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1 はじめに 

 

本年9月4日から6日までの3日間、ネバダ州ラスベガス

において、「Future Travel Experience Global 2019」が開催

された。これは、旅行における最先端技術や業界の最新動向

などをオンラインを中心に情報発信している Future Travel 

Experienceが主催するイベントであり、ヨーロッパやアジア

などの地域ごとや、テーマごとのイベントが毎年開催されて

いる。その中でも北米において開かれるこのイベントが最大

規模のものである。イベントは二部構成となっており、会議

場において多彩なテーマで行われる講演やパネルディスカッ

ションなどのセッションパートと、イベントホールにおいて

航空・観光業界の企業や団体がブースを出し、自社の製品や

サービスを紹介する展示会パートが同時に開催される。米国

内はもちろん、世界各国の航空会社や空港運営事業者、サー

ビス事業者、政府関係者、専門家等、350を超える企業、団

体が参加した。本稿では、セッションパートを中心にとりわ

け有益と思われたプログラムを抜粋して報告することとする。 

 

2 US CBP Briefing & Technical Overview Workshop

（米国税関国境警備局による講演） 

 

基調講演に先立って、米国税関国境警備局（USCBP）によ

る出入国管理における生体認証技術導入の現況がオーランド

やワシントン D.C.の空港運営事業者らとのワークショップ

という形式で行われた。 

USCBPは、米国の人気コメディアンであったミルトン・

バールがかつて言ったという、「My Face is My ID.（私の ID

は私の顔だ）」という言葉を引用し、ミルトン・バールの言葉

と同じことが現実に起こっているとしてその現状を紹介した。

USCBPによれば、空港における運用効率、安全性、顧客満

足度などの向上を目指して 28 の米国内の空港や国内外の航

空会社と連携して生体認証サービスの導入を進めており、直

近までで出国で465万人、入国で1290万人に同サービスを

実施し、出国では98.3％、入国では99.1％の認証一致率を達

成した。またルフトハンザ航空がA380型機の搭乗客350人

の搭乗手続きを 20 分以内に完了させ、ジェットブルーから

も93人の搭乗手続きを10分以内に完了させ、旅客1人当た

りの処理時間がわずか 5.5秒だったという航空会社からの実

例も紹介された。続いてオーランド国際空港からは、生体認

証による出入国を導入することによって連邦検査サービス

（FIS）の手続き時間が最大50％削減、また搭乗にかかる時

間が最大で30％削減されたと報告され、また同じく登壇して

いたワシントン・メトロポリタン空港公社（MWAA）からは、

生体認証を用いた出入国管理及び搭乗手続きシステムの構築

を推進する、「MWAA Labs」が紹介された。 

 

3 基調講演 

 

基調講演は 3 名が登壇した。1 人目は Future Travel 

Experienceの創立者であるDaniel Coleman氏が登壇し、こ

のイベントの今年のテーマである「Transformation（変質、

変容）」が近年目まぐるしく、そのスピードが年々早くなって

いる証左として以下の好例が紹介された。「かつて電話が

5000万人に普及するのに50年かかった。iPodが5000万人

の手に渡るのに4年かかった。そして、ゲームアプリのポケ

モンGO を 5000万人がダウンロードするのはわずか 19日

しかかからなかった」。 

続いて登壇したホスト空港であるラスベガス・マッカラン

国際空港の空港情報システム担当部長の Samuel Ingalls 氏

からは、同空港のイノベーションの現状が報告された。 

最後にGoogle X（Google内の機密施設によって、次世代

技術の開発を担うプロジェクト）の元最高経営責任者 Mo 

Gawdat氏が登壇し、「Innovation in the Age of SciFi（サイ

エンスフィクションの時代におけるイノベーション）」と題し

た講演を行った。氏は、科学技術の発展を「Incremental 
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Innovation（漸次的な革新）」と「Radical Innovation（抜本

的な革新）」の二つに大別した。例えばブロックチェーンや電

気燃料による輸送、仮想・拡張現実（VR・AR）やロボティ

ックスは前者、AIや機械学習は後者に区分されるという。そ

のうえで、今後はRadical Innovationがますますビジネスの

あらゆる領域において求められるようになり、今後 10 年間

で機械の知能が人間のそれを上回るに違いないと明言した。

最後に聴講者に向けて今後の技術革新に立ち遅れないように

準備するための 3 箇条として、「Assume that Everything’s 

Possible（全てのことが実現し得ると想定せよ）」、「Commit 

to The Problem（問題解決に全力を尽くせ）」、そして「Accept 

no less than Radical Innovation（抜本的な革新より他ない

ことを受け入れよ）」の三点が披露された。 

 

4 ウェストジェットによる講演 

 

このセッションでは、カナダ第2位の航空会社でありカル

ガリーに本拠地を置くウェストジェット（形態としてはLCC

に位置付けられる）の上級副社長、Charles Duncan氏と、

ウェストジェットの子会社で超格安航空会社（ULCC）

SwoopのSteven Greenway社長が登壇し、両社の現況が紹

介された。カナダは主要都市が国の南部地域に集中しており、

また人口が多い都市もわずか（人口が100万人を超える都市

が米国の 53都市に対しカナダは 6都市）であることから航

空ビジネスが成熟しにくく、これまで 78 社もの航空会社が

生まれては消えていった。そんな中 1996 年に創業したウェ

ストジェットは着実に事業を拡大し、創業当時はカナダ国内

の 5 ヶ所の就航地を航空機 3 機で運航していたのが、2019

年時点で20カ国100ヶ所以上の就航地と180機以上の航空

機を有し、そしてULCCのSwoopを従えるまでに成長した。

業績も好調を維持し続けており、北米の航空会社のうち、

1997 年以降の四半期黒字の総数が第 1 位となっている（ウ

ェストジェットが86期で1位、第2位が84期のサウスウェ

スト、第3位が66期のアラスカ航空。最下位は36期のエア

カナダ）。また、スカイトラックス社のWorld Airline Awards 

2018で北米ベストLCCに選出された。 

Swoop はウェストジェットの 100％子会社であり、2018

年 6月に就航し現在は 4カ国 17か所の就航地に運航してい

る。ウェストジェットが LCC からフルサービスキャリアへ

の変容を目指している一方、Swoopは価格に重点を置いて新

規顧客を獲得していく戦略をとっている。具体的には、従来

のエコノミー運賃の 30～40％以上廉価な運賃で提供するこ

とを目指しており、今後は、空港、サービス会社、大学、公

的機関等と連携しながら全てをデジタル化して ULCC の特

性を有したままサービスの向上を目指すことを目標としてい

る。 

 

5 デルタ航空による講演 

 

デルタ航空はこのイベントに最もふさわしい航空会社とい

える。同社は、生体認証によるシームレスな旅客ハンドリン

グサービスの先駆けとして積極的にその導入を進めている。

世界の航空需要が伸び続ける中、出入国管理や搭乗手続きの

簡素化、円滑化は全世界的な課題といっても過言ではない。

デルタ航空はアトランタのハーツフィールド・ジャクソン国

際空港において生体認証によるワンストップ搭乗サービスを

開始したのを皮切りに、ダラス・フォートワース国際空港、

ミネアポリス・セントポール国際空港、ソルトレイクシティ

国際空港などに同サービスを拡大している。 

また同社については講演後の質疑応答の際、客席から、「現

在デルタ航空は他社と比較しても多くの航空会社に出資して

いるが、将来的に出資先各社と統合あるいは新たな航空会社

グループを形成する可能性はあるか」との質問に対し、同社

の上級副社長兼最高法務責任者である Peter Carter 氏は、

「その可能性は十分あると思う」と言い淀むことなく回答し

ていたのが印象的だった。 

 

6 Leaders Debate（新技術と空港・航空会社間の連携

はオペレーションを革命的に変化させ、運用モデル

の変容の原動力となり得るか） 

 

このセッションでは、シアトル港湾公社、オマーン空港、

ハンドリングサービスを業とするスイスポート、航空宇宙・

防衛製品のサプライヤーであるコリンズ・エアロスペース、

デジタル製品・サービスのサプライヤーであるエリクソン、

米国運輸保安庁（TSA）の代表者らが登壇し、空港を取り巻

く様々な関係企業・機関の協力関係の将来展望について討議

が行われた。中でもオマーン空港からは、今後 20 年間の成

長戦略の中で、石油依存から脱却し、観光等その他の国内産

業資源の活用を模索しているという話が聞かれ、産業構造自

体の変化も示唆する興味深い発言であった。 
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7 Terminal Design Session（今後 20年間の世界の

変化に革新的かつ柔軟に対応し、顧客ファーストな

空港デザインを実現するにはどうすべきか） 

 

このセッションでは、デルタ航空、TSA、スペインの空港

運営事業者であるフェロビアル、インフラ専門の設計会社で

あるHNTB、ソルトレイクシティ国際空港、カナダの空港運

営事業者であるNieuport Airportの代表者らが登壇し、新た

な輸送モード（ハイパーループ、超音速機、電気飛行機、無

人機等）や代替エネルギーの話を踏まえた将来的なあるべき

空港の在り方について議論が行われた。セッションの最後に

モデレーターからパネリストと客席に向けて、「今後30年の

空港のあるべき姿を2つの単語で表すとしたら」という問い

かけがなされた。この興味深い質問に対し様々な回答が上が

り、特に印象的だった回答としては、「More Fun（もっと楽

しく）」、「Customer Centric（顧客第一）」、「No Lines（待機

列ゼロ）」、「Global, Local（グローバルとローカルの両立）」

などであった。 

 

8 The FTE Biometrics Summit（生体認証の大規模導

入というチャレンジにどう立ち向かうべきか） 

 

このセッションでは、ホスト空港であるラスベガス・マッ

カラン国際空港、国際航空業務情報ネットワークを運営する

SITA、ブラジリア空港、国際航空運送協会（IATA）、NEC、

航空コンサルタントの Faith Group、米国国土安全保障省

（DHS）の代表者らが登壇して、信頼性の確立、プライバシ

ーの懸念、インフラ整備、待機列のできないフロー等をはじ

めとする生体認証の大規模展開にまつわる諸課題について議

論が行われた。生体認証の発展の方向性についての議論で興

味深かったのは、SITA やブラジリア空港から共通して出さ

れた認識として、国際線におけるパスポートコントロールの

デジタル化または生体認証の活用については消極的あるいは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期尚早という見方だった。理由として、全国民に占めるパ

スポート保有者の割合が米国で50％、ブラジルにおいてはそ

れ以下と、依然として低いことが挙げられた。広大な国土を

持つ両国では、航空輸送は国内の移動手段としての方が国際

輸送よりも先に立つという発想は、自身の認識を改める良い

機会にもなった。 

 

9 おわりに 

 

このイベントのテーマが「Transformation」というビッグ

ワードであっただけに、どのような内容のものとなるかいろ

いろな意味の期待を寄せつつ参加したが、蓋を開けてみれば

セッションと展示のほとんどが「生体認証」に関するもので

あった（この種のイベントの場合、アジェンダは事前に公開

されているものの、各セッションの題名だけでは内容を判別

することが困難なことが多い）。このイベントの筆頭スポンサ

ーが生体認証技術で業界を牽引するNECである時点で気付

くべきだったが、それだけ航空業界、観光業界が近時関心を

寄せているトピックであることの裏返しであろう。米国の大

規模な国際空港はターミナル内の混雑解消が空港管理者にと

っても政府当局にとっても喫緊の課題となっている。日本に

おいても、成田国際空港がチェックイン時の顔写真登録によ

ってその後の手続き（手荷物預け、保安検査、搭乗ゲート）

でパスポートや搭乗券を提示することなく通過できる

「OneID」プロジェクトを進めている（当該プロジェクトに

はNECの技術が導入されることとなっている）。日本政府の

目下の目標は、来年に迫った東京オリンピック・パラリンピ

ックにおけるスムーズかつ安全な出入国対応ということにな

るが、すでに目線はその先を見据えねばならない。世紀のス

ポーツイベントで注目を集めた地を訪れんがためにやってく

る新たな訪日客の増加に対処するためにも、成田以外の空港

においても生体認証をはじめとする最先端技術の導入による

輸送の円滑化の推進に今すぐにでも着手すべきである。 


