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新型コロナウイルス（COVID-19）の世界的大流行（パンデミック）は、世界の航空産業に甚大な

影響を与えている。運航便数は4月初めまでに80％近く落ち込み*1、各空港では商業施設等の

営業時間短縮や休業、ターミナルや保安検査場の統合など、大幅な業務の見直しが迫られて

いる。また、空港職員と顧客を守るため、空港全体の清掃回数を増やし、空港スタッフ全員に個

人用防護具（PPE）を配布するなど、新たな衛生対策を導入する動きもみられる。一部の航空

会社や空港は、従業員と顧客の健康チェック（ヘルス・スクリーニング）まで検討している。

世界各国で外出禁止令が出されている。多くの地域では、生活の維持に必要な場合を除き、引

き続き移動が制限されているため、日常生活における消費者の行動はすでに変化している。

スーパーに行く際のマスク着用や、レストランによる「コンタクトレス（非接触型）テイクアウト」の

導入がその例である。今後、空の旅についても同じような行動変容が起きるだろう。顧客は空

港の清潔さなどを重視するようになり、物理的な接触が必要なテクノロジーやプロセスを敬遠す

る可能性が高い。国際空港評議会（Airports Council International）が発表した最新論文でも、

International Airport Review and Fast Future & Future Travel Experienceが主催した先ごろ

のオンラインセミナーでも、顧客に、空港内の移動が安全で衛生的であるとの信頼感を与える

ことが何より優先されるとの認識が改めて示された。つまり、ポストコロナの世界ではこの考え

を軸に対応していくことが重要となる。

空港がこの世界的危機から立ち直り、ニューノーマル（新常態）の世界を生き残るためには、顧

客サービスの在り方に対するこれまでの常識を抜本的に見直す必要があるだろう。空港ビジネ

スの先行きは、短期的、長期的ともに容易ではない。旅客数が史上最低水準まで落ち込み、先

行きが見通せないため、空港運営会社が経営面、財務面を最優先に考えるのは当然である。

しかし、このパンデミックから最も力強く復活できるのは、自分たちのそれまでの常識が問われ

ていることを理解する空港であろう。こうした空港は、顧客と従業員のニーズの変化をくみ取る

ことの重要性を認識し、回復の初期段階で自らを変え、適応するための機動力を発揮する。本

稿では、顧客体験をめぐる5つの常識を検証し、空港が、ポストコロナの世界における顧客から

の新しい期待にどのように応えられるのかを示していく。

要旨
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私たちは皆、「常識」をもっている。それは、あまり言葉にされず疑問視されることもない「物事のやり
方」についての確固たる信念である。これらの常識は慣例化され、個人や組織の効率的な行動に寄
与することが多い。しかし同時に、常識は変化に対する独善的な抵抗や、新しいよりよい行動様式
の導入を妨げる盲点にもなりうる。実際のところ、常識を疑い、ほんの少し見方を変えるだけでも、事
態が大きく改善することは多い。

危機的な事象や外的要因により、それまでの常識を直ちに検証し、改めることを迫られるケースが
ある。COVID-19のパンデミックに直面し、空港も「ニューノーマル」の世界で成長できるよう従来の
顧客体験に対する自身のアプローチを見直し、期待の変化に適応することを迫られている。空港は、
顧客の期待がどのように変化し、それが従来の顧客体験への考え方にどのような課題を投げかけ
ているのかを十分理解することで、空港に対する信頼感を醸成し、従業員を守り、顧客の期待に
沿った体験を提供しながら、効果的なサービス再開を実現することができる。これらの新しいニーズ
と行動変容を考慮することは、ポストコロナの空港の適応力を高め、顧客と空港職員の意識の高ま
りに応えることになる。

常識への挑戦は必ずしも複雑ではない。まずは短期的なプロセス変更に取り組み、何カ月か先に技
術関連、およびより恒久的なソリューションへと加速させる。ただし、忘れてはならない重要な点があ
る。それは、ほんの30日前までは有効だった（しかも、立案に何カ月もの作業を要した）1年、2年、5

か年超の事業戦略が意味をなさなくなる可能性である。そのため、空港および空港関係者は超短期
の変革を検証、検討せざるを得なくなっている。

ポストコロナの世界では空港顧客の優先順位が変化するため（さらに特定の分野をより重視する）、
既存顧客に空港に戻ってもらうためには直ちにそれに対応し、ビジネス客、観光客を問わず空港内
で安心して滞在し、手続きができるよう信頼感を与えなければならない。また従業員には、安全で快
適だと感じながら職場に復帰してもらう必要がある。本稿では、COVID-19のパンデミックにより見直
しを迫られている空港の顧客体験に関する「5つの常識」を検証する。

ポストコロナの世界で見直しが迫られる5つの常識

顧客の新たな期待に応えるため、コロナ禍以前の戦略をどのように変更し、刷新するか。それを理

解することにより、空港は「ニューノーマル」の世界で顧客満足度を高めながら成長をめざすことが

できる。

はじめに

セルフサービス
非接触型が有力に

生体認証機能
タッチレスの世界で
導入が加速

フレキシブルな

サービスの提供
直線的でないサービ
ス拡大に対応する

従業員

ウェルビーイング
健康と安全の重視

搭乗手続き
速さだけでなく清潔さ

がカギになる
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従来テクノロジーが重要だった搭乗手続きは、施設の清潔さがより重視されるように

これまでの常識

これまで顧客満足度の決め手はスピードと効率性だった。COVID-19の感染拡大前は顧客体

験、そして手続きの速さと効率性の2つが顧客の全般的な満足度を決定づけていた。航空旅客

の誰もが、空港内の混雑でどのぐらい待たされるかわからない不安を抱いている。

こうした顧客の不安を和らげ、効率性の改善によって顧客満足度を高めるため、いくつかのテク

ノロジーが開発された。待ち時間を表示するための行列計測技術*2やトレー回収システム*3、

CLEAR*4などの生体認証サービスの活用は、保安検査場での体験から僅かな不透明感を払

しょくした。ピープルトラッキング（人物追跡）やターミナルモデリングなど、他のアナリティクス・ソ

リューションも渋滞ポイントの減少や効率性の向上に役立っている。進化を続ける搭乗者検査

システム技術により、COVID-19感染拡大以前の空港は、重要な安全対策とサービスレベルを

維持しながら搭乗手続きを簡素化するという、新たなバランスを実現しつつあった。

COVID-19の感染拡大は顧客ニーズを変えようとしている

あらゆる公共の場は今や、COVID-19に感染するかもしれない場所である。そもそも空港は、

COVID-19の感染状況が不明な遠くの国や地域から多くの顧客が集まる場所であり、不確実

性が高い。顧客は母国や到着地での感染の広がりを気にかけているかもしれないが、空港

ターミナルにいる顧客の誰もがウイルスのキャリアである可能性もある。

空港に滞在することのリスクは、2001年の米国同時多発テロの直後以来もっとも（おそらくそ

れ以上に）高いと考えられており*5、それゆえ顧客は常に危険を察知しようと身構えている。テ

ロ脅威の緩和は、主に国営または政府出資の保安検査機関が担っているが、こうした事業体

は従来から顧客の健康チェックを担当してこなかった。そのため、COVID-19の恐怖を和らげる

責任は誰が負うのかという議論が持ち上がっており、責任は主として空港自体（航空会社など、

ターミナル運営に重要な役割を果たしている関係者を含む）にあり、対象範囲は車寄せから

ゲートまでの空港全体とされている。また、COVID-19の感染リスクを軽減するサービスは、顧

客が直接目にしない限り、気づかれることはほとんどない。このように空港ではリスク要因が異

なるため、保安検査や搭乗手続きの場合と同様、保健衛生対策を抜本的に変える際や、対策

の認知度を高め、安心感を与える空港の清掃プログラムについて顧客に告知する際に、テクノ

ロジーの使い方に関してそれぞれ違う視点から考える必要がある。

新型コロナウイルス（COVID-19）
によって変化する常識
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空港は何をすべきか

短期的には、施設管理サービスができる限り効率的かつ効果的に実施されるようテクノロジー

を活用する機会を模索することが有用だ。顧客がサービス上の問題を伝えやすいと施設管理

の対応が改善し、管理が行き届いているとの雰囲気も生まれやすい。また、衛生対策としてす

でに実施されている施設管理策を顧客に周知する取り組みも行う。積極的で具体的な告知活

動は、空港の環境が清潔かつ衛生的であるとの信頼感を顧客に与えることになる。最後に、

体温スキャンなどの先進的な技術を活用した顧客の健康チェックをどこまで行うべきかを検討

し、健康チェック等のサービス導入に向けて航空会社やターミナル運営会社との連携機会を

模索することも有効だ。遠隔式の体温測定・発熱検知システムを使った、追加の健康チェック

を必要とする顧客の識別が一例である。また、標準的な非接触型額温度計の使用は、顧客の

健康と安全への信頼感をさらに高めるだろう。

空港（とそのパートナー）は、ポストコロナの世界でも通用するよう、空港施設全体に特定の対策

を施すか、既存対策を変更することを考えるべきである。例えば、トイレの壁掛けタブレットは、

タッチレス・センサーの導入やタブレット表面への抗菌剤塗布などの改良を加えるとともに（タブ

レット自体が進化するか、清潔であるとの安心感を与える）、リアルタイムに独自の知見と行動パ

ターンを迅速に特定するため、顧客調査のデータ分析強化を検討すべきである。マイナスの反応

が集まると、自動的に施設管理者にアラートが送られるような仕組みが望ましい。また、ゴミ入れ

やハンドソープ・ディスペンサー、パーソナルケアの消耗品容器にIoTベースの機器とセンサーを

取り付けておくと、補充のタイミングがわかり、サービスの中断が防げる。このデータのエコシス

テムを一体的に結び付ければ、施設管理サービスの提供会社はそれまでよりはるかに速く対応

でき、清掃業務を定期的にではなくニーズに応じて実施できるようになる。

しかし、顧客からの満足の声を集めることを、独立型ユニットやウォールマウント式タブレットに限

定する必要はない。多くの顧客は、すでに抜群に強力なコンピュータを携行している。2014年、ア

ルゼンチンの首都ブエノスアイレスは「responsive city」アプリを配備した。これは、市民が自分

のスマートフォンのカメラでインフラの問題を報告し、メンテナンス契約加入者のジオリファレン

ス・チケットを自動作成できるアプリである。その結果、チケット数の増加とともに市民の不満は減

少した*6。同様にサンディエゴでは、2018年に市民が問題を報告して近隣地区の修繕を依頼し、

サービスにアクセスできる「a Get It Done 311」アプリを開始した。これらはすべて、案件の管理

と処理を行うCRM（顧客関係管理）ソフトによって実現した*7。同じように、空港でも「responsive 

airport」アプリがあれば、施設管理者への作業注文書を自動的に作れるため、顧客は清潔な環

境により主体的に関わることができる。顧客の参加を促すため、アプリ内でバッジや景品、空港

売店での購入クーポンを懸賞品として提供するのも一案である。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験



最新の清掃日程を顧客に知らせることも、目に触れにくい業務を伝えるための一つの方法であ

る。「最後の清掃からの時間」の情報を、ゲートエリアの動画サインやフライト情報表示システム、

動的ディスプレイ、トイレ・ディスプレイ、位置データを使ったモバイルアプリでも発信する。また、

場内アナウンスや動的ディスプレイ、ソーシャルメディアやオンラインメディアを通じた静的メッ

セージを通じて、空港が安全で衛生的な環境づくりに取り組んでいることを伝えることは、清潔

なイメージを高めることになる。繰り返し伝えることが消費者のブランド認知を高めることは、す

でに実証されている*8。

最後に、顧客にとっては二の次だった清潔さは、今では重要な「価値ドライバー」となっているた

め、空港は共通基準と業界のベストプラクティスを確立する必要がある。建築業界では、LEED

認証が建築物のサステナビリティ（持続可能性）への取り組みを示す有力な基準となっている

が*9、同じように空港業界でも明確な基準を定めれば各空港の指針となり、基準を満たす、ある

いは維持することでブランドの認知度を高めることができる。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験
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顧客が望んでいるのは単なるセルフサービスではなく、タッチレスのセルフサービスである

これまでの常識

セルフサービスは未来の技術だった（今もそうである）。セルフサービスは、旅行体験をパーソ

ナライズし、スピードと効率性を高め、スタッフ配備の必要性を減らすための重要な標準装備

だった。そのため、チェックインや保安検査場、商業施設、入国審査など、顧客とやり取りする

多くの接点では、空港や航空会社のスタッフに代わって、セルフサービス端末が設置された。

2019年10月の『International Airport Review』によると、空港におけるサービス端末の世界市

場規模は2029年までに年率換算で12.7％成長し、52億米ドルに達する見通しである*10。買い

手は空港、出入国管理組織、航空会社などで、地域、プロセスを問わない成長が想定された。

実際、セルフサービス・ソリューションは空港市場ではきわめて汎用化しており、IATA（国際航

空運送協会）は2019年、セルフサービスの導入推進を専門としていたファスト・トラベル作業部

会の活動を、「プロジェクトは成熟し、自律的に前進していると判断される」として中止した*11。

IATAは2020年、乗客の80％がセルフサービス・システムを利用していると指摘した。

COVID-19の感染拡大はセルフサービスを変えようとしている

すべての空港のセルフサービスに共通するものとは何か？それは、顧客が物理的に触れる必要

があるということだ。自動チェックイン機でも、セルフスキャンの電子ゲートや入国審査の指紋認証

でも、顧客が直接触れなければならない。しかし、ポストコロナの世界では、実際はともかく感染症

への懸念があるため、空港でのタッチパネル式セルフサービスは標準的技術でなくなるかもしれ

ない。

英サザンプトン大学のウイルス学者・ビル・キーヴィル教授の指摘によると、COVID-19はタッチパ

ネル上で数日間生存できるという*12。つまり、ウイルスは、顧客の動線上にある多くの接点に置か

れたタッチパネル式端末を介して、何百人もの旅行者の間を伝播できることになる。2018年の別

の調査では、顧客の動線上にある最も不潔な場所はトイレではなく、チェックイン用のタッチパネ

ルで、汚染物質は便座の10倍にのぼっていた*13。COVID-19の収束後に旅客数が増え、顧客の

使用ごとに毎回スクリーンを消毒するのは不合理である。顧客がタッチパネルを完全に避ければ、

搭乗手続きの列は長くなり、従来の人員配置では有人チェックインカウンターを使う顧客に十分に

対応できない。一方、顧客の動線上にセルフサービス・ソリューションを行き渡らせると、ポストコロ

ナの空港では顧客のリスクが高まる。

セルフサービスは、空港と顧客の動線上から消えることはないだろう。空港関係者にとっては大幅

なコスト削減になるうえ、空港手続きの効率性を改善するからである。しかし、顧客の動線上の物

理的な接触を減らそうという動きが広がっているため、セルフサービスは非接触型へと急速に移

行すべきである。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験
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非接触型セルフサービスへの移行

顧客の動線全体にタッチパネルが普及しているため、これらをすぐに取り除くことはほぼ不可能で

ある。そのため、短期的には清掃作業を増やすとともに、早急にタッチパネルの隣に除菌シートや

手指消毒剤の設置台を追加する。さらに顧客の信頼を得るため、こうした取り組みを広く告知する。

中・長期的には、空港内のすべてのタッチパネルの設置場所を確認し、タッチパネル・サービスの

改善や代替ソリューションを特定する。セルフクリーニングスクリーンなどの新しいテクノロジーは、

現在のソリューションの補強や強化によって清潔さを高めることができる。障害のある顧客をサ

ポートするため長く使われてきた福祉用具については、現在のタッチパネル式から音声駆動型や

音声支援型に変更する。ある航空会社では、非接触型健康チェックの実施と既存のタッチパネル・

ソリューションの自動化に向け、新しい非接触型セルフサービス技術の試験運用を行うところまで

進んでいる*14。

空港は、タッチレスの未来を念頭に戦略と技術導入計画を直ちに修正しながら、現在のタッチパネ

ル・ソリューションが清潔で安全であるとの信頼を構築しなければならない。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験
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タッチレスを望む声に後押しされ、将来は多様な生体認証システムが使われるようになる

これまでの常識

2001年の米国同時多発テロの後、多くの国では、空路、陸路、港湾での国境管理に生体認証を導

入するなどして*15、容疑者識別の強化に取り組んできた。最近では生体認証ソリューションを導入

するに当たり、顔認識システムの活用を重視する傾向が強まっている*16。空港でもこの15年、空港

環境に合わせたテクノロジーの進歩やコスト削減の面から、さまざまな手続きに生体認証を組み込

むことへの関心が高まっている。現状では近い将来、顔認識システムと、空港・航空会社・政府間

の連携によってシームレスな旅行体験が実現すると思われていた。

車や家庭で、パスワードの代わりに携帯電話の顔認識システムによる本人確認ができるのであれ

ば、空港でも駐車場での駐車、シャトルバスへの乗車、荷物検査や保安検査のスムーズな通過、

空港を出る際のレンタカーの手配で同じことができないはずはない。顔認識システムを整備すれば、

航空関係者は顧客のことを知り、それぞれの好みやニーズに合わせてサービスをパーソナライズ

することにより、動線上全体で顧客をサポートすることができる。しかも、それは顧客体験を充実さ

せるチャンスになるだけではない。テロ活動等のリスクを緩和するとともに、政府機関が容疑者を

特定し、彼らがクリーンエリアにアクセスすることや、入国するのを防止する機会ともなる。

一部には、顔認識システムは、空港での順番待ちや保安検査場をなくし、書類審査を不要にする

総合的なセキュリティ・ソリューションであるという見方がある。このシナリオによると、空港の環境

下では顧客の顔があらゆるものに対する入場券となる。しかし、世界の政府機関と航空関係者は

生体認証技術の導入を進めてはいるが*17、シームレスな旅行体験や顧客体験の実現には程遠い
*18。その理由は、水際でリスクが軽減されることへの期待感の一方、旅行者データの収集、利用、

保存によってプライバシーと市民の権利と自由が脅かされるのではないかとの懸念、さらにはアル

ゴリズムの偏りに対する懸念があるためである*19。その結果、一部の地域では顔データの収集の

停止や禁止に向けた法案が検討されており*20、利用制限を検討する政府機関もある*21。

COVID-19の感染拡大は顧客導線上への生体認証導入の必要性を加速させている

ソーシャル・ディスタンス（社会的距離）やマスクの着用など、現在のパンデミックは緊急性が高く、

迅速な対応が必要との切迫感が強い。旅行者と空港職員、商業施設関係者の安全を守る非接触

型の環境とテクノロジーを早急に整備する必要がある。空港は、世界中の旅行者や顧客、そしてそ

れに付随するあらゆるものが集結する独特なエコシステムである。そのため、空港は感染症の拡

大を軽減・防止し、顧客が安心して旅行できるようにする責任を負っている。COVID-19の感染拡

大は、空港内を接触なしに移動することの必要性を改めて浮き彫りにした一方、顔認識システムを

唯一のソリューションとして導入する動きには警鐘を鳴らしている。顔がすぐに認識されない場合は

どうなるのか、マスクをしている場合はどうなのか？一部の新しい顔認識技術はマスクなどの障害

物にも対応できるようだが、顔認識システムは、シームレスな旅行体験を作り出す唯一の生体認

証技術ではないかもしれない。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験
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生体認証技術の未来をめざして空港は何ができるか

未来はマルチモデルであり、現在の生体認証技術の進展に左右される。タッチレス生体認証シ

ステムを検証する際には、それぞれの空港がその独自のエコシステムを試験台に活用するの

が望ましい。カギとなるのはパートナーシップの構築、プランニング、個別調整、ガバナンスであ

る。パートナーシップについては、空港内で都道府県や自治体、企業等の関係者とパートナー

シップを組むことで信頼感を醸成し、共感を生む。都道府県と地方のコミュティは、地域の固有

の課題を解決するためテクノロジー企業とパートナーを組んでいるが、空港も同じことをすべき

である。これには空港のイノベーション拠点の設置と参加、および革新的技術の研究費が不足

している中小空港と大規模空港がパートナーを形成することも含まれる。

プランニングは、進化の最終段階において極めて重要である。将来の新しいテクノロジーの導

入に向けて、この段階でITとクラウド技術にどんな投資をすればいいのか？ ポストコロナの空

港インフラの改良においては、何に注目すればいいのか？ 健康診断用の部屋の設置か？

それともサーマルスキャナーの導入か？ 個別調整については、各空港の独特なインフラに合

わせて調整することが、シームレスな移動を実現するためのもう一つのステップとなる。今は何

ができるのか、そして何を待つべきか？ ソリューションは、空港のエコシステムに属する旅行

者や顧客、旅行者支援コミュニティの重要なニーズに対応しなければならない。そのため空港

は、多面的な非接触型生体認証の可能性に向けて空港環境のあらゆる側面をモデル化すると

ともに、空港内の関係者、すなわち旅行者、航空会社、従業員、商業施設関係者、そして空港

を「ホーム」と呼ぶあらゆるステークホルダーと連携し、その能力を活用することが望ましい。そ

して、カギとなるのはイノベーションへの適応力であって、単一のアプローチへの取り組みでは

ない。「新しい今日」は「新しい明日」ではない。空港は、未来のニーズと成長に合わせてインフ

ラ整備を調整していく必要がある。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験
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従業員の健康と安全は今後、優れた従業員体験と定義されるようになる

これまでの常識

従業員がより幸福になれば、顧客サービスが改善するのは当然である。世界の組織は従業員

エンゲージメントの先を見据え、従業員体験をより広くとらえるようになっている*22。そのため、

従業員体験を変えたい空港は企業文化の改革に力を入れ、最高の人材を確保し定着させる雰

囲気づくりを進めている。こうした取り組みは従来から、協働の推進、従業員ウェルビーイング

の強化、従業員の意欲を成果につなげるための研修とサービスの提供を軸としてきた。ITの導

入で必要人員の数が減少しているため、多くの空港では従業員を「表の仕事」、すなわち顧客

対応に再配置し、顧客がより直接的に人とやり取りできるようにしている。

また空港は、従業員の労働意欲を維持するため、双方向チャネルの開設によるフィードバック

収集を含め、従業員との頻繁なコミュニケーションに努めているほか、ダイバーシティの推進、

通勤者割引などの特典の提供、家族に優しい雰囲気づくり、空港売店での割引なども提供して

いる*23 24。さらに多くの空港では、年間特別報奨金を導入したり、研修を通じて仕事に必要な能

力や自信を与えたり、従業員エンゲージメントと勤務体験の改善に向けて企業文化を変革する

ためのチェンジマネジメント（変革管理）戦略を導入している。これらの取り組みは従業員の幸福

感を高め、それによって従業員の接客態度とサービスを向上させ、ひいては顧客体験を改善す

ることができる。

COVID-19の感染拡大は従業員エンゲージメントを変えようとしている

COVID-19の感染拡大を機に、従業員の焦点はエンゲージメントから安全性へと大きく変化した。

空港の第一線で働くエッセンシャルワーカー（必要不可欠な部署の人材）は、人との接触が多く、

混雑しやすい場所を行き来しながら商品と人の流れを維持している。そのため、個人用防護具や

健康サービスが受けられるのか、感染が生じた場合の対処法について指導がなされるのかどう

かなど、新たな懸念を感じている*25。第一線の働き手は、仕事に専念するためも安心したいと

思っている。頻繁なコミュニケーションと目に見える変化を通じて、今後も職場での安全が保証さ

れ、空港経営陣も従業員の健康と安全を最優先にするとの安心感を得たいのだ。もちろん、協働

の推進や研修、勤務成績への報償がどうでもいいわけではないが、従業員は現在、自分の健康

と安全を最優先に考えているため、これまでの従業員体験プログラムを修正し、健康と安全を前

面に押し出す必要が生じている。経営者が従業員の信頼を獲得し、意欲を引き出せるとすれば、

それは彼らが迅速に対応し、コストより人々の安全を優先し、オープンで透明性のあるやり方で

行動するときである。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験
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空港は従業員の健康と安全を優先するために何ができるか

短期的には、空港経営陣は、職場の防護対策の実施と従業員への不安払しょくに向けた頻繁か

つ積極的なコミュニケーションに焦点を移すべきであろう。清掃日程について、また最前線のス

タッフ向けの個人用防護具の活用や、必要であれば、医療支援を得るためのリソースについて

明確かつ頻繁に説明を行う。さらに、従業員の休憩室など人が集まる場所には、手指消毒剤の

準備や空気清浄器の追加配備のほか、最前線の従業員向けにより充実した医療モニタリング

（頻繁な検温など）を提供するなど、顧客用のスペースと同じ配慮を行うのもよい。

中・長期的には、引き続き安全対策の更新等の改良点を積極的かつ頻繁に告知することが最優

先となる。体調の悪い顧客や従業員を直ちに隔離し、訓練を受けた医療従事者の検査が受けら

れる指定エリアを作ることを検討する。最前線の従業員を守るスニーズガード（飛沫防止透明パ

ネル）など、追加的な技術的管理も検討する。また、COVID-19の流行中も収束後も、空港職員

への負担が増加していることを踏まえ、従業員と顧客の健康と安全を守るために献身的に努力

している従業員を特別に報奨してもよい。最前線の従業員は何千人もの顧客に応対するため、

ポストコロナの世界にふさわしい適切なテクノロジー、機器、従業員サービスとは何かを見極める

ことが極めて重要である。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験
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空港は顧客の数に受け身で対応するのではなく、適正規模の顧客体験を実現するオペレーション

の構築を目指し、顧客数に応じた計画を立案すべきである

これまでの常識

どんな規模の空港でも、日々または季節的な変動を別にすると、運営パターンは比較的一定であ

るため先を見通しやすい。同様に、新たな航空路線の導入や周波数の増加など、運営に重大な

変化が生じると、運営会社は通常、その運営への影響を加味した新しい日程を作るため一定の

準備期間をとる。

火山の噴火や武力衝突による空域封鎖など、地方や地域の異常事態に対しては、空港と航空会

社のプランニングチーム、および政府の規制当局が専門的に対応する。しかし、COVID-19のパ

ンデミックはきわめて不確実性が高く、予測が困難であるため、空港ごとにより詳細に分析する必

要がある。適切な運営計画と危機対応計画が作成されなければ、運営全般への影響はもちろん、

顧客体験に悪影響が出て重大なリスクが生じるため、熟慮を重ねて計画する必要がある。しかし、

このプランニングは、正確な予測を作って終わりというわけではない。COVID-19からの回復期間

中は大きな変動が予想されるため、空港の日常業務の遂行や顧客サービスの計画については引

き続き柔軟に対応しなければならない。例えば、現在は空港のスタッフ数を大幅に減らし、売店等

施設の営業時間を短縮してサービス水準を下げている（あるいは全店閉鎖している）が、顧客数

の回復に伴い、サービスレベルを適切に上げていくためには空港関係者との協力が必要である。

残念ながら、空港は直線的な拡大計画を作る余裕がないため、回復計画を作る際には不測の事

態を想定し、柔軟性と機動性を重視すべきである。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験



COVID-19の感染拡大は、従来の予測モデルと顧客対応サービスの実施計画を変えようとして

いる

現時点で、COVID-19のパンデミックがどの程度続くのか、またその後の回復の形がどういうも

のになるのかを語るのは早計である。最近の経済実績を見ると、先行き不透明感から消費者マ

インドが冷え込んだ場合、需要サイドが鈍化または消失する例が多い。供給サイドでは検証す

べき例が1、2例あるが、これらはすべて大規模な武力衝突に発展するなかで生じていた。

COVID-19感染拡大が厄介なのは、それがサプライチェーンの突然の混乱（工場の閉鎖、人の

外出禁止）として始まったものの、その後世界中に広がり、多くの命を奪う社会的恐怖へと進ん

だことである。そのため、シナリオの作成と併せ、どのような回復を描くにせよ予測自体がきわめ

て困難である。

市場の回復はより緩やかな「U型」になるのだろうか。二度の影響を受ける「W型」か、それとも先

の見えにくい「L型」になるのか。いずれにしても現時点での予測は時期尚早である。空港と航空

会社の予測担当者は現在、月単位ではなく週単位でプランを立てているため、空港、航空会社、

保安検査会社間の協働と情報共有を強化する必要がある。この種の協働による意思決定モデ

ルはデータ共有を土台としているため、限られた人員間の協働を別にして、COVID-19感染拡大

以前の航空関係者間の全般的なデータ共有に関する多くの基準は見直さざるを得ないだろう。

空港、航空会社、およびそのサービス提供会社は、再建計画の作成に向けて信頼できるデータ

を探しているが、今、計画できることは一つしかない。それは顧客数の増加と顧客の嗜好の進化

と変化を踏まえ、柔軟に対応する必要性である。

こうした予測の難しさは、商業施設のスタッフの配置から、小売やターミナルの運営まで、顧客と

向き合うサービスに直接影響を与えている。市場が違えば回復のスピードも異なるため、複数の

ターミナルを運営し、多様な年齢層の顧客を相手にする空港は、同じ空港の中でさえロードファ

クター（有償座席利用率）と旅客数に大きな違いが出てくるだろう。現在、飛行機旅行の激減によ

り大幅に落ち込んでいる従来の顧客サービスは、これらの予測に従って拡充させる必要があり

そうだ。空港は、その時どきの顧客数に対応するため、ピーク時旅客数を基準にしたサービスの

提供に力を入れてきたが、不確実な未来に適応していくためには、新たな適正規模と拡大縮小

の概念が必要かもしれない。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験



15

ポストコロナの世界で顧客ニーズを満たすために、空港はどのような計画をたてればいいか

市場がどう復活するかの問いに対する唯一の確実な答えは「不確実」であるため、空港がサー

ビス再開の計画を立てる際には、柔軟性が何よりも重要である。しかし、空港だけでは、あらゆ

る顧客ニーズを満たせる再開プランを作ることはできない。空港は、空港再開の条件や航空機

の便数、特定の顧客セグメントのニーズに関する情報の共有、さらには顧客の信頼を得るテクノ

ロジーとプロセスの導入などについて、空港関係者に大きく依存している。そのため、ポストコロ

ナのサービス再開に向けては彼らとの協力関係を強化する必要がある。例えば、特定の顧客セ

グメントが求める種類のサービスを見極める、商業施設の開店・閉店時間を出発便に合わせて

調整する、さらに商業施設のサービスを「テイクアウト」のみにして現場のスタッフを減らすなど、

空港と空港関係者が連携や協力を強化するための稀有な機会となるかもしれない。

それでは、新たな協働モデルとはどのようなものだろうか？ おそらく一つの空港とその空港関

係者に限定されるものではない。これは、複数の空港（とその空港関係者）間でバーチャル会議

を行い、そこでサービスレベルの強化戦略での合意を図ることや、顧客数が不透明な中でどの

ように弾力的に接客サービスを提供しているかについて共有するチャンスである。世界中のすべ

ての空港がサービス再開の進め方について同じような課題に直面し、新たなビジネス手法を模

索し、未来に備えている。他の空港の成功例を参考にし、同じような複雑な業務内容をもつ空港

間で一連のソリューションを試験運用することができれば、個々の空港が単独でやるよりずっと

早く新しいソリューションやアイデアを活用できる。

サービス再開計画をめぐる協力では、これまでデータの共有に消極的だった空港関係者が積極

姿勢を見せていることにも助けられている。例えば、空港は、提携航空会社と協力することで最

初に空の旅を再開する顧客セグメントを見極めることができる。そうすれば、これらの顧客グ

ループが空港内を移動する際、どのサービスを最も必要とするか（望むか）を特定し、それに

沿ってサービス（と商品）を揃えることができる。ただしこれは、空港関係者が相互にデータを共

有すること、しかも顧客数とターミナル再開状況の変動が予想されるなか、サービスの再開中も

継続的にデータを共有することに積極的であることが前提となる。

この種の協働的な意思決定モデルの導入は、空港顧客のニーズを満たし、空港および空港関

係者の従業員の期待に応えるためにきわめて重要である。空港、商業施設運営会社、航空会

社、グランドハンドリング（空港地上支援業務）会社およびその他の提携企業は、特に提供して

いるサービス間の相互依存性が高いことから、人員配置の過剰や過小を避けるため、スタッフ

配置計画や人材調達の面で協調する必要がある。また、各社はサービス拡大における自らの

役割を把握し、変動や変化を容認できる分野を確認しておかなければならない。その前提として、

各社は、サービス提供の方法や時期を柔軟に設定できる分野を見極めておくことが望ましい。

最もシームレスに通常業務を再開できる空港、そしてこの時期を好機とみて、空港での顧客体

験を高めるサービスを相次いで導入する空港は、エコシステムにおける空港内での協働、そして

他の空港との協働を最も効果的に行う空港になるとみられる。

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験



ポストコロナの回復は、空港にとって容易ではないだろう。しかし、これまでの常識を変えることで

回復は容易になるかもしれない。最も簡単な方法は、次のシンプルな質問から始めることである。

常に正しいと思ってきた常識の中で、ポストコロナで通用しないものは何だろう？

その答えはきっと、力強い回復へと乗り出すための指針になる。

結論

空港がポストコロナに備えて直ちに行動を起こすには、顧客体

験に関する従来の常識を見直す必要がある

空港ビジネスの先行きは、短期的、長期的ともに容易ではない。顧客数が記録的に落ち込み、

先行きが見えないため、空港運営会社の経営陣が経営と財務を最優先に考えるのも当然であ

る。しかし、COVID-19のパンデミックから最も力強く立ち直るのは、それまでの常識が通用しな

くなっていることを理解している空港だろう。これらは、顧客と従業員のニーズの変化への対応

の重要性を認識し、回復の早い段階で変化し適応するための機動力を発揮できる空港である。

短期的には、空港はまず顧客の動線全体への影響を分析し、サービス計画の再開に当たって

は空港関係者間の横断的な関与を促す。これらの取り組みは、空港と顧客が緊急に必要として

いるニーズに合わせて段階的に実施する。このプランに基づいて必要不可欠な乗客機能を復

活させ、顧客と従業員が求める信頼感を醸成する。

中・長期的には、戦略的優先課題と投資計画の見直しを検討する。それはポストコロナの世界

でも適切なのか、通用するのかと問い直すのである。しっかりとした予測とアナリティクス、「顧客

の声（Voice of the Customer）」の機能を統合することにより、現在の分析と投入情報を使って

取り組みを顧客と従業員の行動変容に直結させ、サービスを適切に再開する。

長期的構想

• COVID-19感染拡大から学んだ

教訓を盛り込んだ万全の感染症

対策を策定し、想定される次の感

染拡大に備える

• 生体認証システムの導入を加速

し、空港全体で人と人の接触を大

幅に減らす

• 運営モデル作成とシミュレーショ

ンを拡張・増強し、運営上の変更

にリアルタイムでダイナミックに対

応できるようにする

目下の機会

• 顧客の動線を分析し、顧客が懸

念する具体的な分野を把握する

• 空港関係者と協力し、飲食などの

顧客用設備を中心にサービス提

供の強化策を作る

• 顧客の動線上と従業員体験にお

けるローテク、ノーテク分野の改

革を行い、顧客と従業員に空港は

安全であるとの信頼感を与える

新型コロナウイルス（COVID-19）によって変化する空港での顧客体験

中期的取り組み

• 既存のセルフサービス技術を

非接触型にするため改善の機

会を見極める

• ポストコロナの顧客のニーズを

確実に満たすため、投資計画

を再検討する

• 地方と国の規制要件に合致す

る健康チェック機能を導入する

ため、政府と協力する
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