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   wsj.com, 7/8/2008 

1. EU Adds Airlines to Plan To Reduce Emissions 

 欧州連合 炭酸ガス取引制度に航空を編入 

 

欧州議会は、7月 8日、2012年から航空を欧州連合の炭酸ガス取引制度（Emissions Trading 

System = ETS）に組み込むことを、640:30（棄権 20）の圧倒的多数で可決した。 

 

これにより、欧州連合域内を発着する航空機は全て ETS の対象とされる。 

航空会社の排ガス量は、制度運用開始の 2012 年に 2004 年〜2006 年の平均排ガス量の

97%にキャップされる。 このキャッピングは、2013 年には 95%に減少する。 そし

て その 85%が無料で使用可能とされ、残りの 15%がオークション制の売買に回される

事になる。 つまり、85%以上の排ガスを出す航空会社は、それを超過する分を購入し

なければならなくなる。（取引単位は年間 1.1 トン） この取引による収入は、温暖化

対策や 排ガス削減航空機の研究や 環境対策政の援助に回される事になる。 

 

欧州議会の可決後、欧州連合大臣の決済（多分に形式的な行為）を経て 向こう 12 ヶ月

の間に連合加盟各国の国内法として最終化される事になる。 

 

欧州連合では、2005 年より ETS 制度を導入し、現在 製鉄場や発電所などの製造業がこ

の制度の対象とされている。 欧州連合は、2007 年に、域内の炭酸ガスを 2020 年まで

に 1990 年レベルの▲20%に削減することを約束している。 

航空は、欧州連合の排ガスのおよそ 3%を構成するが、1990 年以来倍増しており、ETS

制度に組み込まなければ、2020 年には更に倍増すると予測されている。 

 

米国を含む欧州以外の各国と航空業界は、この欧州連合の動きに猛反発している。 

米政府高官は、欧州連合は明らかシカゴ条約に違反しているとクレームしている。 そ

して、法的な手段によるこの制度の導入阻止も辞さない構えを見せている。 国際間の

問題を、欧州連合が勝ってに決める事はできないので、ICAO の問題解決に委ねるべき

だと主張している。 

 

IATA は、燃油高騰で航空業界が財務的に困窮している時に、環境対策に繋がると証明

されていない制度の航空への適用は全く持って言語道断であると非難している。 業界

の資産によれば、ETS 制度の導入で航空会社は年間 $6.3bn の追加出費を迫られる事に

なる。 一方、環境保護団体も不満を有している。 Friends of the Earth は、規制が緩

やか過ぎて これでは環境対策にならないと非難している。 ■ 
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2. 航空会社各社の燃油費高騰対策 

 

7 月 7 日〜7 月 13 日の米英主要紙に掲載された、航空会社各社の燃油費高騰対策を列挙

する。 

 

（１）エールフランス、供給拡大半減 

AF/KLM は、7 月７日、燃油費高騰に対応して 今年 10 月以降の供給拡大計画を +2%

増に半減すると発表した。 先の 5 月には、今年の利益が▲33%減益するプロフィット 

ワーニングを出したが、その時点では +4%の供給拡大を計画すると言っていた。 

AF/KLM の 6 月輸送実績（RPK）は 前年比 +2.6%増加したが、供給が +4.1%増加した

ために L/Fは 82.7%から 81.5%に低下した。 その他の各社の 6月輸送実績は次の通り。 

BA  RPK ▲3.4% ASK +1.7% 

EasyJet  旅客数 +20% L/F86.8% → 86.9%（GB Airways 買収効果有り） 

Aer Lingus 旅客数 +7.6% 

SAS  RPK +3.5% L/F76.5% → 74.7%  

(FT.com, 7/7/2008) (wsj.com, 7/8/2008) 

 

（２）DL、エクスプレスジェットと契約停止 

DL は、ExpressJet が運航する Delta Connection に関わる全てのリジョナル運航契約を破

棄すると発表した。 現在 ExpressJet は、LAX と SLC において 23 機の Embraer リジョ

ナルジェット機を Delta Connection 便として運航している。 DL は、この運航を他のリ

ジョナル航空会社と契約する。(DTW, 7/7/2008) 

ExpressJet は、17 ヶ月前に開始した加州 Ontario をベースにした自社便名による運航を 9

月 2 日以降 停止する。 これに使用していた航空機 39 機は 2009 年 6 月までに貸し手

に返却する。 9月 2日以降は、205機のフリートによる Continental Expressと、ExpressJet 

Corporate Aviation の 30 機のフリートによるチャーター便の運航を継続する。(DTW, 

7/9/2008) 

 

（３）UA、リパブリックとの契約破棄 

UA は、7 月 3 日、12 月 31 日に契約が満期となる Chautauqua Airlines（Republic の子会

社）との United Express 便の運航委託契約を 更新しないと発表した。(DTW, 7/7/2008) 

 

（４）リパブリック、▲500 ジョッブ削減 

UA を始め多くのメジャーのリジョナル便を運航している Republic は、ここ数ヶ月間の
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間に▲500 の職を削減する。 この削減は、全従業員数の 10%に相当し、自然減耗によ

り実施される。 メジャーの国内線供給削減により、リジョナル航空会社の運航が減少

している。 先週、UA は Chautauqua Airlines（Republic 子会社）との契約を停止する事

を決定した。 これにより Chautauqua は、2009 年末までに 7 機のリース返還を余儀な

くされる。 また Frontier Airlines の Chapter 11 申請で、Republic との採算性の悪いコー

ドシェアー契約が破棄された。(wsj.com, 7/11/2008) 

 

（５）長距離路線 燃油費高騰で採算性悪化 

✓ 燃油費の高騰で長距離線の採算性が悪化している。 長距離を飛行するために燃

油を満載にする結果、自重が重くなり、その分 燃油効率が悪化してしまうからだ。 

✓ 全世界の大陸横断便 数百便の内で、飛行時間が 15 時間を超える長距離便はタッ

タの 24 便しか存在しない。 

✓ Pittsburgh や Düsseldorf 発着の 所謂ロングシン大西洋路線が、真っ先に運休されて

いる。 

✓ 飛行時間が 18 時間を超える直行路線は、同じ路線を 3 地点経由した場合に比べて 

倍の運航コストが必要になる。（英国王立航空協会） 

✓ 米各社は、次々と長距離便の開設を見合わせている。 

US PHL=北京（13 時間）  1 年開設延期 

NW USA=広東貨物専用便  1 年開設延期 

UA WAS=MOW   来年 3 月まで 5 ヶ月間延期 

UA SFO=広東   1 年開設延期 

TG NYC=BKK（17 時間）  運休（燃油高騰で B/E が 120%に上昇） 

TG LAX=BKK   減便 

Aer Lingus LAX=Dublin（12 時間） 計画中止 

SQ EWR=SIN（18 時間）  Y 席を C 席に変更中 

CO EWR=DEL/Mumbai（16 時間） NYC 発需要が路線を支えている 

✓ ボーイングが受注した大陸横断用大型機 400 機弱の内、タッタの 40 機が超長距離

用の B777 型モデルだ。 エアバスの場合、超長距離用 A340 型機の受注はそれよ

りも少ない。 

✓ 長距離路線に重点を置いている Emirates でさえも、超長距離フリート 20 機は こ

れ以上増加させないと言っている。 

(wsj.com, 7/8/2008) 

 

（６）エアートラン 乗務員▲480 人レイオフ 

AirTran（フロリダ州 Orlando）は、7 月 7 日 乗務員▲480 人をレイオフすると発表した。 

パイロット 1,480 人の内の▲180 人と、客室乗務員の▲300 人が 9 月中にレイオフされ
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る。 AirTran（従業員数 9,000 人）は、今年 +10%の供給拡大を予定していたが、燃油

費の高騰でそれを▲5%削減（計画ベース比▲15%）する。 同社は先週、8 月 1 日から

暫定的に 6 ヶ月間にわたり給与を▲10%削減すると組合に要求している。 レイオフで

▲$16m、給与カットで▲$30m のコスト削減を予定する。 供給削減具合によっては、

一層のレイオフを計画すると言っている 

AA は、先週 全従業員の 8%に当たる▲7,000 人弱をレイオフすると発表した。 Spirit 

Airlines（フロリダ州 Miramar）は、全従業員数の 10%に当たる▲250 人をレイオフする。 

DL のリジョナル子会社 Comair は、今秋▲8%のレイオフを実施すると従業員に通告し

た。 同社は 14 機のリジョナル ジェット機を駐機させて約▲300 人のパイロットと▲

220 人の客室乗務員をレイオフすることを計画している。(wsj.com, 7/8/2008) (DTW, 

7/8/2008) 

 

 

 

 

An AirTran jet taking on fuel in Atlanta. Fuel costs have 

nearly doubled in the last year. 

 

 

 

 

（７）US 航空、一部路線で機内映画中止 

US が、2.5 時間以上の国内線 A320 型機使用便と カリブ及びメキシコ路線で機内映画

の上映を中止する。 映画中止により、重量 500 ポンドのビデオ システムの搭載が不

要となるため年間▲$10m のコスト削減が可能になる。 最近は、$5 を支払って 映画

を観る旅客が減少している。(DTW, 7/9/2008) 

 

（８）NW 航空、▲2,500 人削減 

NW は、先月 第 4 四半期にメインライン供給を▲9.5%、人員を▲8.3%削減することを

決定した。 人員削減はフロントラインと管理部門の 2,500 人で、希望退職と自然減耗

が優先されるが、これでも不足する場合はレイオフが実施される。 

7 月 10 日より、AA, UA, US に次いで 1 個目の受託手荷物を $15 の有料とする。 またマ

イレッジ使用航空券の購入時の一時的なサービス手数料を導入するほか、航空券変更料金

を $100 から $150 に値上げする。 NW は、これ等の手数料の導入ないし変更により 

$250m~$300m の増収を期待する。(FT.com, 7/9/2008) 
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（９）スペイン LCC Vueling 航空、Clickair と合併 

スペインの LCC Vueling Airlines SA と Clickair が合併する事で合意した。 合併後は社

名を Vueling として IB が約 45%を保有する筆頭株主となる。 

 

 株主 フリート 2007 年実績 

Clickair（非上場） 

Oct 2006 設立 

IB80%（議決権 20%） A320×23 機 450 万人 ▲E50m 

 

Vueling（上場） 

Jul 2004 設立 

Inversiones 

Hemisferion 28.6% 

A320×24 機 

従業員 1,280 人 

620 万人 ▲E63.2m 

BCN基地 域内 54路線 

 

スペインの LCC 2 社合併は、過去 10 年間隆盛を誇って来た欧州の LCC 業界の激震の前

兆と見るのが正解であろう。 アナリスト達は、燃油費の高騰により流動性の少ない

LCC の数社は、今冬に生き残る事さえできないだろうと予想している。 LCC 各社の

株価は大幅に低下している。（下表参照） Vueling の株価は、7 月 8 日 合併発表後に

▲19%低下した。 スロベニアの SkyEurope は、▲70%も値を下げている。 業界リー

ダーの Ryanair 株ですら▲34%も低下している。 

米国ではバジェット航空の Frontier Airlines が Chapter 11 を申請したほか、Skybus と

Aloha を含む数社が 燃油費高騰で運航停止を余儀なくされている。 

欧州 LCC 最大手の Ryanair と easyJet の 2 社は、潤沢な流動性と大きなフリートを保有

し、激震が予想される市場で 破綻した企業の路線を肩代わりして益々事業を拡大する

チャンスを狙っている。 これは、米国の Southwest の状況と良く似ている。 

(FT.com, 7/8/2008) (wsj.com, 7/9/2008) 
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（10）中華航空、第 2 四半期大幅欠損計上 生き残りに不安表明 

CI 航空の Philip Wei 会長（66）は、第 2 四半期決算が第 1 四半期決算の▲T$2.97bn（100

億円）と略同等の欠損となると発表した。 第 1 四半期の欠損は、昨年度決算▲T$2.52bn

を上回る。 同会長は、このままでは企業の存続すら危ぶまれると全社員へのメッセー

ジの中で述べている。 当面レイオフは実施しないが、時短と給与のカットが不可欠だ

と言っている。 CI は、同様の措置を 2003 年の SARS による旅客需要の急減時に採用

している。 長距離便をカットし短距離便により重点を置く事業計画再編と、A350-900

型機×14 機（+6 機オプション）の導入が再検討されるだろう。 

Wei 会長は、昨年 8 月に発生した B737-800 型機の沖縄那覇空港着陸炎上事故（死傷者

ゼロ）で引責辞任したが、7月10日に再び会長職に復帰した。(FT.com, 7/10/2008) (wsj.com, 

7/11/2008) 

 

（11）CO 航空、第 2 四半期 ▲$58m の評価損を計上 

CO 航空が、第 2 四半期に ▲$58m の今年後半に予定する供給削減計画にまつわる税前

特別費用を計上する。 しかし、株式売却、非営業項目、税還付などを加えると税引後

の特別項目は $22m のプラスとなる。 ▲$58m の主たる費用は、保有機と関連する予

備部品の評価損。 CO は、第 3 四半期以降も供給削減に伴う類似特別損失が発生する

と語っている。 この他に、学生ローンに関連する ARS 証券のオークション不成立に

より $29m の評価損が発生した。 CO は、6 月 30 日時点で $293m のこの種の証券を

保有している。 また、Copa Holdings SAの株式売却により $78mの売却益が発生した。 

予想以上の純損繰り延べ権（NOL）の使用により $28m の税還付を獲得した。 

CO は、先月 ▲3,000 の職のカットと ▲67 機の機材退役による 9 月以降▲11%の供給

削減を決定している。(wsj.com, 7/11/2008) 

 

オークションレート証券 

オークションレート証券（Auction Rate Securities：ARS)とは、地方債や社債、優先株な

どで構成され、数週間おきにオークション（入札）により金利や配当金を見直す借換債

です。 

借換債とは、既に発行していた債券の償還資金を調達するために、新たな債券発行する

ものです。 代表的なものとして、建設国債や赤字国債の償還に充てるための借換国債

や、長期金利が低下してきた場合などに、企業が既に発行していた高利の債券をいった

ん繰上償還し、低利の債券を再び発行して金利負担を軽減するなどの目的で発行する借

換債などがあります。 

現在アメリカでは、金融保証会社（モノライン）がサブプライム関連の保証業務で損失

を抱えたことで借換債の保証履行への懸念が強まり、投資家が急減しています。 

(http://nikkei225kuroiwa.blog90.fc2.com/blog-entry-1773.html) 
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（12）UA 航空、第 2 四半期 $2.7bn の評価損を計上 

UA が、第 2 四半期に 無形資産及び暖簾代（goodwill）の評価損を主とした非現金損失

$2.7bn を計上する。 この発表により、7 月 11 日の UA 株価は、52 週最安値まで▲13%

低下した。 この評価損は、燃油費高騰による収支悪化と株価下落による時価総額の大

幅低下に起因するもの。 作年 1 年間で UA 株は ▲93%も値を下げている。 アナリ

ストは、UA の第 2 四半期決算を およそ▲$211m の損失（前年度同期は +$274m の利

益計上）と予想している。 

4 月には、DL が暖簾代を $12bn から $6bn に、NW が $2.2bn から $6bn にそれぞれ大

幅に減損評価した。 

UA は、他社同様、2009 年末までに▲100 機の

機材退役を予定し、この第 4 四半期には国内

線供給を▲15%（通期では▲8%）削減する。 

そして▲1,500の地上職のカットと▲950 人の

パイロットのレイオフを計画している。

(wsj.com, 7/12/2008) 

United Airlines' parent will 

take noncash charges of as 

much as $2.7 billion. 
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（13）航空業界、オイル投機規制を議会に陳情 

米航空業界とガソリンスタンドとその他の運輸関連の利害関係者達が、オイル投機の規

制キャンペーンを強化している。 投機筋の燃油先物投資を抑制させるために、今週、

主要航空会社は、パイロットの機内アナウンス、新聞広告、Web 広告、数千万人の FFP

会員宛の e-メール配信により、ガソリンスタンドではドライバーに直接口頭で、議会に

対する圧力をかけるよう訴えた。（次ページ広告参照） この効果があって、7 月 9 日

以来 80 万通の e-メールとコンタクトが議員達に宛てられている。 

サブプライム問題やその他の連続するスキャンダルで分が悪い金融サービス業界であ

るが、彼等は、燃油価格は市場の需給関係により（それに加えて、産油国の政情不安と

ドル安により）決まるのであって、投機が原因では決してないと言っている。 航空会

社を始めとする運輸業会と、金融サービス業界のロビー戦争が活発化している。  

航空業界は、次の如く主張している。 

・ 20 年前は投機筋による燃料投資は全体の 21%であったが、現在は先物の 66%に拡大

している。 

・ 市場の専門家は、投機コストがバレル当たり $30~$60 に上昇していると言っている。 

・ 航空業界では、燃油費高騰の煽りを受けて 既に 30,000 人が職を失い、100 の地方空

港がオフライン化されている。 

議員達は拙速な判断に偏らず、航空会社の言い分だけに耳を貸さず、慎重に石油の需給

状況についても調査を開始している。 そして、石油資源の開発や戦略備蓄燃料の放出

を含むその他の解決策も検討し始めている。(wsj.com, 7/12/2008) 
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（14）米航空会社の手数料一覧 

DL は、8 月 15 日からマイレッジの報奨チケットに対して 米加路線に $25、国際線に 

$50 の燃油サーチャージを適用する。 US 航空も同様のチャージを導入した。 先月

AA は、マイレッジ航空券予約に$5 の手数料を導入した。 次表が, 

SmarterTravel.com の各社の手数料一覧。(nytimes.com, 7/13/2008) 
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3. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

 

（１）台湾旅行業界、中国ツーリスト ブームに懐疑的 

台湾と中国間の直行空路開設により両岸間のツーリズムが進展しブームになると騒が

れているが、これに対して台湾の業界関係者達は懐疑的な見方をしている。 先週末

700 人の中国観光団が、今回可能となった直行空路チャーター便で訪台し幸先の良いス

タートを切った。 台湾は、1949 年に中国本土から分離して以来、特別な時期を除い

て両岸の住民の直接の往来を禁止して来た。 しかし新しく台湾総統に選出された馬英

九は、先月直行チャーター便の開設を許可し、中国人の訪台人数を現在の 3 倍の毎日

3,000 人に拡大した。 毎週金曜日から月曜日までの 4 日間 36 往復のチャーター便が台

湾の 6 空港と中国の 5 空港の間を運航する。 台湾旅行業界は、このチャーター便解禁

が年間 T$600m（2,000 億円）の増収をもたらすと期待している。 しかし幾人かの業界

人は、懐疑的な見通しを持っている。 彼等は： 

・ 中国経済のインフレ、景気失速、燃油費高騰

が影響し、どれだけ訪台中国人が増加するの

か分からない。 

・ 中国ツーリストは時折行儀が悪く横柄で、他

の訪台客を遠ざけてしまう怖れがある。 事

実、台中間のチャー便の解禁決定以来、日本

人の訪台客が減少している。 

と言っている。(channelnewsasia.com, 7/6/2008) 

Chinese tourists take pictures at Yangming 

Mountain, a dormant volcano in Taipei 

 

（２）オリンピック、ツーリズム振興にならず 

オリンピック開催は、開催国もその他の国に対しても ツーリズム促進に悪影響を及ぼ

すと欧州ツアーオペレーター協会（ETOA）の調査が報告している。 2004 年のアテネ 

オリンピック以降、ギリシャは近隣のクロアチアやトルコよりもツーリズムの成長が劣

っている。 ギリシャの外客数の成長率は、トルコのそれよりも▲20%も少ない。 同

様に 2000 年のシドニー オリンピック以降、豪州の外客の成長率は 隣国ニュージーラ

ンドより低位にある。 シドニーは、2000 年以降 3 年連続で外客数が減少した。 来

月開催の北京オリンピックでも同じ様な現象が発生すると見られている。 北京観光局
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は、5月に、オリンピック開催期間17日間の北京5つ星ホテルのオキュパンシーが77%、

1 つ星は 44%だと報告している。 英国政府は、2012 年のロンドン オリンピックが、

ツーリズム業界の施設改良とホスピタリティー改善を条件に 以降 10 年間のツーリズ

ム収入を 21 億ポンド（4,200 億円）増収させると予測している。 しかし実際は、大規

模スポーツ イベントの開催で、通常の訪問者が 何でも全ての値段が上昇しホテルが混

雑するイベントのホスト国（都市）を敬遠している。 そして、この負の効果はイベン

ト開催前から、開催後も継続してしまう傾向があると ETOA は言っている。(FT.com, 

7/6/2008) 

 

（３）ARC、ノンエアーのコミッション追跡ツール導入 

ARCは、自動コミッション追跡プロバイダーの eCommission Solutions（ECS）（本社NYC）

と提携して、顧客の旅行支出とコミッションのより正確なオーディットを行う事が出来

る顧客毎の ARC コードを導入したと発表した。 この顧客用のコードは、5 月に導入

された corporate reservation service provider（CRSP）で、完全な ARC-approved corporate 

travel departments（CTD）公認番号を必要とせず、支出やコミッション追跡のためだけ

に必要とする ARC コード。 企業が CRSP 番号を取得すると、予約エージェントは PNR

毎にこのユニーク CRSP 番号を付け、その企業の支出とコミッションの追跡を容易にす

ることができる。 CRSP による追跡はレンタカー、保険、その他の旅行素材の支出を

対象とする事が出来るが、当面はホテル支出に限定される。 ECS 以外には、Hotel 

Solutions（Incline Village, Nev.）が ARC の CRSP システムによるホテル支出とコミッシ

ョンの追跡を実施している。(DTW, 7/8/2008) 

 

（４）トップレベル インターネット ドメイン 自由化計画 

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（Icann）が、新たなトップレベ

ル ドメイン取得に課している全ての規制を撤廃する計画を承認した。 Icann は、新た

な規則を来年中には発表すると言っているが、実際の自由化にはずーっと長い期間が必

要とされるだろう。 今までは.com, .net, .gov, .ac や.travel を含むその他の特定ドメイン

に限定されていたが、これからは、個人名を含む如何なる単語も使用出来る事になる訳

だ。 

.travel は、旅行業界の後押しや Tralliance Corp（.travel 登録機関）のプロモーション努力

にも拘わらず、大きなトラフィックを生み出していない。 その 1 つの理由が、多くの

インターネット検索エンジンが、 .com に比べて.travel のアドレスを検索基準に余り使

用していないからだと言われている。 トップレベル ドメインが自由化されれば、検

索手法もこれに合わせて変更されるので、 .travelの使用も増加すると期待されている。 

トップレベル ドメインの取得料金は、$100,000 程度（またはそれ以上）のレベルとな

ると見られている。 値段が至って高価なために、やたらに変なドメイン名は増加しな
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いだろう。(DTW, 7/8/2008) 

 

（５）カールソンワゴンリー、アメックス カード使用 

Carlson Wagonlit Travelが 21カ国でAmerican Expressを優先カード サプライヤーに指名

した。 CWT は、今まで国毎に異なるカード ベンダーと契約していたが、グローバル

ベースで優先カード契約を保有するのはこれが初めて。 CWT が使用するカードは、

AmExのBusiness Travel Account, Corporate Card, Corporate Meeting Cardの 3種類。 CWT

は、法人旅行ビジネスでは AmEx は今まで通り競争敵となると言っている。 そして、

既にCWTの法人顧客の多くがAmExカードを保有していると言っている。 21カ国は、

米、加、墨、アルゼンチン、英、仏、独、伊、蘭、西、墺、スエーデン、ポーランド、

ハンガリー、チェコ、香港、シンガポール、タイ、インド、豪、NZ。(DTW, 7/9/2008) 

 

（６）TRX、サウスウエスト航空コンテンツ追加 

旅行テクノロジー企業の TRX が、同社の法人予約ツールに Southwest のインベントリ

ーを追加した。 TRX は、既に Southwest の法人予約プロダクトである Swabiz と接続

している BookingBuilder Technologies 社のデスクトップ プロバイダー経由でこれを実

現した。(DTW, 7/9/2008) 

 

（７）ワールドスパン、団体予約機能追加 

Worldspan が、Worktopia のオンラインとグループと会議場設営支援サービスを、米国の

Worldspan 使用旅行社のデスクトップ上で利用可能にした。 Worldspan Go のエージェ

ント デスクトップ ユーザーは、これを使用して、今までの厄介な e-メールの RFP 無

しに北米のホテル、会議場、ビジネスセンターやその他の施設の情報と見積もりを得る

事が出来る。(DTW, 7/10/2008) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）英政府 スタンステッド空港拡張計画審議開始 

英政府は、3 月に BAA から計画承認申請が提出されている STN 空港の第 2 滑走路と第

2 旅客ターミナル建設計画開始について今週にも審議を開始する。 STN 空港拡張計画

については、来年から公聴会が開催されるだろう。 そして、環境保護団体や周辺住民

からの厳しい反対に直面することになるだろう。 

この計画は、2015 年までの第１段階プロジェクトで 25 億ポンド（5,000 億円）を投資

し、2030 年までに現行収容能力の年間 2,500 万旅客を 6,800 万旅客に倍増させる。 
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過去数年間の旅客数の急増の後に、最近では STN 利用者数が減少している。 5 月まで

の 1 年間の利用者数は 2,340 万人で、前年同期比では▲1.6%減少している。 現在は欧

州短距離 LCC の利用が多い STN は長距離便の増加を期待しているが、燃油費高騰の煽

りを受けて昨年 12月以来 同空港乗り入れ航空会社のMaxjet、Eosが立て続けに破綻し、

先週は AA が昨年の 10 月に開設した STN=JFK 便を運休した。(FT.com, 7/6/2008) 

 

（２）米運輸省、未使用路線権益の維持を認めず 

米運輸省は、燃油費高騰に伴う国際線の一時的路線の運休の場合であっても、従来通り

“use it or lose it”規則を継続して適用すると表明した。 米メジャー7 社は、暫定的路

線運休には路線権益が維持されてしかるべきだとして、UIOLI 規則の適用免除を陳情し

ていた。 運輸省は、現下の厳しい状況下では 柔軟性が求められることは承知するが、

一律に規則の適用を免除する訳には行かないと言っている。 路線毎、航空会社毎に千

差万別の異なる判断が必要だと言っている。(WSj.com, 7/7/2008) 

 

（３）NW B757 型機機首凹む 

NW の 7 月 6 日 DTT 発 Tampa 行きの B757 型機が、地上 18,000 フィートで 機首部分に

異音が発生し、レーダーが使用不能になる事故が発生した。 同機（旅客 182 人）は、

無事に Tampa に着陸した。 着陸後に、機首のレーダードームが凹んでいることが発

見された。 NW の整備部門が原因を調査している。(nytimes.com, 7/8/2008) 

 

 

 

 

On MSNBC, the crumpled 

nose of a Northwest jet. The 

aircraft was hit during its 

descent into Tampa but landed 

safely. 

 

 

 

 

（４）定時性改善されず 

今年の夏は、NYC 混雑空港への発着規制が導入される等したために、定時性が改善さ

れる筈だった。 しかし、6 月実績を見る限りは、その筋書き通りとはなっていない。 

中西部に洪水をもたらした悪天候もその原因の 1 つではあるが、その他にも財務的に困
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窮している航空会社の問題（配員不足、飛行速度減速など）も影響しているようだ。 

LGA 空港の定時到着率は昨年の 56%から 52%に、ORD 空港では、65%から 55%にそれ

ぞれ悪化している。(wsj.com, 7/8/2008) 

 

 

（５）エアバス、A320 型機の後継機 2014 年に開発 

7 月 8 日付け日刊紙 La Tribune（仏）は、エアバスが A320 型機の後継機 A30X を 2014

年に開発し 2018 年には就航させると報道している。 開発費は 80〜100 億ユーロ（1

兆 2,800 億円から 1 兆 6,000 億円）。(nytimes.com, 7/8/2008) 

 

（６）ボーイング 長期機材需要予測 

ボ社の 2027 年までの将来 20 年間の長期機材需要予測が、7 月 9 日に発表された。 こ

れによると、石油価格が現在のバレル $130~$140 から、今後 20 年間の長期的期間で 

$70~$80 に低下し、世界経済が年率 +3.2%で成長し、航空旅客需要は年率+5%（貨物 

+5.8%）で増加すると予測している。 そして 2027 年までに、世界の航空機需要は 29,400

機（含貨物専用機）となるだろうと言っている。 この内既に 1/3 が発注済みとなって

いる。 2027年には 35,000機が運航されるだろう。 現在 運航されている機数は 19,000

機。 機材別の内訳は下表の通りとなる。(wsj.com, 7/9/2008) 

 

 2027 機数 価格 備 考 

1 本通路機 19,160  $1,360bn  更新用機材 43%（昨年予測は 36%） 

 

アジア太平洋地域 9,160 機 $1,190bn 

北米地域         8,550 機 $740bn 

2 本通路機 6.750  $1,470bn  

大型機(含 B747, A380) 980  $290bn  

リジョナル ジェット 2,510  $80bn  

合 計 29,400  $3,200bn 
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（７）サウスウエスト、ウエストジェット（加）とコードシェアー 

Southwest が、WestJet Airlines（加 LCC）とコードシ

ェアー協定を締結した。 実際に協定が発効するの

は来年 1 月からとなる。 Southwest が外国社とコー

ドシェアーするのはこれが初めてで、今後 カリブや

メキシコの外国他社とのコーコシェアーを更に拡大

し増収を目論む戦略。 2010 年には欧州航空会社と

のコードシェアーも検討する。(wsj.com, 7/9/2008) 

A Southwest Airlines jet takes off at Midway 

Airport in Chicago. 

 

（８）ボーイング、飛行船輸送機開発 

ボ社がカナダの SkyHook International 社と提携

して、ヘリコプター用のローター4 機を装備し

た大胆な飛行船輸送機（前長 302 フィート≒

90m）を開発する。 辺鄙な人里離れた場所に、

重量の重い炭坑掘削機や建設資材や重機の輸送

を行う。 計画では、この飛行船は 80,000 ポン

ド（37 屯）の貨物を 230 マイル（370km）運ぶ

性能を持つ。 開発費は明らかにされていない。 

就航予定は 2012 年。(wsj.com, 7/9/2008) 

The SkyHook JHL-40's ability to carry dense 

items into remote areas will limit ecological 

damage caused by road construction. 

 

（９）EADS 独子会社 CEO インサイダー取引で起訴される 

元エアバスのトップ幹部で現在 EADS 独工場 CEO Andreas 

Spert（61）が、インサイダー取引容疑で 仏検察によって 7

月 11 日に起訴された。 Spert は、20 万ユーロを支払って

保釈された。 A380 型機のデリバリー遅延情報を巡るイン

サイダー取引容疑で、17 人の現職と元 EADS とエアバス幹

部が仏検察の取り調べを受けている。 そして現在までに

Spert を含め 3 人が起訴されている。(channelnewsasia.com, 

7/12/2008) 
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（10）KC-X 空中給油機入札やり直しへ 

米国防省長官 Robert M. Gates は、7 月 9 日、次期空中給油機 KC-X の入札をやり直すと

発表した。 KC-X は、アイゼンハワー時代から活躍している古い給油機の更新機で、

初期発注機数だけでも 179 機（$35bn≒3 兆 5,000 億円）に上る 空軍最大の発注となる。

（最大発注額は $100bn≒10 兆円規模となると言われている） 

2 月に Northrop Grumman と欧州の EADS 連合のチームが落札に成功したが、ライバル

のボーイング社から入札手続きの不備が指摘されていた。 また、国産機を選択するべ

きだと言う議論も噴出し、大統領選挙を間近に控えた議会における大きな政治的問題へ

と発展する動きを見せている。（EADS 工場の建設が予定されているアラバマ州と Ms.

リー州選出議員達は、Northrop Grumman と EADS 連合を強力に後押ししている。） 

ボ社の抗議により調査を開始した会計検査院（GAO）は、空軍が実施した入札には欠

陥が存在するので入札をやり直すべきだと主張した。 Gates 長官は、この GAO の調

査結果に基づいた決定で、やり直し入札は空軍ではなくて長官直属の特別委員会によっ

て実施され 12 月に結論を出す事になる。 空軍にとっては不信任を突きつけられた格

好となり、大きな痛手となるだろう。(nytimes.com, 7/10/2008) 

 

 

 

 

 

Employees working on a 767. Boeing and 

its rival for an Air Force contract praised a 

decision to re-evaluate their bids. 

 

 

 

 

（11）LHR 空港 T5、依然としてバケトラ継続 

LHR 空港のターミナル 5 で、依然として接続旅客の 12 個中 1 個の手荷物（1 日当たり

932 個）が紛失している。（平均 11,653 人のトランジット旅客が T5 を利用している。） 

BA は、この数字に異論を挟んでいないが、他社からの手荷物がキチンと時間通りに T5

に届かないのがバケトラの一因だと言っている。 BAA は、BAA と BA 間の意思疎通

の改善が必要と語っている。(FT.com, 7/10/2008) 
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 水 運  

 

（１）カーニバル、スプレンダー丸命名式挙行 

Carnival Cruise Lines が、7 月 10 日英国ドーバーで Carnival Splendor 号の命名式を挙行し

た。 同船は、Carnival の第 23 隻目のクルーズ船で、113,300 重量屯 船客 3,006 人乗り

の最大の船となる。 2 つのデッキにまたがる 4 万平方フィートの広さを誇るスパが特

徴。 7 月 13 日のドーバー発北欧クルーズが処女航海となる。(DTW, 7/10/2008) 

 

 

 

 

（２）フロントライン、OSG 買収か 

世界最大の石油タンカー運営業者の Frontline（本社オスロ）（ノルウエー海運大君 John 

Fredriksen の中核事業）が、ラバル企業の Overseas Shipholding Group（OSG）の買収を

検討している。 

OSG は、117 隻のタンカーを保有（39 隻発注中）。 Frontline は 73 隻（16 隻発注中）

のフリートを保有している。 フリート規模では劣るが、全てが Suezmaxes と Very Large 

Crude Carriers 級の大型原油タンカーであるため、企業規模では OSG を遥かに勝る事に

なる。 Frontline は、既に OSG 株を 15.6%保有している。 OSG の時価総額は $2.41bn

で、小型タンカーが多く、原油に加え石油等の最終製品の輸送も手がけている。 また

米国の所謂 Jones Act（米国の港間に就航する船は、米国国籍、米国建造、米国船員によ

る航海が義務づけられる）へ対応した船舶も多く所有している。(FT.com, 7/11/2008) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）FedEx が TNT（蘭）の買収協議再開 

FedEx が TNT の買収を検討している。 TNT は、ここ数年、売却の噂が囁かれていた。 

FedEx や UPS 等が興味を示していたが、TNT の郵便事業の緩慢な成長が彼等の買収を
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躊躇させて来た。 しかし、最近の世界経済の減速の動きが、再び TNT 買収に勢いを

付けている。 TNT の時価総額は $11.3bn で、この買収が実現すればロジスティック

業界で最大の M&A ケースとなるだろう。 過去の買収ケースには以下が存在する。 

Deutsche Post の Excel（英）買収   37 億ポンド 

Deutsche Bahn の Bax Global（米）買収   $1.1bn 

Kuhne & Nagel（スイス）の ACR Logistic（仏）買収 4 億 9 千万ユーロ 

(FT.com, 7/11/2008) 

 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１）航空供給削減、ホテル需要減を誘発 

PKF Hospitality Research の最近の調査は、ホテル業界が今後 9-11 よりも大きな需要減

少の影響を受けるだろうと報告している。 この調査は、航空の▲1%の供給削減が、

ホテル宿泊需要を▲0.39%の減少させる事を明らかにしている。 今秋に▲10%の米国

内線供給が削減されるとすると、宿泊需要は▲3.9%も減少する事になる。 これは 2001

年の▲3.3%を上回る減少となる。 ▲3.9%は、4,000 万人泊 $4.3bn に相当する。 こ

のため、ホテルは一層のコスト カットと人員減を余儀なくされるだろう。 

大都市から離れた観光目的地の Orlando, Phoenix, Denver が大きな影響を受けるだろう。 

しかし、豪華ホテルやバジェットのモーテルは、航空便の供給削減には余り影響を受け

ないだろう。(DTW, 7/9/2008) 

 

（２）マリオット、第 2 四半期決算▲24%減益 

Marriott が、第 2 四半期決算で▲24%減益の純益 

$157m を計上した。 収入は +2%増の $3.19bn で

あった。 米国の法人需要の減少がこの決算に影響

を及ぼしている。 米国の RevPAR は +1.4%増に

止まった。（システムワイド RevPARは +5.6%） 米

国以外の RevPAR は二桁の増率を保っている。 海

外の営業は依然として好調に推移しているが米国

市場が低迷し始めている。 

Marriott's weak quarterly earnings don't 

bode well for hotel companies. 
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この傾向は 2009 年にも継続されるだろう。 海外の事業規模は 全体の 20%以下で、同

社は 10 年後にこれを 50%まで拡大する。 

Marriott, Ritz-Carlton, Residence Inn, Courtyard など

のブランド群を有する Marriott は、今年の利益見

通しを 1 株当たり利益 $1.77~$1.88 に▲20%低下

させた。 そして、RevPAR も  +3%~+5%から

0%~+2%に低下させた。 今年には +9,000 室が増

加する。 そして 130,000室が現在開発中である。

(wsj.com, 7/8/2008) 

 

（３）マカオ、カジノ企業支援 

マカオ特別行政区は、7 月 8 日、マカオの Junket operators として知られるプロモーター

へのコミッションを、8 月より 1.35%から 1.25%に削減する事を決定した。 マカオで

は、米国とは異なり、カジノは直接顧客（殆どが中国大陸からの顧客）へ賭博資金を貸

し出していない。 そのため、仲介業者の junket operators が、高額賭博顧客（VIP ギャ

ンブラー）をカジノに斡旋する方法が採用されている。 VIP ギャンブラーのビジネス

は、マカオの賭博収入の実に 70%に相当する。 従って、各カジノは、junket operator

の顧客の斡旋に大きく依存する事になる。 最近、この傾向がますます強くなって来た

結果、カジノの採算性が大幅に悪化し、今回のコミッション圧縮が導入された訳だ。 

しかし、業界筋は、このキャッピング規制が効力を持つかどうかに疑問を呈している。 

反対に、彼等の一部は、junket operator へのコミッションが、ますます増加するとさえ

予想している。 今年第 1 四半期のマカオの賭博収入は前年同期比 +60%増加して

$3.71bn を計上した。 この収入規模は、Las Vegas Strip とニュージャージー州の Atlantic 

city の合計収入を上回る。 マカオ特別行政区の長官 Edmund Ho は、4 月に、過熱気味

のカジノ市場を冷ますために、新たなライセンスの発給と新カジノ建設のための土地の

提供を禁止した。(wsj.com, 7/10/2008) 
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（４）マカオの賭博大君スタンレーホー、株式売買延期 

7月 8日、マカオカジノの億万長者である Stanley Ho が率いる Sociede de Jogos de Macau 

Holdings (SJM) は、香港証券取引所での株式売買開始を 7 月 16 日まで延期すると発表

した。 当初の計画では、7 月 10 日開始が予定されていた。  理由は、長年疎遠で喧

嘩の絶えない妹 Winnie Ho が SJM の上場停止を要求して、裁判所に異議申し立てを行

ったためである。 結局、Ms Ho の裁判所への申し立ては、7 月 10 日の遅くに却下さ

れた。 SJM は 25%の株をこの上場で売却し ＄494m（1 月の予想の$1bn の半分にも満

たない額）に資金を獲得する。 兄妹間の紛争は多岐に亘っており、SJM の親会社であ

り Mr. Ho の旗艦企業 Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau (STDM)の持ち株数争い

もその１つだ。 Mr. Ho は STDM の 30%以上の株を所有しており、Ms Ho は 7.3%を所

有しているが、彼女は 8%以上の保有の権利が有ると主張している。 SJM は、STDM

に過去 4 年間で $1.4bn 以上の配当を支払っている。 SJM の株売買開始後には、更に 

$320m が STDM の株主に支払われる事になっている。(channelnewsasia.com, 7/08/08) 

(FT.com, 7/09/08) 

 

Wheel meet again: the $494m listing of Stanley Ho’s casino group has been delayed until July 16 

 

 

（５）Party Gaming 株価 10%急落 

Party Gaming 株が▲10%も下落した。 オンライン賭博部門の売上の低迷と CEO Mitch 

Garber への退職金 $4m の支払いのためだ。 Party Gaming（Party Poker と Party Casino 

ウエブサイト運営）の総収入 4 月 28 日以来 減少傾向にある。 カジノ部門では一年を

通して運営は好調であるのに対して、肝心のポーカー部門とスポーツ賭博の不調の為に

相殺される結果となっている。 丁度 Euro 2008 のサッカーの試合の時期と重なった為

の一時的な落ち込みも発生した。 ポーカー部門（アメリカのプレーヤーを受け入れ続
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けているサイトとの競争でコストが上昇）は、昨年 総収入のほぼ 2/3 を売り上げ、

EBITDA の半分以上を稼いだ。 この現状にも拘らず、グループ企業の経営効率と低営

業費の結果、年間の EBITDA は昨年比で増益すると見られている。 株価下落は、至

近の業績に過剰反応したようだ。 株価収益率は 13.2 倍で、888 の 16 倍よりもズーッ

と低い。(FT.com, 7/08/08) 

 

 

 

 

（６）Wynn、香港証取上場を計画 

LASのゲーミング大君Steve Wynnが香港証券取引所に上場して $500m〜$1bnの資金調

達を検討している。 しかし、市場は不安定で上場環境が良いとは言えず、具体的スケ

ジュールは立てられない状況にある。 Wynn Resorts は、マカオのカジノ ライセンス

を保有している 6 社の内の 1 社で、現在 $1.1bn プロジェクトの Wynn Macau を営業し

ている。 そして 2009 年末までに 2 番目のカジノ Wynn Cotai の建設を開始する予定で

ある。 実現すれば、Ho の SJM に次いで 2 社目のマカオ カジノ企業の香港上場ケー

スとなる。(FT.com, 7/10/2008) 
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 その他  

 

（１）ぬいぐるみ会社のスタイフ、限界に来たアウトソーシング  

ドイツの Steiff 社は、1902 年に初めて縫いぐるみの熊（手足をうごかすことができて、

ふさふさの毛に覆われている）を製作した会社である。 当時、丁度モヘアとフェルト

が発明されたのと、時の米大統領の Theodore Roosevelt が狩猟で捕まえた熊を逃がして

やった優しさが話題になっていた世情とが重なり、Steiff は輸出市場をかっさらって急

成長を遂げたのである。 100 年後、生産量の 1/5 をコストの高いドイツからローコス

トの中国にアウトソーシングした。 しかしながら、その 5 年後にコストが全てではな

い事を習得し、いまや自国に戻そうと苦闘している状態である。 アウトソーシングを

止める理由は、Steiff 社が従来の高品質のブランド イメージを取り戻そうという、政策

転換をしたからだ。 アウトソーシング以前は 商品価格が€100 と言う時もあったが、

最近まで価格は €20〜€30（3,200 円〜4,800 円）と言う安い設定になっていた。 安さ

より質の良さを重んじて、現在では熊の縫いぐるみの設定価格は €30 から€80 となって

いる。 中国では、工場労働者の去就の頻度が高く、お針子達をその都育成していくに

は時間が掛かり過ぎる。 しかも中国と言う遠距離からでは輸送費にコストがかかると

いう問題点がある。 それ等の理由から、2009 年末までにはドイツ、ポルトガル、チ

ュニジアの工場での生産に切り替える予定だ。 この為に、800 人の労働者を新しく雇

い入れたが、輸送費の減少と、より高価な商品を売る事で、たとえ労働賃金が上昇して

もカバー出来ると見込んでいる。 かつて米国のデパートで、総売上の 30%がおもちゃ

でしめられた時代もあったが、現在ではたかだか 1%と言う有様だ。 米国で縫いぐる

みと言えば、Wal-Mart, Target, Toys R Us 等のディスカウントショップで買うのが主流だ。 

その 3 店で全売上の 2/3 を占めている。 小売業者も消費者も縫いぐるみは安価な物と

決めつけてきたが、Steiff 社は、最高の品質を作り与える事が子供達の発達には不可欠

であると確信している。(FT.com, 7/04/08) 
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（２）アップル iPhone 3G 発売 

iPhone 3G が 7 月 11 日世界で一斉に発売された。 インターネットのサーフィンは、小

さなタッチパネルの液晶画面に拘わらず、場合によっては 寧ろデスクトップ PC より

も使い勝手が良いと 7 月 13 日付けの nytimes.com が伝えている。 YAHOO! Mobile, 

Facebook（SNS サイト）, Twitter（おしゃべりサイト）, Zillow（不動産価格検索サイト）,

の iPhone 画面を以下にコピペした。(nytimes.com, 7/13/2008) 
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編集後記  

 

 

 

7 月 14 日号からトラベルジャーナル誌の編集スタイルが一新された。 過去の成功体

験が通用しない“変化の時代”に必要とされるビジネス情報は何かを自問し、その答え

を報道すると冒頭に書いている。 

 

そのトラジャルの“時の話題”に 「迫り来るゼロコミッション時代」が掲載されてい

る。 米系を中心に航空会社がコミッションを減少ないし全く無し（ゼロ）にしてしま

うとなると、日本の旅行業界は避けようのない大転換機を迎えると指摘している。 

 

旅行社は、生き残りをかけて、 

（１） 買収や合併や合従連衡などによる規模の経済を利用した コミッションに代わ

るインセンティブや KB の獲得と、 

（２） 手数料収受などへの転換を急ぐだろう ・・という。 

 

 

このトラジャル最新号も伝えている通り、米国では数年前にエアーのベース・コミッシ

ョンが全廃されている。 そして、このために旅行社のランドスケープが大きく変貌し

つつある。 フォーカスライトは、米国旅行業界で 以下の如くの現象が発生しつつあ

るとレポートしている。 

 

・ M&A による旅行社数の減少 —（ARC 公認旅行社数は過去 10 年間で▲45%低下） 

・ 旅行社団体の成長 —（コンソーシアム、フランチャイズ、ホスト代理店の成長） 

・ 在宅旅行社数の増加 —（在宅エージェント人口は、全旅行社人口の 30%近くに増加） 

・ エアー販売の低下、マージンの高いパッケージやクルーズ販売の増加 

・ GDS 予約の低下、オンライン予約の増加 

・ ビジネスモデルの変更 —（コミッションからサービス手数料収入への変換）（注） 

・ カードミル（マルチ商法）の出現 —（Travel Weekly 社’07 年 10 大ニュース トップ） 
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（注）米国の標準的旅行社は、収入の略 1/4 をサービス手数料から得ているが、約半数

は 未だに何も手数料を設定しておらず、サプライヤーからのコミッションに依存して

いる。 詳しくは、PhoCusWright が 2008 年 4 月に発行した「米国 旅行社流通展望：

2006 - 2009」（和訳付き）を参照ください。→ www.japan.phocuswrigh.com） 

 

 

これ等の“シーチェンジ”（sea change）とも言える現象は、全てがインターネットの出

現による流通方法の変化に起因している。 インターネットがサプライヤーの直販を可

能にし、強力な直販の手段を獲得したサプライヤーが仲介業者依存の販売方法を減少さ

せ、流通経費の削減を試みている。 

（LCC は、自社サイト直販システムが無ければ誕生しなかっただろう。 ネットワー

ク航空会社は、インターネットによる自社サイト直販ができたからこそ、旅行社に支払

うコミッションを減少ないしゼロ化できるのだ。） 

 

サプライヤー コミッションの先細り、旅行社の減少、オンライン旅行と直販の急増が、

“旅行社の消滅が間近に迫っている”という業界の憶測を煽っている。 しかしフォー

カスライトは、この予想は行き過ぎていると言っている。 複雑な法人旅行管理プログ

ラムの需要により、また高価値で人間的な触れ合いを求める複合的なレジャー旅行に支

えられて、旅行社は今後も旅行流通における重要な役割を演じるだろう。 そして、旅

行社には、今まで以上にサービスと専門性が求められるだろう と言っている。 

 

誰しも ステータスクオで拱手傍観していては、この“変化の時代”には決して生き残

れないようだ。 （H.U.） 
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