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はじめに
旅行客は（それが正当な判断かどうかは別とし
て）、航空会社を自らの様々な体験によって評
価するものだ。その内容は航空会社がコント
ロールできるものもあれば、そうでないものも
ある。もしスーパーマーケットまでの道路が工
事中だとしても、そのことを店側のせいにする
人はいないだろう。雨が外で降っていても、デ
パートの評判が悪くなることはない。しかし飛
行機の乗客の場合、旅行体験が不満を持つ理
由は、保安検査場の長い列、凍てつく天気、古
びたターミナルビルや荷物の紛失、オーバー
ブッキングと様々だ。

実に上昇はしているものの、43業界中の第37 航空会社はさまざまな課題を解決しなければ
位に未だ甘んじている1。順位が近い業界には、 ならないが、米フォレスターリサーチによると、
携帯電話会社とケーブルテレビ会社がある。
米国の航空会社各社は、CXの改善を行わない
ことで平均14億ドルもの年間売上高を取りこ
あらゆる業界（とその顧客）は、CXの時代に生 ぼしているという2。この売上高は、航空会社が
きている。次世代の旅行客は既にCX主導の時 顧客を囲い込む機会を持つフライト前・フライ
代に生きていることもあり、CXへの期待が高い。 ト中・フライト後に得られるはずのものだ。また、
また、競合する航空会社の中にはDNAにCXを 付帯サービス売上高についても同様の考え方
刷り込んだ新規参入企業もあり、市場からビジ ができる。多くの場合、付帯サービスは顧客の
ネスを奪う手はずを整えている。このような圧 輸送ほど複雑ではなく、かつ少ない労力でより
力に直面して、伝統的産業では提供できる商 高い利益率をもたらしてくれる。
品やサービスを改善するために多額の投資を
行っている。長年、航空業界は低利益率に苦し 上記を理由に、航空会社は、CXのうち航空会
航空業界は非常に複雑なビジネスであり、ほ み、その結果、IT投資ができない環境を余儀な 社がコントロールできる部分に注力すべきだと
かの業界では見られないような複雑に絡んだ くされた。そのため、今も他の多くの業界に対 言える。また、イニシアチブを取って直接コント
課題に直面している。年功序列型給与体系、大 して遅れを取り戻すことで精一杯だ。
ロールできない部分に対しても影響を及ぼす
規模かつ地理的に分散した労働力（大抵は労
ことで、CXを改善し続けることが必要となる。
働組合が強い）、資産集約型のオペレーション、 さらに、ライドシェア（相乗り）やオンライン小売 現場では既に取り組みが始まっており、航空会
国際アライアンスや国内コードシェア便、地域 企業といった革新的な新規参入者は顧客に新 社はTSA保安検査場に旅行者の円滑な検査を
的なパートナーシップといったバーチャルネッ しい手法でサービスを提供し始めた。航空業界 サポートする担当スタッフを配置している。ま
トワーク、恒常的な安全対策の必要性、厳しい における従来の航空ビジネスモデルは、例え た、航空会社は空港当局に空港施設を改善す
政府規制（例：各種税金、座席サイズ）など、多 ばサービスの行き届いた会員制プライベート るような働きかけもしている。航空会社には将
種多様の課題を抱えている。これらの複雑さの ジェット、大幅にコストを下げた代替モデル 来の顧客満足向上を見据えた行動が求められ
全てが、一貫した魅力あるカスタマーエクスペ （例：ノルウェー・エアシャトル、スピリット航空）、 ている。問題に対応するのか？ トラブルを解
リエンス（CX）を提供したい企業側の取り組み 旅行の代替となる仮想現実（VR）といった、新 決するのか？ もちろんその必要性はある。た
を更に難しくしている。
規参入サービスによって破壊されかねない。そ だ諸問題のチェックリストの先を見越し、その
して、ハイパーループ（高速輸送システム）の動 瞬間、瞬間で顧客を喜ばせることが肝心だ。多
だが、どんな業界も業界固有の課題を克服し 向がただの概念の域を超えたとき、航空会社 くの場合、航空会社は利益率の高い付帯サー
なければならない。航空会社も対策は打って は移動スピードという従来の強みを脅かされ ビスを提供することによって顧客にすばらしい
いるものの、更なる改善の余地があることは明 ることになる。
体験を提供することができ、それは顧客、航空
白だ。米国顧客満足度指数（ACSI）によると、航
会社の双方にとってメリットがある。
空業界の顧客満足度スコアは過去5年間で着
全力を尽くすべき時が来たということだろうか。必ずしもそうではない。
「最上級のCXの提供」
と
「その時々に求められる最適なCXの提供」
には違いがある。一連の手順を踏んで、最適なCXを探ろう。
自社戦略とターゲット顧客のニーズに沿うCXの
「あるべき姿」をまとめる
実現したい金額を明確に打ち出す

成果をどのようにモニタリングし測定するかを
明確に定義し、適用する
投資を継続し、投資対効果をトラッキングする

真の価値を実現するために必要な機能を把握し、
準備する

1
2

2

米国顧客満足度指数「ASCI Travel Report, 2016」
米フォレスターリサーチ
「The Business Impact of Customer Experience, 2014」
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CXの「あるべき姿」のマッピング
CXと聞いて、ハイタッチ（生身の人間によるき
め細やかな人間らしい応対）やラグジュアリー
ブランドのみを思い浮かべる人が多いかもし
れない。しかし、これらの最上級のサービスを
提供することを企業文化とし、顧客に対しても
それを期待させる企業と比較すべきではない。
どんなレベルのどんなブランドも、効果的かつ
収益性を向上させるCXを提供する機会を持っ
ている。その効果を計る尺度は、どれだけ費用
をかけたかではなく、CXがブランドビジョンや
企業戦略にいかに沿っているかだ。
航空会社としては、ターゲット顧客の期待や要
望、そして航空会社が提供できるサービスに最
も沿うCXを作り出す必要がある。顧客の将来
のニーズを察知し、CXが企業文化に刷り込ま
れた先見の明がある
「先進型」
ブランドが以下
の分布図の右上に位置する。
CX目標分布図

この両極端の企業スタンスの間には、
「対応型」
企業があり、そういった企業は顧客の問題点を
特定して対処する必要性を認識し、CXのために
きちんとガバナンスを設けている。興味深いこ
分布図の左下に位置する「CX非依存型」企業 とに、航空業界では、CXを特に重視せず、低コ
は、営業成績とコスト削減に焦点を当てている。 ストに徹したサービスを提供することで、逆に
これらの企業ではCXにリソースを割く必要がな 差別化するスタンスの企業が出現している。こ
く、代わりに他の分野にリソースを割く。これは、 のような航空会社は、余分なサービスを省くこ
競争が少なく、スイッチングコストが高くつき、 とで低価格でサービスを提供し、特定のター
顧客に選択肢が少ない業界、例えば公益事業 ゲット顧客における“価格”の問題を解決してい
などに典型的に見られるスタンスだ。競争の激 る。もう一段上のスタンスは、CXを経営陣や企
しい航空業界内ではこのような事例は少ない。 業文化の優先事項に置く
「最適化」企業だ。こ
れらの企業はただ問題点に対処するのではな
く、予見できる問題は未然に防ぎ、ターゲット顧
客に対してより良い体験を積極的に作り出す。

高

差別化の度合い

商品または
サービスが
顧客ニーズに
どれだけ具体的に
対応しているかの
度合い

このような企業は、明確に定義されたCX戦略
と顧客志向の従業員を持ち、ターゲット顧客の
それぞれ異なるニーズも深く理解している。

CX非依存型
企業

低

「先進型」企業
顧客の将来のニーズを考え、
CXを常に再定義しながら
市場を形成している。
CXが
企業文化に組み込まれている

「最適化」企業
現在および将来予見される問題点を
排除し、
ターゲット顧客にとって価値ある
体験を作り出す。
CXはCEOと企業文化の
優先事項である
「対応型」企業
足元の問題点を見つけ、
その対策に
取り組む。
組織を横断したCXの
ための運営機関が設立されている
変化に対する具体的および組織的サポート
組織がCXの変化に対応する準備が
どれだけできているかの度合い

出所：デロイト アナリシス
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CX目標分布図上のどの位置にも、競合他社との差別化を図れる、効果的なブランドアイデンティティを確立している旅行業界や他業界の企業があ
る。旅行会社のほとんどはCX非依存型になれないため、自らを
「対応型」企業だと主張している会社もある。もしあなたの企業が分布図上で
「先進
的」
ではなく
「対応型」
サイドに近いところに位置付けられたとしても、CXが上手くいっていないというわけではなく、あなたの企業が組織のニーズと
顧客が求める価値に最も適すると判断したCXの種類がその位置に該当する、というだけのことだ。しかし、企業がCX戦略をより最適化もしくは先
進化すべきだと考えている場合、その内容は会社が打ち出しているブランド価値と整合している必要がある。CX目標分布図の上部に当たる体験を
顧客に約束した上で、その体験を十分に提供できない場合、それは顧客に対して迷惑をかけることにも、気分を害することにもつながりかねない。
企業が分布図上のどの位置を選択したとしても、継続的に状況を見ながら調整を図る必要がある。なぜなら、進化するビジネスモデルと急速に変
化する技術によって今日では十二分と思われているCXが、明日には全く魅力のないものになっている可能性があるからだ。
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選択肢の中から選択する：CX戦略を実践に移すために必要なドライバー

CXをビジネスに活用する一つの方法は、顧客が航空会社との心理的なつながりを感じるように誘導することだ。そのような心理的なつな
がりは、企業側からのアクションによって始まるのではない。顧客のニーズを理解し、彼らが何に対して喜んでお金を出してもいいと考えて
いるのかを把握することが基本だ。航空会社が個々人のニーズに合わせて差別化されたサービスを顧客に対して提供できれば、顧客は購
入時の選択のロジックを超えて心理的に動かされ、航空会社への親近感を持つようになる。ブランドに親しみを感じている顧客は、単に
商品やサービスを合理的に選んで購入しているのではない。彼らに対しては、継続的なロイヤルティ、さらなる利用頻度の増加、口コミに
よるマーケティング、主力商品および付帯サービス売上の増加、また万が一企業が何らかのミスを犯した際にも大目に見てくれることを期
待できる。
顧客と接点を持つにあたっては、5つの重要な分野がある。航空会社は分布図上で選択した位置に応じてCXを改善するにあたり、以下で
説明する5つの観点からの顧客との関わり方を検討に加えることができる。
Engage me. 親しみをこめた
真摯な態度で接してください。
親切に、誠実に、一人の人間として扱ってください。
例えば顧客データを利用して、航空会社はカウンターで
旅行客にこのような挨拶をすることができる。
「スミスさん、本日は弊社の便でご帰宅のお手伝いを
できることを一同で楽しみにしております！」

Know me. 私と私の好みを
覚えておいてください。
私の変化するニーズを察知してください。
例えば、
ビジネス利用が多い顧客が
夫と子ども二人とともに移動している場合、
一人で出張しているときと
ニーズが異なる。

Delight me. 期待を超え、
いつまでも記憶に残り誰かにシェア
したくなるような、素晴らしい一時を
作ってください。
例えば、記念日に旅行するカップルに
ラウンジ招待やシャンパンを
プレゼントする。

Hear me. 状況を認識していることを
示して、私のニーズを把握してください。
私個人の状況を聞いてください。
これはシンプルに質問することで
解決できる。
「前回のご旅行の際、預かり手荷物に
何か問題がありましたか？」
前回の問題を認識し今回はもっと上手く
対処すると約束することで、
顧客に良い印象を残すことができる。

Empower me. 決断を下せるように、
リアルタイムで正確な情報をください。
私のフィードバックを大切にして、
適切な方法で応えてください。
顧客が最適な旅行日程を柔軟に
決定できるようなツール、
アメニティを選ぶ機能、
個々人のニーズを捉える機能等を提供する。

上記のCXの側面はそれぞれ、航空会社ではなく、顧客の目線に沿って定義されていることを忘れてはならない。CXは企業の目線でデザイ
ンするのではなく、顧客の視点からデザインされていれば、企業はいかなるレベルのCXにもより敏感に対応できるようになる。
意図的なのかどうか定かではないが、事実上、すべての航空会社のブランドが上記の一つ以上の選択肢を取り上げてきている。サービス
を極力省いたCX対応型航空会社はおそらく顧客の「私を楽しませてください」
というニーズに焦点を当てていないだろうが、公式なCX戦略
の一環としてビジネスのやり方に組み込まれていることはあり得る。しかし、航空会社がCX目標分布図上での立ち位置を定義しようとする
場合は、上述の顧客との関わり方を意図的にコントロールする必要がある。

CXの価値

CXが大半の旅行者にとって大切なことは理解
できる。では、なぜ航空会社にとっても大切な
のだろうか。結局のところ、
「体験」とは価値が
捉えにくいものだ。一方で航空会社が「体験」を
顧客に提供することで得られる価値は実際に
捉えることができるものだ。60パーセント近く
の顧客が、より良い体験のためならブランドを
切り替えると回答している。顧客は悪いブラン
ド体験について、良い体験をしたときに比べて
ほぼ2倍の人にそのことを話す3。そして、前述
したとおり、収益化されない14億ドルのことを
忘れてはならない。
3

4

顧客があるブランドを初めて体験しその後同ブ
ランドに戻ってくる場合、初めて体験した時と
同等またはそれ以上のことを求めていること
が多いようだ。航空会社が一貫したブランドア
イデンティティの一部として一定レベルのCXを
提供できれば、顧客はその体験に感謝し、その
ブランドの忠実で熱心なファンになるだろう。

米ヘルプスカウト
「Customer Service Facts」
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CX戦略を実践に移す
CXの
「あるべき姿」が決定したら、企業はその計画・分析・実行に際し必要な投資について検討する必要がある。
四つの手順を検討することから始めよう。
顧客を知る。顧客は何に価値を見出すのか？ 我が社の顧客は皆、同じものに価値を見出すのだろうか？
顧客の価値基準をどう識別するのか？ 潜在的な顧客リスクをどう定量化するのか？

効果測定のシステムを導入する。CXを提供するためには、何が必要なのか？
分布図における位置を調整（上げるもしくは下げる）
するための限界費用はいくらか？
計画したCXに対する実行の度合い、また顧客の反応の度合いをどう測定するのか？
そして何より、CXは航空会社全体に、また顧客セグメント別に、どのような収益価値をもたらすのか？
CXのガバナンス体制を決定する。誰がオーナーになるのか？ どこから資金調達をするのか？
どのチャネルを使い決定事項を現場に伝えるのか、そしてどのチャネルから、
新しいアイデアや実験に基づいた評価を意思決定者に伝えるのか？

必要な機能を備える。組織が目標とするCXを実現するためには、一連の統合された自己増強型の機能を備えたCX価値を
提案する必要がある。これらの機能は、全ての会社がある程度は必要とする差別化されない基本機能（例：データ、
サイバーセキュリティ）と、組織独自のCXを実現するためにパートナーやサプライヤーと最適なネットワークを確立するような、
独自の競争優位性を生む戦略的機能に大別される。どの機能が組織に日常的に必要な基本機能であるかを把握すると
同時に、どの機能が企業独自の価値提案の実現に役立つかを見極めることが重要だ。

CXの「あるべき姿」が決定したら、企業はその
計画・分析・実行に際し必要な投資について検
討する必要がある。

航空会社はCX価値をどのように測定し、その
価値を生むための投資をどう計るべきだろう
か。マスアプローチは正確な答えをもたらさな
い可能性がある。代わりに、航空会社は顧客一
人ひとりが体験によって作り出した価値を、そ
して顧客一人ひとりの満足度が航空会社に対
して作り出した価値を検討すべきだ。それを、
CX価値と呼ぶ。

アナリティクスを使って顧客レベルでの相互作
用、体験、価値を測定することにより、航空会
社は、どのCXの動きが現在そして将来の収益
性に対し望ましい効果を発揮するか、をトラッ
キングできる。

CX目標分布図上で自社の位置を決定できたら、
後はスピードと意思を持って前進させることだ。
また、アプローチの有効性をトラッキングする
ことと、一貫したCXを提供することは導入その
ものと同じくらい重要であることを忘れてはな
らない。戦略を設定した最初の決定は、継続的
な改良のプロセスにおける最初の一手に過ぎ
ない。

結論

CXは、競合企業が一斉に共通のゴールに向
かって一着を目指すようなレースではない。
全ての競合企業が最大限までボリュームを
上げようと試みる、一つしかない音量ボタン
でもない。風景画の中で、各社がそれぞれ自
分の居場所を持つようなものだ。そして一部
の企業にとっての最適な居場所は一か所に
集中しているとは限らない。

おそらく、このプロセスにおいて航空会社が
犯しがちな重大なミスはCXの「レベル」を混
同することである。顧客の認識しているレベ
ルと、航空会社がそのレベルに見合ったCXを
実現するためのコミットメントや努力とを混
同してはいけない。後者は、航空会社がどの
ようなレベルのCXを市場に提示するかに関
わらず、困難かつ不可避な業務だ。

航空会社は複雑な市場で運営され、運営上
の課題もまた複雑だ。航空会社は、天候や
空港警備のような第三者的要素に直面しな
がら、顧客に安全や、輸送、食事、エンターテ
インメント、小売までをも提供する。コント
ロールの可否は最終的には重要ではない。
顧客の旅行体験の中で起きる様々な事柄は、
顧客が好む、好まざるに関わらず、航空会社
のCXの一部として考慮しなければならない。

幸い、航空会社がコントロールできる範囲は
多くの人が想定するより広い。大半の航空会
社は豊富なデータを保有しており、特に自社
の顧客については多くのデータを蓄積してい
る。すでに保有しているデータを慎重に分析
した上で顧客が求める体験価値を把握し、ブ
ランドが約束する価値に整合するCX戦略を
作り上げて提供することができれば、航空会
社は自社のCXの「あるべき姿」にフォーカス
することができ、顧客満足とロイヤルティを
促進した上で、CXを長期的な事業維持に役
立てられるだろう。

CX価値において、顧客の幸福度が一つの変数
として考えられる。航空会社に対する顧客一人
ひとりの価値もまた重要である。航空会社が顧 運用においては、効果的なCXを生み出す多く
客を分類し、どの顧客層が利益向上をけん引 の事象の積み上げが必要となり、それぞれが
するかを判断できれば、CXを計画・立案する際 違ったスキルとリソースを必要とする。戦略の
にその層の顧客のニーズに重点を置くことがで 遂行には、マーケティングやブランドコンセプト
きる。顧客のパターンを把握するためにはデー から測定や定量化まで、企業文化の変更やマ
タが必要だが、航空会社はそれらのデータを スターデータ管理などの多様な取り組みが必
既に持っている。それらのデータを管理・分析 要となる。これらのうちいくつかは組織に既に
するためには、ツールを開発した上で改良して 内在しているかもしれない。例えば、多くの航
いく必要がある。また、これらのツールを単な 空会社にとって顧客ロイヤルティは非常になじ
るレポートや戦術の一つとして扱うのではなく、 みがある領域だ。残る領域について、不足する
ビジネス全体に不可欠なものとして使用する 機能を構築、獲得、身に着ける必要が生じる可
ような全社的な観点が必要だ。
能性もある。
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