
COVID-19:
困難に立ち向かうレジリエンス（回復力）

航空産業

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な蔓延により、移動の制約が拡大し、航空サービスへ
の需要が急激に落ち込む中、リーダーシップには、危機的状況における5つの基本理念に基づき、レジリ
エンス（回復力）を持って困難に立ち向かい、自信を持って対策を推進することが求められている。

1. 正確さよりスピード重視：完璧な対応を目指すよりも、勇気を持った決断が重要であることが多い

2. ミッションファースト：将来のイノベーション創出に向けて、現状を安定させるとともに、不安定な
状況下で生じるエネルギーと制約の双方を活かす

3. 存在意義に基づくデザイン：自社の使命と社会的責任を鑑み、組織の核となるソリューションを探索
し、強化する

4. 独自性のあるストーリー：ステークホルダーの支持を得るに足る、説得力のある将来像とそれに向け
た道筋を描く

5. 長期的視野：新たな兆候をモニタリングすることで、エコシステム全体の信頼性を高め、安定させる

航空会社、さらには航空・旅行産業が、危機的状況下で困難に直面するのは今回が初めてではない。過去
に流行性疾患や経済不況、不幸な事故などを乗り越えてきたように、COVID-19による危機にも対応でき
るだろう。

この時期に政府、業界のリーダー、個々の航空会社がとる行動により、危機的状況の深刻化の程度や影響
期間、業界の回復スピードや変化の度合い、および今後の企業の力関係が左右される。

COVID-19による危機に大胆かつ断固として対応することが、今日のリーダーの義務である。そのために

は、迅速かつ積極的な行動をとり、新しい働き方や考え方を取り入れる必要がある。加えて、おそらく最
も重要なのは、従業員、顧客、株主、そして一般の人々が共感し得る、思いやりがあり透明性のあるコ
ミュニケーションをとることである。

ただし、リーダーが従うべき「万能なアプローチ」や「台本」が存在しないことを理解しなければなら

ない。それどころか、ビジネスの独自の立ち位置とニーズによって、選択肢は簡単なものから難しいもの
まで幅広い。航空会社の役員、幹部、およびリーダーが、この危機的状況に対応し、回復し、新常態の中
で生き残るための準備をする中で留意すべき点には、次のようなものがある。

• 社員第一主義：社員と社風を維持することは、

バランスシートを維持することと同じくらい

重要である。リーダーシップが心から従業員

のことを想っていると社員が「感じる」よう、

コミュニケーション以外の手段も講じる必要

がある。一定の時間を最前線で過ごすことで、

奉仕的なリーダーシップを示すのも一手であ

る。自発的な提案を迅速かつ積極的に受け入

れることで、不本意な事象の影響を遅らせ、

軽減する。

• サプライチェーン改革：オペレーションを合

理化し、コスト削減と流動性の向上を図る必

要がある。コグニティブ技術を活用した支出

診断と、戦略的な調達手法を通じた隠れたコ

スト削減機会の特定と把握もその1つである。

サプライヤーの数を減らし、ベンダーとして

の関係ではなく、利害が一致した強力なパー

トナーシップを形成する。可能な限り「価値

に基づく」報酬を取り入れるサプライヤーに

は、リスク共有に対する見返りを与えるなど

の取り組みが求められる。
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また、ケータリングサービスの救護活動への

転用、医療スタッフの移動手段提供や重要物

資の輸送を通じた救援活動の支援も検討すべ

きだろう。

• 投資の再調整.：新たな状況を鑑み、その中で

最大かつ最善の投資を行うことが重要であ

る。投資基準を、ROIやNPVから、投資回収期

間の短期化とコスト削減にシフトすることも1

つである。完遂間近のプロジェクトを早期中

断したい衝動は抑えたい。危機的状況下で

は、航空産業を間違った、不安定な投資先だ

とする論調に対する防衛強化も必要である。

• ブランド保護：危機的状況下では、ブランド

価値やレピュテーションに対するリスクが高

まる。顧客接点では、感情に訴えつつも、熱

が入りすぎと受け取られないようバランスを

保たねばならない。不適切または無神経と思

われる広告やマーケティング活動や、危機に

そぐわない大規模広告キャンペーンは中止す

べきである。

• 大胆さで運を味方につける：大胆な決断は業

界再建に貢献する。早期に再編に加われば、

先行者利益を享受できる。過去の「売り手」

市場は今や「買い手」市場であることを認識

し、適切な規模で、創造的に組織の再構築に

取り組むべきである。発着枠やゲート、ルー

トなどの魅力的な資産への投資や買収する機

会も出てくるだろう。

• 共に戦う：航空産業の回復に向け、ステーク

ホルダーが一丸となって取り組むべきであ

る。各国政府は関税・手数料・税金の撤廃ま

たは縮小、外国企業や国境を越えた合併に対

する規制の緩和を検討すべきである。航空規

制当局は「使用するか失うか」のスロット

ルールの停止の延長もしくは撤廃、空港は着

陸料・旅客施設使用料などの料金引き下げを

通じ、産業の回復を支えることが可能であ

る。
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• 変化する消費者への対応：顧客心理の変化に

より、価格設定の在り方も変化した。業務や

サービス提供に社会的距離の原則を組み込む

とともに、従業員に対してと同様、企業が心

から顧客のことを想っていると「感じ」させ

るよう取り組む必要がある。キャンセルや返

金規定を迅速に緩和する一方で、割引ギフト

カードや法人への事前販売で現金を調達する

とともに、払い戻しの代わりに今後使える割

引クーポンを（強制ではなく）提案すること

で現金の流出を抑えるといった工夫も必要だ

ろう。

• ロイヤルティの活用：ロイヤルティプログラ

ムは、顧客感情とキャッシュフローのいずれ

においても、様々な面でプラスに働く。賞品

の在庫管理は考えず、関心のある顧客には

「イエス」を返すべきである。マイルの有効

期限延長や、ステータスの獲得・維持の条件

緩和によっても、顧客のストレスを軽減でき

る。銀行や販売店、会員以外の顧客に、将来

の旅行に使える割引マイルやポイントを販売

することで現金を調達し、販売店での価格を

下げることで収益を確保しつつ償却を促進す

る。社会に不可欠な医療機関や慈善団体と提

携し、会員の寄付を募ることも可能である。

• 提携関係の再構想：提携の拡大により、更な

るテクノロジーや業務支援にアクセスできる

という点で、提携の価値を最も認識できるの

は、この危機的状況下だろう。共同購入を強

化することで、規模の経済による価格やコス

ト交渉力を獲得する。ATIが認可された合弁会

社であれば、チームの共同配置や関連ビジネ

スの戦略機能の統合も考えられる。

• 人材と資産の転用：非稼働社員や遊休資産を

創造的に再配置することで、売上確保と社会

貢献を実現すべきである。十分な貨物積載量

を確保できない運送業者に貨物チャーターを

提供する、需要が急増する小売・物流業者な

どにスタッフをチームごと派遣するのもオプ

ションである。



COVID-19:国内航空会社への示唆

国内航空会社の状況

国土交通省によると、2020年2月の国内航空会社による輸送実績は、航空貨物が堅調に推移した一方で、

航空旅客数では国内線で前年比▲2.7%、国際線で▲23.7%と、大幅な下落が見られた*1。3月に実施され

た、米国や英国など主要国でのCOVID-19の感染拡大によるロックダウンによる影響は、この時点の数字に

は表れていないため、3月以降は更に大幅な落ち込みが予想される。実際、 4月時点での大手2社の旅客便

数は、国際線で9割、国内線でも5割減となっており*2、国内航空会社における2020年2月～5月の4か月間

における減収見込額は4,000億円以上と、過去に例のない規模である*3。

*1：国土交通月例経済（令和2年3月号）、*2：NHKニュース（2020/4/14）
*3：内閣府「新型コロナウイルス感染症の実体経済への影響に関する集中ヒアリング」
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このような未曽有の状況下で、直近の事業回復、さらにはCOVID-19の収束後の世界で成長を確保するため

に、日本の航空産業が今とるべきアクションや備えについて考えてみたい。

各種支援策の活用：納税猶予

国内航空会社にとって最大の課題は、COVID-19

の終息時期及び航空旅客数の需要の回復時期が

読めない中、如何に自社の財務をマネジメント

するかである。3月決算法人においては、事業年

度単位では納税ポジションとなるものの、既に

目下の財務状況の著しい悪化に直面しており、

税支出が重くのしかかっている。財務省が2020

年4月に公表した「新型コロナウイルスの感染拡

大に伴う納税猶予の特例（案）」によると、今

後の国会通過後、一時に納税を行うことが困難

であると認められる等の要件を満たす場合は、

2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限

が到来する国税・地方税（印紙税等を除く）に

ついて、延滞税無しでの1年間の納税猶予を認め

ることとされている。既に世界では納税猶予他

の特別措置が導入済の国の方が多い。現在の情

勢を踏まえれば、国内航空会社が当面の税支出

により、今後の回復スピードや競争力維持に支

障を来すことのないよう、納税猶予が適用され

ることが望まれる。

会計上の見積もりにおける不確実性への対応

財務諸表を作成する上では、固定資産の減損、

繰延税金資産の回収可能性など、様々な会計上

の見積りを行うことが必要となる。COVID-19拡

大の終息が見えない現況下においては、最善の

見積りを行うことが極めて困難な状況も予想さ

れる。したがって、入手可能な情報をもとに一

定の仮定に基づいた最善の見積りを行うことと

なる。

会計上の見積りの不確実性が重要な影響を及ぼ

す場合には、決算数値に加えて、追加情報によ

り、どのような仮定を置いて会計上の見積りを

行ったかについて、財務諸表の利用者が理解で

きるような情報を具体的に開示する必要があ

る。またこれに加えて、2020年3月期の有価証

券報告書から拡充が求められているリスク情報

などを活用することも考えられる。これら開示

情報と決算説明等を整合的に組み合わせること

で、透明性のある有用な情報をタイムリーに提

供することを通して、ステークホルダーとの十

分な対話が求められている。

（億円）



ポストコロナ下の新たな事業環境におけるリス

クマネジメント態勢：

COVID-19の影響により、短期的な国内線需要・

国際線運航だけではなく、中長期的に特にビジ

ネス目的の顧客がオンライン会議等へのシフト

等が進む結果、事業環境が大きく変化していく

ことも想定される。

その意味では、ポストコロナ下の「新たなビジ

ネス環境（Next Normal）」に対しては、イノ

ベーションを活用した、より大胆な対応が求め

られる。新たなリスク環境評価を受けて、今後

のシナリオを軽度から中程度、重度まで分類・

予測した上で事業計画の見直し、新たな事業環

境に対応したBCPを含むリスク対応・管理体制

の見直しなどを進めていくことが求められるだ

ろう。

機内の衛生管理・空港のスクリーニングプロセ

スなどの領域では、業界全体としての新たなイ

ノベーションの導入が進んでリスク対策の見直

しも進んでいくと確信している。

有価証券報告書で開示が要請されるリスク情報

の開示やその他投資家・ステークホルダーへの

情報提供を通して、新たな事業環境に対応した

リスク管理態勢についてステークホルダーに伝

えていくことが必要だと考える。

ポストコロナを見据えた事業ポートフォリオの

再構築：

これまでFSC（Full-Service Carrier）を中心とし

た航空会社は、航空運送事業とのシナジー創出

を企図し、ホテル事業、旅行事業、小売・物販

事業、FFP事業等の非航空運送事業の多角化を推

進してきた。しかし、政治要因による渡航制

限・自然災害・疫病・経済危機といった幾度の

難局に直面する中で、不動産事業の撤退など事

業構成の見直しを迫られた。収益の殆どを航空

運送事業が占める現状に鑑みると、COVID-19を

乗り越えた後には、人々の中長期的な移動需要

の減少という難題を突き付けられる可能性があ

る。

COVID-19に係る移動制限は国ごとにばらつきが

大きく、国際線運航が正常化するには相応の時

間を要することが予想される。加えて、外出自

粛要請に伴いオンラインツールがかつてない規

模で普及したことでコミュニケーションに係る

障害は減り、対面でのコミュニケーションに対

する価値観が見直される機会となったことか

ら、国内線需要も限定される可能性が否定でき

ない。こうした変化は航空運送事業の回復を遅

らせるリスクを孕むため、航空会社は物流機能

の強化や移動を伴わずとも収益を得られる新規

事業開発など、事業ポートフォリオの再構築に

着手するべき蓋然性は高まるのではと考えられ

る。

ポストコロナの世界を見据えて

ポストコロナの世界とは、どういったものであろうか。感染が終息した世界ということになるとは思う

が、それはいったい「いつ」をイメージすればいいのであろうか。現在巷では、特効薬が発売されて1年後

いやいや2年後などという話がなされている。予防を目的としたワクチンの開発も進められているが、広く

市民に行きわたるのも年単位先の話だろう。あまりにも長い期間だ。

それでは、それ以外の手段で公共交通機関や多くの人が行きかう施設での感染リスクを限りなくゼロにす

ることはできないのだろうか。

国内で感染が拡大する直前に東南アジア諸国を訪問したが、すでに施設への入館時には体温チェックが行

われていた。一方で、現在においても日本では空港以外でそのような光景を見たことがない。

先日、アップルとグーグルがCOVID-19の感染が確認された陽性者の濃厚接触者に警告が届くというテクノ

ロジーを共同開発しているというニュースが流れていたが*4、こういったテクノロジーを活用することに

より、安全な環境をつくることはできないものであろうか。

飛行機利用や鉄道については、個人の良心やリスク認識などではなく、テクノロジーによる乗機、乗車の

判断が重要になっていると考えている。ポストコロナの世界を見据え、今後同様な事象が発生した場合

に、経済活動にできるだけ影響がなく企業活動が継続できる仕組みや設備を獲得することが急務あると考

える。

*4： https://www.fiercehealthcare.com/tech/apple-google-team-up-covid-contact-tracing-via-smartphone-apps
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