイング社は航

空人材の養成のためのスカラーシッププログラムに300万ド

ルを拠出することを表明し、会場から喝さいを浴びた。また、

注目すべきトピックとして、宇宙産業の今後の活況、中国市

場の潜在性、そして都市交通の問題について言及した。宇宙

産業は今後ますます拡大が見込まれると予測し、NASAと協

力して 2020 年にも月周回ロケットを飛ばす計画があること

を明かした。中国市場については、中国の人口のおよそ80％
がまだ一度も飛行機に乗ったことがないという点に注目し、

その潜在性に期待を寄せた。都市交通は、巨大都市の交通混

雑の解消に関心があることを明かし、同社が都市交通を担う

可能性を窺わせた。 
 
7 Fireside Chat（業界のビジネスリーダーへのイン

タビュー） 

 

このサミットでは、航空業界を牽引する大企業の経営層が

多く登壇し、コメントを寄せた。例えばユナイテッド航空

CEOのOscar Munoz氏は、航空会社間の競争はまだまだ続

くと予想し、更なる合併統合はあり得るのかというインタビ

ュアーからの質問に、「十分起こり得る」とコメントした。ま

た、フェデックス社会長兼 CEO の Frederick W. Smith 氏

は、次世代航空輸送システム（NextGen）も見据えた自社パ

イロット養成プログラム「Purple Runway」や航空貨物輸送

の多様化に対応する新機材の導入（Cesna 408F SkyCourier
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等）を紹介した。さらに、アメリカン航空グループ会長兼CEO
のDoug Parker氏は、世界の航空市場の中で、もっとも強い

需要がある市場として中国を挙げた。また、南アメリカのブ

ラジルやアルゼンチンも回復傾向を見せており、注目すべき

市場だと述べた。 
 
8 Connectivity in a Post-Brexit World（Brexit後

の世界の接続性） 

 

近時、世界の注目が集まっているBrexitだが、このサミッ

トでは Brexit が航空業界に及ぼす影響についても議論が交

わされた。欧州委員会の航空局長兼交通輸送局長の Filip 
Cornelis氏は、イギリスのロンドン・ヒースロー空港を発着

する航空便の実に 50％が欧州との間を行き来する便という

事実を紹介し、Brexitの影響が決して小さいものに終わらな

いことを窺わせた。その発言を受けて、UPS社国際広報部長

のLaura Lane氏は、Brexit後は通関などの手続きが非常に

煩雑になることが予想されることなどから、とりわけ中小企

業においては自社のサプライチェーンを維持するのが非常に

困難になるとの見解を述べた。また、比較的小規模の航空会

社なども、拠点をBrexit の影響が少ないエリアに移すなど、

対策を講じていると付け加えた。結論としては、Brexitによ

って欧州域内の航空政策や実体経済に様々な悪影響が及ぶこ

とが懸念されることから、ハード面、ソフト面に関わらず、

イギリス及びEUの域内をオープンスカイにするべきだとの

意見に収束した。 
 
9 Aviation Summitに参加して 

 

米国航空業界を代表する大企業のトップがこれほどまでに

一堂に会する機会はそう多くはないと思われる。自社を取り

巻く今日的な課題に直面しながらも、自社の、そして業界の

将来ヴィジョンを描き、それを目標として据え、新たな施策

を講じながら米国経済をけん引するリーダーたちの姿を間近

に捉えながら、彼らの発するエネルギーを大いに感じること

ができた。彼らの今日的な課題または将来ヴィジョンの中に 
 
 
 
 
 
 
 

共通して垣間見えたトピックを挙げるとすれば、「新技術

（New Technology）」、「社会的責任（Social Responsibility）」
そして「中国（China）」の三点になろう。航空システムの革

新的な発展は、AIや生体認証、またはドローンと言った新技

術の導入によってもたらされるのであり、その機運が満ちて

いるのはまさに今この時なのだという確信めいた意思を多く

のスピーカーの発言から感じた。また、これは航空業界に限

らないこととも思えるが、米国のいわゆる大企業の多くは、

自社の利益追求のみに奔走するという姿は見せず、自社の経

営目標と社会的な課題解決を重ね合わせながら経営を推し進

めるきらいがあるように見受けられる。つまり、公益の追求

に近しいことを行うことが企業としての価値をより強く高め、

また更なる原動力として還元されるという循環がもはや大企

業の経営スキームとなっているのではなかろうか。例えば労

働力の確保という文脈において、人材の養成に巨費を投じる

という姿勢はまさにこれに当てはまると感じた。そして三点

目の中国は、当然と言えば当然のことながら、米中間の貿易

摩擦は依然としてありながらも、可能性を秘めた市場として

各社が虎視眈々と狙うその鋭い目線を感じることができた。

翻って、聞き漏れがなかったとすれば、今回のイベントを通

じて一度も「日本」に関する言及がなかったのは残念であっ

た。しかしながら残念であったが故に、今後もより一層、自

身の調査研究活動を活かして日本のプレゼンスの向上に貢献

していきたいという決意を新たにすることができた。 
 
参考資料 

・Aviation Summit 2019 

https://www.uschamber.com/event/aviation-summit-2019 

・シカゴ市の「持続可能な都市」の取り組み 

https://www.choosechicago.com/things-to-do/parks-and-

outdoors/ecotourism/a-sustainable-city/ 

・FlyGreenMIAプロジェクト 

http://www.miaefficiency.com/home 

・フェデックス社のPurple Runwayプログラム 

https://about.van.fedex.com/newsroom/fedex-express-announces-

purple-runway-a-fedex-pathways-program/ 


