日本流LCC Peachの躍進秘話と
イノベーションへのこだわり
関西国際空港を拠点として、アジアの旅客を次々と取り込んでいるPeach Aviation株式会
社（以下、Peach）。大企業発でありながら親会社とは一線を画し、斬新な経営手法で継
続的にイノベーションを起こし続けている。熱いパッションと冷静かつ綿密な分析を以っ
て、自らがイノベーターとなりPeachを率いる、代表取締役CEO 井上 慎一氏をお招きし、
その躍進秘話と今日本企業に必要なイノベーションへのこだわりについて、デロイト トー
マツ コンサルティングの萩倉 亘がお話を伺った。
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1990年全日本空輸株式会社入社。アジア営業
を長く務め、2008年に故•山元峯生社長にLCC
立上げを命じられ、アジア戦略室長に就任。
2011年A&F Aviation株式会社（現Peach
Aviation株式会社）設立とともに全日本空輸を退
社し現職。

成長創出にフォーカスしたコンサルティングに従
事。コーポレートアントレプレナーシップの醸成が
持続的成長の源であるという信条のもと、イノ
ベーション、トランスフォーメーションの領域にて
様々なサービスを提供。

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社

周到な準備が「Peach」というイノベーションの起源に

礎を築かれたのですね？

萩倉 最初のフライトから1年強経過し、Peachは高

井上 そうです。そしてPeachの転機となるのが国

いプレゼンスを発揮しておられます。その躍進に敬

際旅客数で世界最大のLCCであるRYANAIRで会

意の念を抱きますし、会社設立前からご支援させて

長を務められたパトリック・マーフィー氏との出会い

頂いた我々としても大変誇りに思っています。

です。LCC関係者からの具体的な話が聞けず困っ

今日はその躍進はもとより、ちょっと違ったイノベー

ていた中、LCC業界におけるレジェンドであるマー

ションを起こすという目線で躍進の真髄に迫れれば

フィー氏に縋ったところ、レマン湖の見える美しい

と思っています。

ジュネーブのオフィスにて面談できる機会をいただ
きました。当初は2時間のお約束でしたが、結果6時

まずPeach誕生の起点はANAアジア戦略室創設に

間に及びお話を伺うことができました。彼には現在

あると考えますが、実際はどうだったのでしょうか？

Peachの社外取締役をお願いしていますが、あの時
は我々の熱意に絆され引き受けたと仰っています。

井上 忘れもしない2008年1月16日、故山元社長に

ちなみにRYANAIRは約300機持っていますが驚く

部屋に呼ばれ、「LCCのビジネスモデルを使ってア

べき高い就航率なんです。それはRYANAIRの基本

ジアの流動を取り込む会社を作れ！日本にいては

品質がしっかりとしている証です。例えば行列がで

いけない、アジアで考えろ！」と言われアジア戦略

きる中華料理屋というのは、必ずしも店は綺麗でな

室長に任命されました。随分乱暴な人事発令でした

くても並ぶ人が絶えない。なぜかと言ったらおいしい

ね。

からです。料理店として期待されている基本品質が
優れていれば見栄えは悪くても人は並びます。その
基本品質に拘っているRYANAIRをPeachも見習っ
ています。
萩倉 Peachにとり、この1年は、日本においてLCC
というカテゴリーが確立されておらず、LCC何者ぞと
いうことを示す1年であったと考えます。そして日本
にとっての1つのイノベーションであったと認識します
が、イノベーションを起こす上で大事なこだわりとは、
やはり現業を壊せる、現業を否定できるというような
体質をいかに創り出すかにあると思います。そのた
めには現業から離れていること、つまり経営として自
立していること、財務的にもある程度自立しているこ
とが必要かと思いますが、Peachはまさにそれを実
現しておられます。そのあたりも当初からお考えだっ
たのでしょうか？

萩倉 それがアジア戦略室のスタートですか？
井上 そこはもう明快でして、まずは既存のLCCの
井上 そうです。研究場所はシンガポールか香港だ

マネはしないと決めています。また、連結子会社で

と思いましたが、日本からより近いところで研究すべ

あればほぼ失敗すると整理していました。私の香港

きと考え、思案の末香港にアジア戦略室を設置しま

での研究対象は成功例ではなく、失敗例なんです。

した。あれだけビジネスライクかつ多国籍な人たち

結果明確になったのはFSC（Full Service Carrier）

が集まる中で研究できたことを考えると大正解で

系の連結子会社になっているLCCの多くが失敗して

あったと言えます。

いるということです。それはコスト削減のために、親
会社のシステムを使ったりマニュアルを使ったりとい

萩倉 そこで多くの方たちと知り合い、今のPeachの
2

うように親会社のプラットフォームを使ってしまうこと

に起因します。ところがそのマニュアルはFSCナレッ

であり、これは日本人が最も得意とするものです。で

ジの塊ですから、当然LCCには不適切なナレッジが

あるならば絶対に日本発のモデルを構築できるとい

含まれており、結果徐々にレガシーになっていきま

う確信に至り、それを自分達のミッションとしました。

す。

また調査の結果、お金のあるビジネスマンが、仕事

一方シンガポール航空のTiger Airwaysのような成

ではFSCを使うが近くのリゾートへ行くときはLCC、

功しているLCCを見ると、親会社が過半数を持って

というように使い分けをされている方が多く、これな

いないんです。やはりFSC系と袂を分かつには連結

らFSCとLCCとの棲み分けができると確信しました。

子会社ではだめだろうと考え、最初から分離すること

旅行の時は現地で使うお金を大事にする方が多く、

を決めていました。

近距離移動そのものにはお金をかけないという価値

LCC業界の徹底研究と価値あるネット
ワーキングにかけた周到な3年間が、
「Peach」というイノベーションの起源と
なっている。

観を見つけられたこともその背景にあります。
もうひとつはやはりイノベーションへのこだわりであり、
Peachを持続的に成長させる上で、絶対譲れない価
値観です。

Peach創造の過程はコーポレートベンチャリング2.0

かつてはホンダのCVCCエンジンだとかソニーの

そのもの

ウォークマンとか、世界が驚くような製品やサービス
がどんどん産声を上げていました。ところが直近の

萩倉 私達も様々な企業とお話しする中で、新規事

10年にそのようなイノベーションはなく、結果日本は

業創造のためには経営陣が従来型のアプローチや

低迷しています。

価値基準から脱却しないとイノベーションは起きない

昨年、Peachは世界経済フォーラムからGlobal

と力説しております。イノベーションをArtではなく

Growth Companyに選ばれ、サマーダボスに参加し

Scienceと捉え、フォーカスすべき領域を大胆かつ明

た際に、「持続的な成長のためにイノベーションが大

確に定め、その上でこれを愚直に磨き上げることが

事であり、今後も継続しろ」と激励されました。また会

大事。そしてその磨き上げの過程でぶれないように

場のあちこちで、イノベーティブな文化の醸成方法や

するために、大義やミッション・ビジョンで引っ張り上

イノベーションの起こし方というような議論が盛んに

げることが大事だと思います。私達はこれをコーポ

行われていました。

レートベンチャリング2.0と称しています。

しかし現実的には、全体の業務のうち90%くらいは
オペレーションなのだと思います。一方で10%をイノ
ベーションに費やさなければ企業の持続的成長はな
いという意識を持たないとオペレーションだけに終始
し、短期的な視点で経営の効率化ばかり進めること
になります。オペレーションに加えてイノベーションと
いう意識を持つと変わります。萩倉さんが仰るように
イノベーションというのは費用対効果では測れませ
ん。リターンが無いかもしれないし100倍になるかも
しれないという世界だと思います。
萩倉 イノベーションへの投資配分ということでは、
マイケル・ポーター創始のMonitor Groupが一つの
黄金律を提唱しています。コアビジネスに70%、周辺

井上 仰るとおりミッション・ビジョンが大事だと思い

の持続的なイノベーションに20%、そして破壊的イノ

ます。

ベーションに10％ということを。このくらいの比率を

1970年代後半からあるLCCというモデル自体のこだ
わりはコストマネージメント（やりくり）とホスピタリティ
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割く必要があり、それをずっとやり続けるべきである
と私も実感していますし、井上社長が仰ったことに近

井上 そういうことも含めてご理解頂いた結果、この

いです。特にLCCというものは、モデルそのものがリ

5月で累計200万人以上のお客様にご利用頂けたと

ジッドであり、そこを徹底的に磨くというスタイルです

思っております。

ので、結果としてはオペレーションをきちんとやって
いることが大事。でも顧客にどういうExperienceを

萩倉 でもこういう思想を貫き通す組織作りには、人

与えますかというような視座で面白みを付加していく、

材の集め方にも工夫があるのではないでしょうか？

最後はそれが価値に昇華するのだと考えます。
井上 社員の意識は大きいと思います。全社員を有
井上 まさしくそう思います。

期の契約社員にした結果、ベンチャーでやってやろ
うというパッションを持った人間が集まりました。日本

萩倉 考えてみるとその思想の表れがPeachという

人がやるLCCを見せてやろうということに共鳴したメ

ネーミングではないでしょうか。まるでエアラインを想

ンバーが揃ったので、志を共にスタートできたことが

起させる言葉で無いことを考えると、最初から単なる

大きいと思います。

LCCを目指したのではなかったのでは？
萩倉 人材面でのもうひとつの要素は当初から航空
井上 その通りです、この名前には賛否両論ありま

会社出身の方は3分の1でいい、異業種から3分の1、

したが、狙いとしてはそういうことです。

残り3分の1は外国人でと仰っていたと思いますが、

ただ1年目はとにかく妥協せずにLCCオペレーション

そのあたりも旧来の価値観からの脱却を意識されて

に徹することでした。先ほどの中華料理屋の話のよ

のことですか？

うな基本品質に対するこだわりです。
もう一つのこだわりは、新しいLCCというサービスモ

井上 そうです。特に異業種は面白くて、客室乗務

デルをどうやってお客様に受け入れて頂くかです。

員の場合、化粧品メーカー出身とかジュニアオリン

日本の方は非常にデマンドが高いので、それを全て

ピックの金メダリストがいたり、空手のプロがいたり、

聞いてしまうとモデル崩壊となります。妥協せずお客

プロのミュージシャン、ダンサー、それから警察官、

様に納得して頂くためには安さの理由を明快に伝え

看護師、証券会社のディーラーもいます。ただ確か

ることでした。象徴的な言葉が「空飛ぶ電車」です。

に職歴は様々ですが、共通項として皆前職でプロと

電車だからチケットは券売機で買い、改札は無人で

しての意識を持って働いていた人なんです。

あるため自分でチェックインし、電車だから定刻に
なったら無慈悲に出発しますと。当初は随分お叱り
を受けましたが、「だからこのお手頃料金なんです」
とお伝えし続けたところ、そういうクレームは激減し
ました。
萩倉 LCCのモデルは要る、要らないの選択が顧客
に与えられるようになったことが大きいと認識してい
ます。これまではFSCのパッケージの中で揃えられ
ているサービスを受けようが受けなかろうが運賃は
同一であり、ある意味本当にアンフェアな運賃体系
でした。
プライムな機能があって、そこからさらに欲する人は
お金を払ってください、面倒だと思う人はお金を払っ
てください、そういうチョイスをすることも嫌な方は
FSC系でどうぞという世界観だと思っています。
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イノベーションをArtではなくScienceに。
そのためには、大義となるミッションと共感
する仲間、それとイノベーションを起こし続
けるための巧みな仕掛けをトップ自ら行う
ことが重要である。

Peachの次なるステージは脱LCC

頓に感じています。

萩倉 そんなPeachのこの1年はPeach as LCCと
いうフレーズで私達は語っていますが、次はPeach
as ＊＊。＊＊にいろいろなものが入る、次なるイノ
ベーションステージに行くのではと感じています。
そう考えた際に、業態の枠を超えるというところは、
コアとなるイノベーターがきちんと考え出さないとい
けないのではないかと思うのですがいかがでしょう
か？
井上 Peachの場合は業務の90%がいわゆる広義
のオペレーションで占められています。10%のイノ

萩倉 今のお話から、お客様に対して新しい体験を

ベーションはとかく忘れがちです。私はこの2年目は、

提供するということのメッセージを通じて、スタッフの

ビジネスフェーズと呼び、新しいサービスモデルをう

皆さんにもそれぞれが持つ固定観念を塗り替えさせ

まく展開させ、ビジネスとして成立するかどうかとい

ていく井上社長の手法が見て取れます。

うことを全力でやるつもりです。一方ではエアポート

オペレーションをやっている人は、顧客価値をいか

オペレーション品質をさらに上げていく、安心してお

にシンプルに安く提供するかというような目線で考え

乗り頂くような会社にしていきながら、もう一方はや

る。一方でクリエイティブロールを担っている人は

はり新しい価値の創造をしていくことが大事だと思っ

LCCの枠からどれだけ飛び出せるかを考えるべき

ています。仰るようにそれを全員でできるわけでは

です。これだけ有名になったPeachには、いろいろな

なく、コアとなる人材が引っ張っていかないとダメだ

ところから多くのお話が持ち込まれると思いますの

と割り切っております。

で、様々なコラボレーションにより相乗効果を創出し

イノベーター達が中心となって動くことで、 会社の業

ていくようなステージへと移行できるのではないで

務におけるイノベーションの重要性を全社員が認識

しょうか？

してくれればしめたものです。
井上 仰る通りです。Peachは魅力的なデバイスた
萩倉 そういう場合に社員にとって“イノベーティブ”

れ、たとえて言うならたとえばiPhoneになれと言って

というものをどのように意識付けされていますか？

います。アプリケーションプロバイダーは魅力的なデ
バイスにアプリを乗せたいと欲しますし、ブランドコン

井上 そこはやはり「お客様に対して新しい価値の

セプトに合う限りどんどん乗せます。その代りお客様

創造をしよう」というフレーズにつきます。

が評価しないものは退場していただきます。あの

例えばLCCには機内エンターテイメントを設置しな

○○がPeachに提供しているのかという世界を今後

いのが常識ですが、当社はこの3月から、空港の待

は創り上げたいです。

合室で無料WiFiを使ってお客様が自身のスマホや
タブレット端末にダウンロードできるサービスを開始

萩倉 結果としてよいアプリが実装されれば、キャリ

し、現在は関西空港と那覇空港でテスト運用を開始

アとしてのPeachもトラフィックが向上します。そうな

するに至っています。社内だけに閉じた発想をする

るとトラフィックで稼ぐモデルから別の方法で稼ぐモ

のではなく、価値創造の担い手をお客様にまで広げ

デルに移行できる日も訪れるでしょう。

て新たなサービス提供を追求した結果生まれたの
が、この「ないのにある」サービスです。
このように従来の常識の枠をはみ出す事例が出てく
ると、だんだん社員自身も常識の枠を超えたところ
でいろいろ考えるようになりますし、最近その変化を

井上 そうかもしれません。

イノベーションを創出する契機は“越境”で
考えること。
今PeachはLCCという枠を超えるという
“越境”で新たな価値提供を考えている。
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イノベーターに必要なのは強いパッションと圧倒的

ンテナを張っています。また冷静に考えると職場で

な好奇心

群れない人間です、間違いないです。ある人間など
は、人からやれと言われたら絶対やりませんが、そ

萩倉 最後に一つお聞かせください。アジア戦略室

のかわり勝手にやらせたら最高ですよ。こういう曲

創設時に何故井上社長に白羽の矢が立ったとお考

者がイノベーターなんですね。

えですか？

そもそもトップがそうありたいと願っていますから、下
の人間が面白くないものを持ってこれないんです。

井上 そこはわかりません。誰もやりそうもないので
私のところに来たのではないでしょうか。私は人が

萩倉 お話をお聞きするにつれPeachでイノベーティ

やらない仕事に対し強い興味を持つタイプです。そ

ブ度合いを測ろうとすると、最後は面白いかどうかと

の先に新しい世界があると思えることが好きなんで

いうところに行きつくような気がします。

す。
それまでも周囲の反対を押し切っていろいろなこと

井上 それはそうです、面白いと皆が盛り上がるじゃ

を勝手にやってしまった経緯が幾つかあり、営業部

ないですか。これは絶対うけるという価値観が重要

時代にブランドの重要性を訴えたり、実現には至り

であり、ごく普通はダメです。

ませんでしたが新しい商品戦略を提案したこともあ
ります。

萩倉 面白ければ儲かる。

萩倉 ではそういう井上社長から見てイノベーターの

井上 儲かります。でも儲かるのか、と先に聞くのは

共通項のようなものを感じられることはありますか？

昔の見方でありダメです。
イノベーションが起こる会社は、私も含めて曲者の

井上 イノベーターの共通項としてはパッションでは

リーダーが必要なのですが、もう一つ決定的なこと

ないでしょうか。熱意があって活動的です。そして活

を言えばPeachには年寄りが居ません。若い人間

動的であるが故にいろいろなものに興味を持ち、ア

が自由にできるという意味でこれは大きな要因です。
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萩倉 それはすごく大きいですね。これまでの慣習

萩倉 私達も全力でサポートする所存であり、

に囚われている企業では難しいことですが。

Peachの更なる飛躍を祈念しております。本日は誠
にありがとうございました。

井上 どれもまだ成功したわけではありませんし、更
なる面白さの追求、第2・第3拠点の展開、路便の開
拓とやるべきことは山ほどあります。ひとつひとつや
りながら次なるステージへと歩を進めて行きますの
で今後ともよろしくお願いします。

パッションと圧倒的な好奇心を持つイノ
ベーティブ人材が集まる「Peach」にとって、
最後の価値基準は“面白い”かどうか。
これまでの航空業界の概念を変え続ける
「Peach」から今後も目が離せそうにない。
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