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Travelweekly.com, 2/25/2009 

1. Add-on fee standards seen as long-term goal 

GDS 経由“アラカルト運賃”流通、テクノロジー解決済み 

 

航空会社は、ブランド運賃を開発し、受託手荷物・プレミアム席・座席指定・機内食等

のバラバラに分解したサービスを有料化した“アラカルト運賃”を導入し、収入増加に

励んでいる。 

 

この航空会社の新たなマーケティングは、レガシー システムの GDS では技術的な問題

から対応が困難なばかりか、頻繁に変更される航空会社ごとに異なる複雑な専属制度に

対するプログラムの書き換えが追いつかないという障害が存在する・・・と言われて来

た。 しかし、実際はそうではないようだ。 昨年 12 月後半に、IATA と Airline Tariff 

Publishing Co.,は、航空会社と GDS と協力してこれ等の航空会社の新たなマーケティン

グ（アラカルト運賃）の流通を可能にする 、EDIFACT と XML メッセジングの標準化

を完成させている。 

（EDIFACT = Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport） 

 

しかし、その導入には数年間がかかると言われている。 導入に時間がかかるのには、

2 つ理由が存在する。 

その 1 つは、財務的に困窮している航空会社は、新システムを導入する余裕が無いと言

う理由だ。 

もう 1 つの理由は、航空会社がアラカルト運賃を自社直販サイトだけで販売し、GDS

経由での流通を意図的に遅らせているという理由だ。 

 

XML の標準化を行っている OpenTravel Alliance は、航空会社のマーチャンダイジング

（AC の Tango 運賃や Frontier の AirFare などのブランド運賃）の 1 つの重要な問題は、

IATA の新標準の中にそれが組み込まれていないことだと言っている。 OpenTravel 

Alliance は、2009 年下半期にブランド運賃の標準化に取り組むワーキング グループを

編成するかも知れないと言っている。 

 

■ 
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wsj.com, 2/26/2009 

2. Travel Site to List Fees Included in Fares 

 旅行サイト、基礎運賃に加えてアラカルト運賃表示 

 

TripAdvisor.com が、受託手荷物、機内食、プライオリティー席座席指定等の所謂アラカ

ルト運賃をリストアップし、それを基礎運賃と合算させて合計金額を表示する新機能を

計画していることを明らかにした。 この新機能が導入されれば、ユーザーは自分のニ

ーズに合ったアラカルト サービスを選択し、そしてそれ等のフィーを基礎運賃と合算

して合計運賃額を割り出すことが可能となる。 これで、チェックイン時点まで 各種

のサービスが有料であることをなるべく知られたくない航空会社の思惑が無効となっ

てしまうだろう。 

TripAdvisor の親会社 Expedia は、大手旅行情報サイトの Kayak  — 航空会社や Orbitz

の如くのオンライン旅行社の運賃やオファリングを掻き集めてユーザーに提供してい

るメタサーチ・サイト —  との競争力強化を目論む。 Kayak.com と SideStep.com を

運営する Kayak は、ユーザーが ホテルやその他の旅行関連サービスのレビューをポス

トできる TravelPost.com のバージョンをアップして、TripAdvisor の牙城を切り崩そうと

している。 

 

Expedia や Orbitz の如くのオンライン旅行社は、航空会社のアラカルト運賃の存在をサ

イトの追加ページに掲載しているけれども、基礎運賃との合算額の計算までは実施でき

ていない。 アラカルト運賃の基礎運賃との合算は難問だ。 航空会社は、アラカルト

運賃のリアルタイム情報を GDS に提供することを渋っている。 現在のところは、オ

ンライン旅行社は、マニュアルでもってこれ等の情報をインプットしている。 運賃デ

ータ流通会社は、既にアラカルト運賃を旅行会社に提供するソフトウエアーを保有して

いるが、米国内線の主要航空会社は、このソフトに対してプレミアムや非常口の座席へ

のアップグレードの取扱しか許可していない。 

 

アラカルト運賃種入は、航空会社にとって大きな収入源となっている。 US 航空の場

合は、年 $400m〜 $500m に上ると推定されている。 

 

■ 
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Travelweekly.com, 2/23/2009 

3. U.S. protectionism threatens next phase of open-skies talk 

 米保護主義、第 2 段階オープンスカイ協議を脅かす 

 

5 月に再開する米欧オープンスカイ第 2 段階協議の最重要課題は、

米航空会社に対する外資規制の緩和である。 この問題の米欧間

の懸隔が、広がりつつあるようだ。 

米国では、下院運輸委員会の委員長 James Oberstar（ミネソタ州選

出民主党議員）が外資規制強化を唱えている。 そして、FAA 基

金の再承認法（legislation to reauthorize FAA funding）の中に、外資

規制を強化する保護主義的な文言を挿入しようとしている。 

 

欧州側のスタンスは、NYC の Wing Club における IATA 事務総長

のGiovanni Bisignaniのスピーチによってハッキリ代弁されている。 

彼は、航空会社がこの深刻な不況を乗り切るために、規制は緩和

されるべきだと主張している。 彼は、「規制により片手をもがれ

ている状況では、航空会社は、政府の支援を仰がずこの危機を克

服することは出来ない」と語っている。 

 

米国では、外資は、米航空会社の議決権株の 25%以下、普通株式の 45%以下しか認め

られていない。 そして、社長及び役員や幹部の 2/3 以上は米国の市民権を有した人物

に制限され、彼等による“実質的支配”の遂行を求めている。 欧州は、長い間 この

米法が 大西洋の航空発展の障害になっていると見なしている。 

Oberstar 委員長は、欧州側の主張と全く反対の意見を主張している。 

 

米航空会社の組合も、外資導入によるジョッブ・セキュリティーの不安化から、外資規

制堅持を主張している。 組合こそが、規制緩和の最大の障害のようだ。 業界のアナ

リストは、労働側に立つオバマ政権にとって、外資規制緩和策を採用するのは先ず困難

だろうと予想している。 Oberstar は、“実質的支配”をより具体化するために、支配

が及ぶ対象を 経営管理、機材計画、路線便数計画、マーケティング、プライシング、

ブランディング、労使関係のごとく具体的に列記することを計画している。 
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2005 年にブッシュ政権は、現行法をいじらずに、この“実質的支配”を安全性、セキ

ュリティー、企業ガバナンス、国防省の Civil Reserve Air Fleet プログラムに限定してマ

ーケティング、顧客サービス、その他のファンクションを対象外とする外資規制緩和案

を打ち出した。 Oberstar の計画は、この案とは全く逆行する。 

 

Oberstar は、航空会社間のアライアンスについても精査が必要だと言っている。 アラ

イアンスが競争を歪めているので、現在 既に承認されている競争法適用免除は、全て

3 年以内に終了させて航空会社に再申請を要求する法案を検討している。 そして、こ

の法案は、アライアンスに対する運輸省のガイドラインを作成するために、連邦会計検

査局（GAO）に対して現行の競争法適用免除の実態調査を要求するだろう。 

■ 

 

 

 

FT.com, 2/25/2009 

4. U.K. airport congestion 

 英国空港 混雑状況図 
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■ 

 

 

 

5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）ライアン航空、サイト改善 

ryanair.com がサイトの改善を実施し、そして電子広告代理店の AD2ONE と提携してサ

イトに広告掲載を開始する。 Ryanair は、年間 50 億ページビューを誇るサイトの強み

を活かして、新たな流入源としての広告収入増を目論む。(easier.com, 2/23/2009) 

 

（２）トリポロジーのリフェラル・サイト、65,000 リクエスト受付 

消費者が計画している旅程に対して旅行会社を紹介するオンライン旅行リフェラル・サ

イトの Tripology が、2007 年の 6 月に開設して以来 65,000 のリクエストを受け付けた。 

Tripology は消費者と旅行会社間の金銭のやり取りに立ち入らないので、このリクエス
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トの成約率がどれだけかは不明であると言っている。 しかし、旅行会社に照会したと

ころ、一般的な利用旅行会社で 0% ~ 8%、スーパー利用者で 8% ~12%、熱烈な利用者

で 45%~ 70%となっていると言っている。(travelweekly.com, 2/23/2009) 

 

（３）トラベルポート、第 4 四半期利益計上 

Travelport が第 4 四半期で、EBITA ベース $117m の利益を計上した。 前年同期の▲

$151m 損失から利益計上に復帰した。 第 4 四半期の GDS セグメント（の収入）は、

▲15%低下した。 通期では▲11%低下した。 しかしながら、コスト削減イニシャテ

ィブとWorldspanのシナジー達成により収支は改善しているとTravelportは言っている。 

Travelport は、Blackstone Group によって所有されている非上場企業で、Orbitz（上場企

業）の 48%を所有している。(travelweekly.com, 2/24/2009) 

 

（４）オービツ、第 4 四半期 利益 $8m 計上 

Orbitz Worldwide が、第 4 四半期で $8m の利益を計上した。 通期では損失▲$299m と

なった。 この損失には、暖簾代と無形固定資産の減損会計▲$297m が含まれている。 

 

 4Q’08 4Q’07 (比) 備 考 

グロス収入 $2.16bn ▲8%  

収 入 $180m ▲9% 為替▲$9m 

利 益 $  8m ▲$11m 通期▲$299m（2007 ▲$85m） 

(travelweekly.com, 2/24/2009) 

 

（５）セーバーのプロダクト・エンハンスメント 

Sabre が、2 月 25 日に NYC で開催した Sabre Travel Forum で、一連のプロダクト・エン

ハンスメントを発表した。 

e-メールで旅程を送付する Virtually There は、他の機能改善と合わせて旅行途次の旅客

からもアクセスを可能にした。 より多くの顧客プリファレンスを集める事が出来る

PowerPlus Profiles が 3 月に立ち上がる。 カスタマイズできる品質管理ツール

（quality-control tool）が今年中にリリースされる。 ニッチのトラッキング ニーズを

有している大手の旅行会社は、これにより恩恵を受けるだろう。 そして、昨年の夏以

来、北米の旅行会社に展開した Ticketing Assistant（エンドツーエンドのタッチレス ト

ランザクション）も好評を受けている。 また、MySabre と Turbo Sabre では、UA 航空

の Economy Plus 座席の販売を可能にした(travelweekly.com, 2/25/2009) 

 

（６）米経済活性化法案と旅行 

オバマ大統領が署名した the America Recovery and Reinvestment Act of 2009 には、業界が
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希望していた the Travel Promotion Act は含まれなかった。 しかし、旅行と運輸関連で

は、以下の主要な支出が含まれている。 

 運輸保安局 Transport Security Administration 

$1 billion : 受託手荷物爆発物探査システムとチェックポイント爆発物検査機器の調達

$1.1 billion : 滑走路誤侵入防止機器とシステムの調達と設置と運用 

（米運輸省は、2010 年予算で、航空管制のオーバーホールに $800m を提案している。） 

 連邦航空局 Federal Aviation Administration 

$200m : 発電システム、航空路トラフィック コントロール センター、航空管制塔、タ

ーミナル レーダー アプローチ コントロール施設、航法と着陸機器の改善 

 連邦鉄道局 Federal Rail Administration 

$8 billion : 高速鉄道とインターシティー旅客鉄道に対する資金支援 

$1.3 billion : Amtrak に対する補助金、内 $450 million はセキュリティー関連投資 

 連邦海事局 Federal Maritime Administration 

$100 million : 小規模港支援に対する補助金の補完 

(travelweekly.com, 2/23/2009) 

 

（７）2008 年 カリブ 入り込み客 +1.5% 増加 

Caribbean Tourism Organization は、2008 年のカリブの入り込み客が 前年比 +1.5% 増加

して 2,300 万人となったと発表した。 米国訪問者は 1,260 万人で +0.1% の微増であっ

た。 それ以外の訪問者は欧州とカナダが占める。(travelweekly.com, 2/25/2009) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）US 航空、機内飲み物無料に 

US 航空が、3 月 1 日から 機内の飲み物を無料にする。 燃油費高騰の煽りを受けて、

多くの航空会社が受託手荷物を有料化し、FFP の報奨無料航空券にまで発券手数料を徴

収し始めているが、US だけが コヒー $1、ボトルの水とソフトドリンクを $2 の有料

化としていた。 US は、顧客の批判に対応して、飲み物の無料化に復帰する。 US は、

それ以外のサービスの手数料収入で、2009 年に $400m〜$500m を稼ぐ。 先月の US

の PRASM は、▲4.9%低下している。 ATA によると、米国内線運賃は▲3.9%低下し

た。 2 月の供給は、前年同月比で▲11％カットされている。(FT.com, 2/23/2009) 

 

（２）BAA、スタンステッド空港売却に対するスタンス緩和 

BAA が、英競争監視委員会の提案である STN 空港売却に対する抵抗を和らげた。 競
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争委員会は、来週早々にも 2 年間に亘って実施して来た BAA の 7 空港の独占的運営に

対する最終報告を発表する。 この報告で、委員会は、英空港間の競争を促進させるた

めに BAA の 7 空港の内 LGW, STN に加え Edinburgh と Glasgow の何れかの計 3 空港の

売却を BAA に迫るものと見られている。 BAA は、この最終発表を先回りして、英国

第 2 位の LGW の売却を既に決定し入札者を募集している。 BAA と主たるオーナーの

Ferrovial は、空港売却要請に対して法的手段に訴えてでも抵抗する構えを見せていた。 

しかし、英政府との摩擦発生を案じていたFerrovialは、最近 最大の英国資産であるLHR

空港の第 3 滑走路建設に対する政府承認も降りたことでもあり、今迄の 3 空港売却要請

に対する徹底抗戦を和らげ始めている。 LGW 売却についても、最終報告発表前にも

拘わらず* BAA は委員会に協力的で、最終報告についても徹底的反対の態度をとる前に

内容の精査を開始している。（最終報告書発表以前は、委員会は規制力を有しない。） そ

して、STN の売却時期とスコットランド 2 空港の何れかの選択について、より多くの柔

軟性の確保を期待している。 STNについては、今春から第2滑走路建設の審理（inquiry）

が開催される予定であるが、委員会の売却要請が発出されればこの審理のスケジュール

に大きな影響を与えるだろう。 新たな買収者が、滑走路建設の資金手当を練り直さな

くなるからだ。 委員会は、第 2 滑走路の必要性は、現計画の 2015 年ではなくて 2017

年以降になると主張している。 欧州 LCCの最重要空港である STNのトラフィックは、

15 ヶ月連続で落ち込んでおり、BAA の同空港拡張計画成立を危うくしている。 12 月

の利用者数は、前年同月比▲11.2%減少し 129 万人となった。 2007 年 1 月の 160 万人

に比べると▲19%の減少となる。(FT.com, 2/23/2009) 

 

（３）BAA、金融支出増加と利用者減少で 2008 年損失拡大 

2008 年の BAA の税前損失が▲£408m から▲£1.3bn に大幅悪化した。 この損失には 

£337m の投資資産評価損、£286m の金融デリバティブ評価損、£974m から£1.25bn に上

昇した金融コスト増が含まれる。 営業利益は £476m から £23m に減少し、収入は 

+14.5%増の £2.13bn であった。 LHR 空港の空港使用料値上げが、空港利用者数減少

による影響を緩和するだろう。(FT.com, 2/25/2009) 

 

（４）スタンステッド空港拡張計画延期か 

2 月 24 日、STN 空港拡張計画（第 2 滑走路とターミナル建設）に反対している Stop 

Stansted Expansion キャンペーンが、高等裁判所において 3 日間の公聴会を開催し、先に

政府が決定したSTNの年間発着回数の25万回から35万回への +40%増の撤回を迫る。 

彼等は、政府が法で定められた環境と経済評価の算定を遵守していないと訴えている。  

英競争委員会による BAA 解体提案が来月にも発表されれば、STN の所有者が変更する

可能性が強くなるので、空港拡張計画は先ず先延ばしにされることになるだろう。 

STN の航空会社協議会は、4 月中旬に予定されている拡張計画の審理開始を少なくも 1
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年間延期するよう要請している。(FT.com, 2/25/2009) 

 

（５）フェロビアル、英税制変更で打撃 

2006 年中頃に高度のレバレッジで BAA を買収したスペインの建設とインフラ グルー

プの Ferrovial が、英国税制改正で打撃を受けている。 Ferrovial の 2008 年決算は、▲

€838m の損失となった。（2007 年は +€734m の利益計上） この決算には、€871m の英

国の Industrial Building Allowance の特別減税廃止によるコスト増が反映されている。 

IBA の廃止により、Ferrovial は向こう 25 年間で £5bn のコスト増を余儀なくされるだろ

う。 2008 年の収入は、▲3.5%減の €14.13bn であった。 為替要因と処分事業を除く

と +6.3%増となる。 空港事業は、全収入の半分近くを構成する。 道路と駐車場は

25%、一方建設事業はスペイン国内の低迷を国際事業がカバーしている。 (FT.com, 

2/27/2009) 

 

（６）エアーアジア、A320 型機×15 機のファイナンス成功 

AirAsia が、A320 型機×15 機のファイナンスを Barclays Capital から獲得した。 同社

の創立者で CEO の Tony Fernandes は、信用市場が収縮している時に航空機ファイナン

スに成功したことは、AirAsia のビジネスモデルが強力であることの証左であると語っ

ている。 ファイナンスの規模は明らかにされていない。 AirAsia は、タイとインド

ネシアの子会社を含めて、2010 年始め迄に 85 機のフリート編成を完成させる。 同社

は、既存オプション権の行使は現在のところ考えていないと言っている。 

AirAsia の 12 月に終了した第 4 四半期決算は、燃油ヘッジ損が影響して▲176.9mM リン

ギの欠損となった。 （1M リンギ＝26.3 円） 

 4Q’08 前年同期比 備 考 

収 入 838m +32%  

営業利益 +194m 倍増以上  

利 益 ▲176.9m +245.7m 特損▲426m 

旅客数 330 万人 +21% 2009 年+15%~+20% 

(wsj.com, 2/23/2009) (Channelnewsasia.com, 2/27/2009) 

 

（７）下院運輸委員会で CO1549 便ハドソン川着水クルー証言 

ハドソン川に墜落した CO コネクション 1549 便のパイロットが、当便をガイドした航

空管制官と共に下院運輸小委員会で証言した。 キャプテン Chesley “Sully” Sullenberger

（58）は、次のように証言した。 

✓ 給与が、最近数年間▲40%カットされている。 

✓ 年金は、$1 が数ペニーに減額されて 連邦政府の Pension Benefit Guaranty Corp に移

管されてしまった。 
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✓ この給与では、誰も自分の子供をパイロットにさせないだろう。 

✓ 自分は、中級クラスの生活を維持するためにコンサルタントの仕事を行って週 7

日間働いている。 

✓ 連邦法により航空会社の労使関係を改善しない限りは、優秀な経験を積んだパイ

ロットは育たないだろう。 

(wsj.com, 2/24/2009) 

 

（８）ビュエリング（スペイン）、第 4 四半期▲€10.5m に損失縮小 

スペイン LCC の Vueling Airlines が、第 4 四半期で前年同期の▲€46.1m から▲€10.5m に

損失を縮小した。 収入は、不採算路線をカットしたことが影響して €94.6m から €

84.5m に減少した。 Vueling は、今月初めに IB の子会社 Clickair との合併に合意し、

燃油費の大幅下落で 2009 年には収支改善を目指す。(wsj.com, 2/25/2009) 

 

（９）AF/KLM、チェコ航空買収を検討 

Czech Airlines（チ政府 91.5%保有）が民営化される。 AF/KLM が、この会社を €200m

で買収することを検討している。 買収すれば、東欧へのより大きなアクセスを得るだ

ろう。 初期入札期限は 3 月 23 日。(wsj.com, 2/25/2009) 

 

（10）非稼働機 大幅増加 

LONの航空コンサルタントAscendによると、世界の非稼働民間商業機が急増している。 

昨年では、1,167 機が非稼働駐機を余儀なくされている。 この数は 2001 年以来最大。 

世界の 20.293 機ジェットの 11%にも相当する。 2009 年には、更に 400 機が駐機させ

られるだろう。 北米の航空会社が最も多くの機材（800 機）をグランドさせている。 

次が欧州の 450機で、アジア太平洋地域の航空会社は 230機をグランドさせている。 グ

ランドされている多くの航空機は、B727, B737, MD-80 などの経年機であるが、250 機

の現世代の航空機は、景気が回復されさえすれば直ぐにでもラインに復帰するだろう。

(travelweekly.com, 2/25/2009) 

 

（11）トルコ航空 B737 型機 AMS スキポール空港で墜落 

2 月 25 日、IST 発 AMS 行きのトルコ航空 B737-800 型機（乗員乗客 134 名）（機齢 6 年）

がスキポール空港滑走路手前 500mの空港敷地内に墜落した。 少なくとも 9名が死亡、

50 名の重軽傷者が発生した。 機体の損傷具合から、トルコ航空機は何等かの原因で

失速したものと見られている。 IATA によると、2008 年の欧州における西側製造民間

ジェット機の重大事故が、2007 年比で 1/3 以上も増加している。 過去 3 年間では、300

万便に対して殆ど 1 回の事故率が、2008 年には 200 万便に対して 1 回の事故に増加し

ている。 
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英国では、過去 10 年間の最低事故記録（100 万便に対して 14 回の各種のハイリスク事

故）が、昨年には 29 回に倍以上も増加している。 

米国では、タッタの過去 3 ヶ月間で、死者は発生させなかったけれども大きな事故が 2

回も発生している。 そして、今月にはターボプロップ機が墜落して 50 名が死亡する

事故が起きている。 最高の安全記録を誇っていた米国の空の安全が低下している。 

米欧の安全監視当局は、事故原因の追求と 滑走路衝突の危険、超低温時エンジン信頼

性、微妙なコンピュータ不調の問題に取り組んでいるが、幾つかの基本的な危険が存在

する。 IATA によれば、昨年 世界の地上で発生した各種の衝突事故が 主要な全事故

の 40%を構成している。 2008 年の最悪の安全記録は、欧州の 16 倍の事故率を記録し

た Commonwealth of Independent States（元ソビエト連邦）で発生している。 

(FT.com, 2/25/2009) (wsj.com, 2/26/2009) 

 

 

 

 

 

Rescue workers help passengers after a Turkish 

Airlines passenger crashed while attempting to land 

in Amsterdam. 

 

 

 

（12）アラスカ航空、機内インターネット サービス開始 

Alaska 航空が、2 月 24 日、SEA=SJC 線の B737 型機×1 機で 機内で無線インターネッ

ト サービスの試験を開始した。 60 日間の試験の期間は無料。 Row 44 が、このサー

ビスを提供している。(travelweekly.com, 2/26/2009) 

 

（13）ライアン航空、チェックイン カウンター廃止 

Ryanair が、空港のチェックイン カウンターとチケット カウンターを年内に廃止する。 

同社では、オンラインでチェックインする旅客が全体の 75%に達している。 オンライ

ンでは便出発の 14 日前から 4 時間前までのチェックインが可能となっている。 そし

て受託手荷物を持つ旅客を全体の 25%以下にすることを欲している。 Ryanair CEO 

Michael O’Leary は、将来 機内の扉にコイン挿入口を設置したトイレの有料化を検討し

ている。 ライバルの easyJet は、最近 B737 型機の新造機のトイレを 3 つから 2 つにカ

ットした。 ホテル、レンタカー、旅行保険を含む Ryanair の非旅客収入は、昨年の 10

月〜12 月の四半期で全収入の 20%までに増加している。(FT.com, 2/28/2009) 
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（14）世界航空需要 更に減少 IATA 1 月輸送実績 

世界の航空需要の減少が継続している。 1 月の旅客需要は 12 月の▲4.6%減から更に

落ち込んで▲5.6%減となった。 供給減▲2%なので搭乗率は 75.1%から 72.8%に低下し

た。 貨物需要は▲23%減少した。 特にアジアの落ち込みが大きく旅客で▲8.4%減、

貨物で▲28%減少している。 IATA 事務総長の Giovanni Bisignani は、2009 年の世界の

航空会社の収入は▲$500bn に▲$35bn 減少し、▲$2.5bn の欠損を計上するだろうと予想

している。 彼は、各国の航空当局に対して 航空会社に対する課税負荷の見直しを要

請している。 英国では航空旅客税の増税と オランダで計画されている出国税の見直

しと、自国航空会社に対する外資規制の緩和を要請している。 (wsj.com, 2/27/2009) 

(travelweekly.com 2/26/2009) 

 

 

 

（15）英国航空筆頭株主、アイベリアとの合併に前向き発言 

BA の筆頭株主である Standard Life Investment が、2 月 26 日、合併によるシナジーが十
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分に存在するのであれば、株式交換比率の低下が発生してもやむを得ないと語った。 

昨年 7 月の合併計画発表時点では、BA が合併会社の 65%〜70%を取得すると言われて

いた。 しかし、その後の BA 株価の大幅下落が発生し、現在は IB の時価総額が BA

のそれを上回ったために、IB の筆頭株主の Caja Madrid は IB 持ち分の拡大を要求して

いる。 Standard Life Investment の発言は、BA55 : IB45 の株式交換比率の実現の可能性

を強めるだろう。 IB の第 4 四半期決算は、燃油費の高騰と航空需要の減少で▲€19m

の欠損計上となった。（前年同期は €105m の利益計上） 収入は▲4.8%減の €1.33bn

であった。 IB は、負債ゼロで現金 €1.56bn を保有しているので、BA との合併に対し

ては強力な財務ポジションを誇っている。(wsj.com, 26-27/2009) 

 

（16）上海航空、上海市から 1.4 億元の資金注入 

上海航空が、上海市より 9 億 9,999 万元（145 億円）の資金注入を受けることとなった。 

上海市の State-Owned Supervision and Administration Commission の一部門である Jinjiang 

International Holdings に対して 2 億 2,220 万株を 1 株 4.5 元で売却する。 

上海航空は、2008 年に前年の欠損の▲4 億 3,500 万元の欠損の倍の損失を計上する模様

である。（決算発表は 4 月 30 日） 

中国東方航空は 70 億元を、中国南方航空は 30 億元の資金援助を、それぞれ政府から受

け取るだろう。 東方航空は、今年に導入する新造機を 30 機から 13 機に減少させる交

渉をエアバスとボーイングと行っている。 中国の航空会社は、燃油費のヘッジ損と需

要の減少で厳しい財務的困窮に見舞われている。(wsj.com, 2/27/2009) 

 

（17）ルフトハンザ、オーストリー航空株 1 株に€4.49 オファー 

LH は、OS 民間株主に対して 1 株当たり €4.49 の買収価格をオファーした。 買収期間

は 3 月 2 日から 5 月 11 日迄。 LH は、OS の 41.6%を保有する国営 OelAG との間で昨

年 12 月に政府保有株の全株買収に合意している。 欧州連合は、この政府保有株の売

却について、透明性と適法性について懸念を表明している。 またオーストリー政府の 

€500m に上る OS 負債肩代わりが、政府援助に相当しないかについても審査している。 

OS は、2008 年と 1 月の損失が、株式資本 €264m の半分以上に達していることを明ら

かにした。 LH は、OS 買収は規定方針通り押し進めると言っている。(wsj.com, 

2/27/2009) 

 

（18）マレーシア航空、第 4 四半期 減益 

MH の第 4 四半期の利益が、燃油費高騰、需要減少、燃油ヘッジ損、為替要因で +4,600

万 M リンギとなった。 前年同期は +2 億 7,000 万 M リンギ。 2008 年通期の利益は、

2 億 4,400 万 M リンギ。（2007 年は +8 億 5,140 万 M リンギ）(wsj.com, 2/27/2009) 
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（19）エアーインディア、政府支援を要請 

AI を運営している National Aviation Co.が、政府に対して 398 億ルピー（760 億円）の支

援を要請した。 内訳は、123.1 億ルピーが株式割当、275 億ルピーがソフトローン。 

この資金は、航空機購入と運転資金に充当する。 AI は、4,400 億ルピーの機材を発注

している。(wsj.com, 2/27/2009) 

 

（20）タイ航空 2008 年決算で ▲$592m 損失 

TG の 2008 年決算が▲213 億バーツ（573 億円）の大幅損失となった。 2007 年は 44

億バーツの利益計上。 この決算は、燃油費高騰、為替、需要減少、ヘッジ損に加え反

政府民衆デモによる BKK 空港閉鎖が影響している。 収入は +1.6%増の 2 千億バーツ

であった。 TG は、1 月にエアバスに対して A330 型機×6 機の導入延期を要請してい

る。(channelnewsasia.com, 2/28/2009) 

 

 

 

 水 運  

 

（１）英ブリストル港のコンテナ ターミナル建設に APM ターミナル参加検討 

ブリストル港 Avonmouth のコンテナ ターミナル建設計画は、英国コンテナ貨物の 20%

の年間 150 万 TEU を取り扱う極めて野心的な計画だが以下の問題が存在する。 

✓ メガコンテナ船を取り扱うとなると、川に直接面してターミナルを建設しなけれ

ばならないが、この計画は水門の中に作られる。 

✓ 世界で 2 番目に大きい干潮と満潮の差に対応しなければならない。 

✓ 欧州最大コンテナ港RTMやHAMへの英仏海峡経由の航路より外れてしまう。 英

国の 2大コンテナ港である Felixtoweと Southamptonは、この経路に位置している。 

✓ 英国では既に 2 つの大きなコンテナ港開発計画（Suffolk の Felixtowe と Thames の

Shellhaven）が進行中である。 そして、この他に 2 つ計画（Middlesbrough 近くの

Teesport と Liverpool の新ターミナル建設）が開発許可申請中である。 

しかしながら、世界最大のコンテナ海運 AP Moller-Maersk のコンテナ ターミナル子会

社である APM ターミナルが、Bristol Port Company とターミナル建設で提携する動きを

見せている。 AP Moller-Maersk としては、大手のライバルである DP World や香港の

Hutchison Ports などが存在しない、そして工業後背地に近接して陸路による輸送コスト

を削減できる（しかしメインコンテナ航路よりは離れてしまう）点を、Bristol のコンテ

ナ港開発のメリットと考えているようだ。 しかし、現在は深刻な世界同時不況の最中

なので、この計画が実際に動き出すかどうかは、景気回復時まで暫く待たなければなら

ないだろう。(FT.com, 2/22-23/2009) 



情報 364 平成 21 年 3 月 2 日 - 17 - TD 勉強会 

 

 

 

 

 

 

（２）ジブチ 新ターミナル 来月オープン 

アデン湾の入り口に接しているジブチの港で、長蛇の船が貨物の取り卸と搭載の順番待

ちをしている。 ソマリア沖の海賊退治の軍艦さえ迄が、バースの空くのを待っている。 

この港は、隣接エチオピアを含む東アフリカ各国の貨物の需要によって潤っているのだ。 

セメント、砂糖、そして生きたラクダまでが輸送されている。 ジブチの港の取扱貨物

量は、過去 3 年間で毎年 +30%も増加している。 DP World は、既存の港の反対側に人

工島のコンテナ ターミナルを建設した。 このターミナルの全てが完成すると、年間

120 万個の 20ft TEU の取扱が可能となる。 そしてジブチを東アフリカ全域の海運ハブ

にするだろう。 多くの需要は、大型コンテナ船から最終目的地までの小型船舶へ貨物

を積み替えるトランス・シップメントの需要だ。 港湾使用料の高低で直ぐに利用港を

変更してしまう、この種の貨物中心のジブチの新ターミナルの成功を危ぶむ業界アナリ
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ストが存在する。 しかし、ジブチは紅海の入り口に面している地理的優位性と新ター

ミナルの効率的な近代的施設の利点を強調している。 世界第 7 位コンテナ船フリート

を保有している APL が、このターミナルを使い始める。 このプロジェクトは、ジブ

チとドバイの国営企業との協調投資（coordinated investment）の一環として実施されて

いる。 例えば、Nakheel Investment は、ジブチに最豪華ホテルを建設し、DP World が

運営する空港と港のエクストラのトラフィックを増大させている。(FT.com, 2/22/2009) 

 

 

 

 

 

（３）チューイ、ハッパグロイド売却難航 

Tui のコンテナ海運部門である Hapag-Lloyd の支配株売却が難航している。 ドイツの

投資家である Klaus-Michael Kuhne（世界最大のロジグループの 1 社スイス Kuhne & 

Nagel オーナー）が買収に必要となる €1.4bn の資金調達に成功していない。 ドイツの

旅行と海運グループの Tui は、昨年 €4.5bn の企業価値と見積もった Hapag-Lloyd の

66.6%を、HAM市を中心とするコンソーシアム（地方銀行MM WarburgのヘッドChristian 

Olearius も参加）への売却に合意した。 しかし世界的な金融恐慌と海運業界を襲った

景気の低迷で、銀行が買収資金のファイナンスから撤退し始めている。 

このために、多分 コンソーシアムへの売却が、支配株の維持には変更ないが持ち分比
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率は最大で 50.1%まで減少されるだろう。 そして、買収の中に占める現金の割合が少

なくなるだろう。 Hapag-Lloyd 売却益で増配を希望していた Tui の株主にとっては、

思惑が狂ってしまう可能性が生じている。(FT.com, 2/23/2009) 

 

（４）インド港湾への外資導入には官僚主義の廃止必要 

インドは、急増している貨物需要への対応を強化するために、2012 年 3 月迄に 1 兆ル

ピー（1.9 兆円）を投資して 12 の国内主要港湾と 187 の小規模の港湾の近代化と施設

改善を計画している。 しかし 世銀の東南ア運輸担当責任者は、インドの官僚主義と

古くさい規則の改善が実施されなければ、投資家達は投資を手控えるので資金の調達は

難しくなるだろうと語っている。 

インドでは、現在 年間 5 億 1,920 万屯の貨物が主要 12 港で取り扱われている。 これ

が、2011 年〜2012 年には 12 億屯に増加するだろう。 規則の見直しと官僚主義の撤廃

に成功しなければ、インドのロジスティックの改善は進まない。(wsj.com, 2/25/2009) 

 

（５）フロントライン、傭船料金下落で収支悪化 

原油タンカー市況が悪化している。 中東＝日本間の VLCC 1 日当たり料金（earning per 

day）は、1 年前の $96,500 から 2008 年第 4 四半期には $61,500 に▲36%低下した。 こ

の影響を受けて、この業界最大のタンカーフリートを保有している Frontiline（筆頭株

主はデンマークの海運大君 John Fredrickson）は、この市場のファンダメンタルズが悪

化していると警告した。 今年の石油消費量は▲1.1%減少する予測されていること、消

費減に対応して OPEC の減産が予想されること、新造船が続々と市場に登場すること、

どれを一つとっても市況回復を期待するにはほど遠い。 Frontline は、VLCC×10 隻、

Suezmax×6 隻を発注しているが、今の所は取消ないしデリバリー遅延を決定していな

い。(FT.com, 2/26/2009) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）カルテル・オフィス、ドイツ銀行のポストバンク買収 承認 

ドイツのカルテル・オフィスが、ドイツ銀行のポストバンク買収を承認した。 ドイツ

銀行は、ドイツポストが保有するポストバンク株 62.3%を €4.9bn で買収する。 トラ

ンザクションは 2 月 27 日にクローズし、買収は 6 月中旬迄の三段階に分けて実施され

る。(wsj.com, 2/25/2009) 

 

（２）レンタカー3 社の第 4 四半期決算 
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 4Q’08 損失 4Q’08 収入 2008 損失 2008 収入 

Dollar Thrifty -72.2 (-30.6) 355.1 (-8.8%) -340.4 (+1.2) 1.7b (-3.6%) 

Hertz -1.21b *(+80.7) 1.79b (-15%)   

Avis Budget -121 (-1.06b**) 1.26bn (-9%) -1.12b (-916)  

*=無形固定資産評価損▲$985.2m、**=暖簾評価損▲$1.2bn 

(tavelweekly.com, 2/18.24-25/2009) 

 

（３）全米でアイドルとなった有蓋貨車が溢れ返っている 

貨物の大幅減少により、米大手 5 鉄道会社の貨車が非稼働になっている。 そしてこれ

等の貨車をストーレッジする場所が不足している。 使用されていない線路や支線や待

機線が、アイドルとなった貨車の置き場に早変わりしている。 全米鉄道協会によると、

有蓋貨車 20 万 6 千台の 30%がアイドルになっているという。 2 マイルから 3 マイル

にもなる高さ 20 フィート（6 メートル）もある落書きの標的にされている“壁”の出

現に、付近の住民は怒り心頭に達している。 線路の側の住宅では日照を完全に奪われ

てしまっている。(wsj.com, 2/23/2009) 

 

 

 

 

Rail cars, idled by the slump in 

shipping caused by the recession, 

have sat for months on tracks in New 

Castle, Ind. Residents complain the 

cars cast shadows over homes that sit 

as close as 10 feet from the tracks. 

 

 

（４）米国で、車からの徴税強化が検討されている 

議会が諮問した委員会が、米国の自家用車からの徴税を強化して、道路や運輸施設の修

理や改善費用を賄う以下の案を検討している。 

✓ 連邦燃油税の +54%増税と物価連動 

✓ 2020 年までに 走行距離に基づく徴税装置（車に装置する）の開発 

オバマ政権は、増税に反対している。 しかし、これらの案が導入されない限りは、運

輸関連に必要となる年間 $100bn の経費に対して▲ $68bn が不足すると予想されてい

る。 上記の増税案に加えて、委員会は、カナダや豪州で実施されている如くの 道路、

空港、港湾など国有運輸資産の民間への長期リースを提案している。(wsj.com, 2/26/2009) 
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（５）台湾新幹線、赤字対策で運転本数削減 

台湾の新幹線が、3 月 15 日より 1 日当たり 942 本走

行から 816 走行に▲13%削減される。 同時に週末運

賃を▲15%値下げする。 会長の Nita Ing は給与を返

上し、管理職は▲10%〜▲20%の減給を余儀なくされ

る。 台北と高雄を 90 分で結ぶ最高時速 300km の台

湾新幹線は、2007 年の走行開始以来▲530 億台湾ド

ル（ 1,480 億円）の赤字を発生させている。

(channelnewsasia.com, 2/28/2009) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１）シティーセンター予約受付開始 

LASのシティーセンター開発の Vdara Hotel と Aria Resort & Casino が予約の受付を開始

した。 Vdara（1,495 スイート室）の料金は 1 泊 $159〜$2,000。 Aria（4,004 室）は $179

〜$799、スイートは $500〜$7,500 となる。 Aria は、30 万平方フィートの会議室とコ

ンベンションの施設を有している。 両ホテルの開業は 12 月が予定されている。
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(travelweekly.com, 2/23/2009) 

 

（２）ボイド、ステーション買収を提案 

Boyd Gaming Corp.が 2 月 23 日、Station Casino を $950m で買収する非拘束性オファー

を行った。 Station Casino は、2 年前にマネジメントによる $5.4bn のレバレッジ買収

を成功させて、現在は創業家の Fertittas 家と非上場企業の Colony Capital（LAX）によ

って所有されている。 南部ネバダで 13 のカジノを保有している Station は、最近の不

況で財務的に困窮し、債権者間との間で 既存 $2.3bn のリファイナンスが実現しない場

合は チャプター11 の申請が検討されている。 

カジノ業界では、多くのカジノが客足の減少と負債返済で 急速に収支を悪化させてい

る。 MGM Mirage は、資金繰りがつかず最近 Treasure Island をカンサスの超富豪 Phil 

Ruffin Sr.に $775m で売却した。 先週では、Atlantic City で 3 軒のカジノを運営する

Trump Entertainment Resort が、債権者との協議がまとまらずチャプター11 を申請した。 

Boyd は、資金繰りがつかず 元 Stardust ホテル跡地の Echelon プロジェクト（$4.8bn、

5,000 室の豪華リゾート）を中止している。 Station 買収とこの Echelon プロジェクト

計画中止の関係は不明。(wsj.com, 2/24/2009) 

 

（３）ホテル AED（除細動器）設置拒否は何故？ 

AED（突然の心停止から救命出来るラップトップサイズの器具）は、現在航空機内での

設置が必須だ。 又空港、カジノ、ヘルスクラブ、その他多くの公共施設に設置されて

救命に役立っている。 しかしながらホテルは，法的な責任問題を理由にその設置を拒

んで来た。 Global Hyatt Corp.では 20%が AED を設置している。 

Choice Hotels International は殆ど設置していない。 

InterContinental Hotels Group は、個々のホテルに設置を要

求してはいないと言う。 Marriot International Inc.、Hilton 

Hotel Group、Best Western International Inc.は全て AED の設

置数を発表することを辞退している。 Starwood Hotels & 

Resorts Worldwide はそれに関して一切コメントが無い。 

Expedia Inc.によると、サイト上で 53,000 のホテルはアメニ

ティーに関して詳しく公表しているが、その 13%に当たる

約 7,000 のホテルが“医療扶助可能”と記載している。 そ

れには AED、その他のサービスが含まれていると思われる。 

An automated external defibrillator 

 

ホテル側としては、たとえ AED（価格は$1.200〜$2,000）を設置したとしても、器具の

設置数、設置場所、電池の取り替えを含む維持管理にミスが有った場合に告訴されるこ
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とを懸念している。 それに加えて、従業員を（資格を所持する救急医療隊員として）

養成しなければならない問題がある。 多くのホテルは“Good Samaritan（とっさの判

断で行った善意の行為について結果の事態が悪化しても免責される）法”が法的に不十

分だと懸念している。 更に訴訟が起きた際の莫大な費用も懸念材料だ。 

AED 支持者やホテル業界の当局者は、AED が設置されていれば法に問われることは滅

多に無いと言うが、ホテル側は法的責任をあくまでも回避したい考えだ。 現在全米

10 州のヘルスクラブには、AED 設置が必須だ。 しかしマサチューセッツ州を除いて、

ホテル内のフィットネスセンターには設置が義務付けられていない。 ニューヨーク州

では、1,000 人以上収容可能な会議場、宴会場が付帯しているビルには全て AED の設置

が義務付けられている。 昨年秋に The Sudden Cardiac Arrest Association（突発心停止協

会）は、主要な 7 つのホテルチェーンに対して AED に関する政策及びガイドラインを

尋ねたが、チェーンからの回答は無い。 

The American Heart Association によると、米国では年間 175,000 人が心停止を病院外で起

こしている。 その内の 20%は公共施設での出来事だ。 心臓協会は、会議開催場所は

AED が設置されているホテルに限定するべきだと主張する。 医学調査では心停止後 6

〜10 分以内に処置されると生還可能だと言う。 2004 年の医学新聞調査によると、公

共施設に設置されている AED を使用することによって、生還率が 2 倍になった。 AED

を設置している幾つかのホテルでは、目覚ましい好結果を示している。 例えば

Sheraton San Diego Hotel and Marina では、過去 5 年間で心停止を起こした 7 人中 6 人が

AED を使用して生還した。 San Diego 条例によって San Diego 全体で 4,000 の AED

が設置されているが全体で 57 人が助かっている。 心停止を起こした人の実に 74%が

AED によって生還しているのだ。 その一方で救急車の到着を待って助かった人は 4%

のみだ。 この条例にも拘らず、AED を設置して居るホテルは未だ 16 に過ぎない。 

Pittsburgh に於いては、条例で公共施設に 1,280 の AED を設置したお陰で現在迄に 66

人が生還している。 

旅行者がホテルの AED 設置有無を確かめる方法は、ホテルに直接尋ねる方法しか無い。 

ルームサービス、ペット規則、他のアメニティーに関する情報は細部に至る迄知ること

が出来るが、AED 設置の有無に関する情報はホテルの予約にも予約サイトにも提示さ

れていない。 Orbitz Worldwide に代表されるオンライン予約を提供する Interactive 

Travel Service Association は、ホテル業界に AED 情報を提示するように働きかけている。 

しかし未だにそれは実行されていない。 2002年 San DiegoのHilton La Jollaに於いて、

心停止のケースが起きたが、AED を設置していなかった為に生還出来なかった。 こ

の事件がきっかけとなり、それ以降の San Diego で新設される商業目的の公共施設（ホ

テルを含む）全てに、AED 設置を義務付けた条例が制定される運びとなったが、今日

まで Hilton La Jolla は AED を設置していない。（wsj.com, 2/24/2009） 
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（４）ウインリゾート、第 4 四半期で損失▲$159.6m 計上 

Wynn Resort が第 4 四半期で▲$159.6m の損失を計上した。 前年同

期の +$65.5m の利益から大幅減益となった。 グロス収入は▲12%

減少して $673.7m となった。 景気後退の影響を受けて賭博収入を

含めた全ての収入が減少している。 ホテル収入は▲14%減の 

$60.5m となり、ADR は $298 から $281 へ▲6%減少した。 オキュ

パンシーは 94.3%から 79.7%に低下した。 飲食収入は▲12 減の 

$69.6m であった。(wsj.com, 2/25/2009) (travelweekly.com, 2/24/2009) 

 

（５）アコー（仏）、配当継続 

Accorの 2008年決算は 前期の €883mから▲35%減益の €575mとなったが 配当を継続

させる。 保有資産の売却によるキャピタルゲインが 2007 年の €481m から €150m に

減少したのが減益決算に影響している。 Accor は、ガバナンスを変更して CEO が取

締役会会長を兼務することとなった。 この変更に反対して、元会長と 5 人の取締役が

会長職兼務の体制の下では取締役としての責任が果たせないとして辞職した。(FT.com, 

2/25/2009) (wsj.com, 2/25/2009) 

 

（６）ホテル、批判の影響で企業旅行客激減続き 

銀行や保険会社は、企業がホテルで催す大規模な会議は浪費だと批判を受けている。 

その批判を覆す為に世界の最大手ホテル会社は、ロビー活動を開始した。 Marriott、

Starwood、Hyatt Hilton、InterContinental Hotel Group は、米国議会メンバーに、批判を恐

れる余り企業（国家財政支援を受けていない企業も含む）が会議開催のキャンセルを続

発させていると書状で訴えた。 金融危機が始まって以来、米国議員たちは、AIG 等の

企業が財政援助を享受した後にもパーティーや会議開催を続けて来たことに対して素

早く批判して来た。 書状の中で、レジャー会社（Walt Disney、Carlson Hotels Worldwide、

Wyndham Worldwide を含む）は、サービス業界が被るダメージを回避する為に政治的な

美辞麗句の使用を和らげるように求めている。 ミーティングやイベントのキャンセル

から、米国のホテル及びレジャー業界は深刻な影響を蒙っている。 2008 年にはほぼ

200,000 人の旅行関連企業従事者が職を失った。 今年は 250,000 人が失職すると予想

されている。 これらの業界は政治家に対して、会議を続行出来るような良識のあるガ

イドラインを採択するように働きかけている。 ホテル会社は、企業が会議予約を続行

するように、シリーズの新聞広告を打っている。 ホテル業界は、 金融引き締め政策

と経済不況と格闘している。 金融引き締めにより、ホテル経営者は開発に必要な新た

な資金を得ることが出来ない。 又経済不況の為に、法人旅行者数が減少している。 

Las Vegas のカジノ運営業者も政治的な批判を受けて、予約が減少する等のダメージを
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被っている。 オバマ大統領は今月、政府援助金を受けた企業は税金を使って Las Vegas

行くことは出来ないだろうと警告した。 その結果、Las Vegas のホテル運営会社やカ

ジノ会社の訪問客が激減している。（FT.com, 2/26/2009） 

 

 

 

 その他  

 

（１） ドバイ、UAE が $10bn の財政援助 

UAE（アラブ首長国連邦）は、Dubai に財政援助金 $10bn を投じると 23 日に発表した。 

Dubai は、大規模建設工事に巨額を投資してブームの時代のシンボルとなったが、今日

では不況期を表すシンボルでもある。 Dubai は、発展のために資金調達を海外に頼っ

て来たが、その大部分の支払い期限が今年中となっている。 23 日に Dubai 政府は、

$20bn の長期債券を発行すると発表したが、その内の $10bn が UAE 中央銀行によって

購買予約された。 債券の内容は、無担保、年利 4%の固定金利、5 年満期というもの

だ。 債券発行によって、Dubai は減少した流動資金を増やす事が出来る。 そして今

年が期限の海外への返済義務を果たせそうだ。 しかしながら市場混迷の折、今後この

債券の負債が返却出来るかを疑問視する向きもある。 先週少数の海外の銀行から、ほ

んの一部分に当たる $38bn（支払い期限の迫っているローン）の借り換え融資を受けた

と発表した。 

長年 Dubai の困難期に Abu Dhabi （首長国連邦中の中心で世界最大級の石油産出国であ

り、連邦出費の大部分を出資していた）による救助が期待されていた。 しかし首長国

はそれぞれが独立して行動する傾向にある上に、世襲の王族からなる支配者達はビジネ

ス、政治、外交の利益面でお互いが競争相手なのだ。 その結果 Abu Dhabi が資金援助

をしても、Dubai の主要企業株所有を主張する等、面倒な問題に発展するのではないか

という懸念が起きる。 しかし 23 日に発表された援助資金に関しては、そのような思

惑とは無関係のようだ。 石油ブームが去った今日では、Abu Dhabi による Dubai への

更なる援助は期待出来ない。 Abu Dhabi の不動産価格は下落して、国家の財政ファン

ドも幾つかの海外からの投資による痛手を被っている。 UAE による Dubai への資金

注入のタイミングは、Dubai の不動産市場が崩壊している（下落率 50%以上の物件も有

る）時期に当たる。 

不動産売買の急落によって、開発業者は従業員の解雇、プロジェクトの延期やキャンセ

ルに必死だ。 先週 Emaar Properties PJSC（31%政府所有の Dubai 最大の開発業者）は、

来月の年次総会で配当保留を提案する。 Dubai Holdings（Sheik Mohammed bin Rashid 

Maktoum の管理下にあるコングロマリット）がコスト削減の為に、2 つの投資会社の合

併と 3 つの不動産開発会社の統合を今月初旬に発表した。 この低迷は、昨年の夏に石
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油価格が 1バレル $100を超してブームの先頭を切っていた頃とは驚く程の逆転ぶりだ。 

中東の新経済モデルと見なされて、低落した近辺の商業の中心地のカイロ、ベイルート、

バーレーン等が Dubai に商業施設を構えた。 Sheik Mohammed が、外国人にも開発し

た不動産の所有権を認め始めた 2002 年以来、首長国の不動産市場は上昇し続けて来た。 

その結果、中東近辺諸国は元よりヨーロッパ、アメリカからの不動産購買が増加し、更

に不動産価格が上昇して建築が増加するというサイクルの様相だった。 今では、多数

のオフィス及び住居用タワービル建設の結果、供給が需要を上回り、より一層不動産価

格の下落に拍車を掛けている。 

昨年 Dubai に 50,000 戸の住居用ユニットが建設されたが、今年は 70,000 戸の建設が予

定されている。 建設は完了したものの、空き家ばかりが増加している。 外国人労働

者達が群をなして Dubai を去っている。 負債集金会社は、数ヶ月以前には 7 台の車を

回収していたが、今では 1 ヶ月に 20 台を回収している。 市場が勢い付いていた頃、

Nakheel（政府所有の開発会社）は椰子の木型の人工島を開発した。 Emaar は世界最高

のビルである Burj Dubai を建設した。 投資家が殺到しこれらのプロジェクトを買いあ

さり、建設途中 或は 手付かずの物件にまで市場が膨張して行った。 2007 年後期に

は、ある投資家は不動産物件を 10%引きで購入して、即転売して 25%の利鞘を得た。 

昨年 2 月 Nakheel は、Waterfront（海岸 500 マイルに沿ってそびえる 40,000 人収容可能

な住居、商業、観光用に開発された）の一部の売却を開始した。 事実その当時には不

動産投資は安全であると見られていた。 ヴィラやアパートの価格は、昨年前半で平均

65%上昇した。 

しかし昨年秋に金融危機が起った頃、Dubai の銀行は融資を中断した。 そして 11 月

には不動産広告に示された価格が、外国人投資家に門戸を開いて以来初めて下落した。 

昨年末の最終四半期に至っては、不動産価格は平均▲8%下落した。 ブーム期に最も

早く高値を付けた不動産は、より大きな下落率を示している。 昨年 Burj Dubai のタワ

ー近くに位置する１ベッド、750 平方フィートのアパートは、$680,000 と言う価格であ

ったが現在では半分以下となっている。（wsj.com, 3/23/2009） 
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編集後記  

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜ 航空会社の自社直販サイト優先戦略 ＞＞＞＞＞ 

 

 

日本航空と全日空の 4 月から開始するコミッション全廃が、旅行業界で大きな話題とな

っている。 ここで言っているコミッションとは、航空券販売に一律に一定率で支払わ

れるベース・コミッションであって 販売量の多寡に基づくインセンティブ・コミッシ

ョンのことではない。 

 

確かに、コミッション収入に依存している手配サービス中心の中小旅行会社は、これで

大きな打撃を受けるだろう。 需要減少時には、本来であればコミッションを増加して 

積み上がってしまった在庫を処分させるのがセオリーであるが、全く“逆張り”のこと

が行われている。 航空会社は、在庫処理はボリュームを稼ぐ事が出来る量販店旅行会

社に対するインセンティブ・コミッションだけで充分 事が足りると考えている。 

 

それよりも何よりも、オンライン直販チャネルを持ったことが、航空会社にコミッショ

ン全廃を動機づけた最大の原因だ。 航空会社は、自社直販サイトだけに適用となるマ

イレッジ報奨制度の特典や各種の付加サービス、それに加えて最低運賃保証までも提供

して、流通コストが最低となる直販チャネルを拡大させている。 

 

そして、驚いた事に“エアー & ホテル”や“エアー & レンタカー”の如くの航空座
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席以外の旅行商品にまで販売コンテンツを拡大し始めている。 コミッション全廃どこ

ろか旅行会社の商域まで侵す勢いだ。 

 

米国の航空会社では、座席以外からの新たな収入源を確保するために、機内食や受託手

荷物などの今迄は運賃に組み込まれていた無料のサービスをバラバラに分解して有料

化している。（航空会社は、“旅客ニーズに完璧に対応可能なシステム”だと自慢してい

るが、これは 将に単なる運賃値上げに過ぎないジャないか!） 

バラバラにされて有料化されたものは、“アラカルト運賃”と呼ばれている。 そして、

このアラカルト運賃データを 自社直販サイト上だけで利用可能にしている。（オンライ

ン旅行会社のサイトでも、これ等のデータの検索が可能であるが、それは手で入力され

たものであってリアルタイムのデータではない。） 

 

航空会社のコミッション・カットを伴った自社直販サイト優先戦略は、後戻りなど決し

て起こらない。 このカットは、航空会社以外の旅行サプライヤーにも 次第に広がっ

て行くだろう。（H.U.） 
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表紙： 

MAKEREL（鯖） 

画用紙 COPIC マジック 

W233mm×H170mm 

2001 年 12 月作 


