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PhoCusWright Analysis, August 2009 

1. What’s Next For Online Travel 

 オンライン旅行の今後 

 

このレポートは、PhoCusWright の「What’s Next for European Online Travel」の ごく要点

のみを意訳して箇条書きにしたものである。 原題には「欧州のオンライン旅行」とな

っているけれども、内容は世界の旅行市場に共通する普遍的なものが多いので、意訳で

は敢えて“欧州”という言葉を意図的に削除した。 

 

 

➢ 今までは、検索・ショッピング・購入（Searching. Shopping. Buying）の 3 つのそれ

ぞれが、異なる消費者の行動を代表して、明確に区分して使われて来た。 しか

し、最近はこの 3 つの境界線が急速にボヤケ始めている。 3 つの機能は絶えず関

連して、消費者の旅行計画の段階まで遡って位置づけられなければなら無くなっ

ている。 

➢ 機能が優れたモバイルが普及しているので、最早デスクトップ戦略だけでは十分

でない。 今年は、モバイルのアプリケーションが旅行業界に大きな影響を与え

るだろう。 数百万台に上るスマートホーン台数の増加だけでなく、モバイルの

通信速度が飛躍的に向上している。 

➢ 2005 年では、業界は、モバイルのサイトを作るか否か決めかねていた。 2009 年

は、生きて行くためにはマスト必要なツールとなっている。 モバイルをオプシ

ョンと考えるならば、そのキャッチアップに多くのエネルギーと時間を必要とさ

せられるだろう。 

➢ 目的地では、旅行者の大きな支出があるにも拘らず、旅行の発地における業界は、

旅行者が出発前には購入しない習慣があるというだけで、この商機をみすみす逃

して来た。 モバイルは、発地の業者にとってもロケーションベースのサービス

を提供する理想的なツールとなる。 

➢ セマンティック Web は、旅行関連情報の効率的な検索を可能にする。 夫婦、11

歳の子供連れ、家族休暇旅行、予算 $2,500 の基礎的なパラメターを入力すれば、

即座に目当てのツアーを選び出すだろう。 テキストの字面の単純検索から、言

語がもつ意味を解釈して最もレレバントな情報（消費者の欲するものに最も関連

した情報）を抽出するだろう。 

➢ エアーの単品検索には、カスタム化の努力は不要だ。 運賃の高低が問題となる

ので、シンプルがベストとなる。 レレバントな検索結果を求めるとなると、検

索者個人にカスタマイズされたロジックが必要となる。 行動ターゲティング
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（Behavioral Targeting）に基づいた、広告主が長年理想として来たワンツーワンの

広告が可能になりつつある。 未だ理想の段階には到達していないが、消費者の

Web 上の行動の情報を集積して、最もレレバントな広告を打つことが可能となっ

て来ている。 

➢ 旅行業界は、長年 手配のためのトランザクションで生計を立てて来た。 しかし、

新たな技術とメタサーチの如くのメディアの出現で、仲介業者は PPC や PPA に基

づく広告収入を稼ぐようになっている。 メガ OTA とサプライヤー間の競争が激

しいトランザクションのモデルの世界への、新規企業の参入はほとんど無くなっ

ている。 その代わりに、消費者とのレレバンスとトラフィックを動かして、消

費者にエアーやホテルを売る代わりに、広告とリフェラルを流通業者とサプライ

ヤーに販売する B2B のビジネスモデルが注目されている。 

➢ 価格が、消費者が通常の購入チャネルを決定する際の最大の要因となっている。 

次が幅広い選択で、ブランドは顧客サービスと共に 3 番目となっている。 ブラ

ンドは 1 位の価格と、2 位の幅広い選択とから大きな乖離が存在するが、これが最

も重要である。 価格は、多くのチャネルに亘って同一レベルになっている。 ブ

ランドこそが差別化に最も重要である。 ブランドでもって（価格以外でもって）

ターゲットした消費者とレレバントすることが肝要だ。 

➢ 自分たちのサイト訪問者が、競合企業にクリック・アウトしてしまうのではない

かと メディア・モデルに懐疑的な OTA が多い。 彼等は、旅行鞄や写真機など

の直接的に競合しない広告主を選んでいる。 幾つかの OTA は、メタサーチ・モ

デルを実験している。 米国では、メディアへの対応は OTA によって異なってい

る。 Orbitz は、第三者スポンサードリンクを試したが、試験運営後にこれを中止

した。 Travelocity は、長い間 姉妹サイトの IgoUgo で直接的競合者を除いたスポ

ンサードリンクを掲載している。 最も積極的なのは Expedia だ。 自身の広告ネ

ットワーク（PassportAds プロダクト）を構築し、その他の WEB サイトの消費者に

対して行動ターゲット広告を打っている。 

➢ ソーシャル・メディアの最も早い形態の 1 つであるユーザー・ジェネレーテッド・

レビューが、ホテルのプロダクトのブランド評価のユビキタスとなった。 米国

では、OTA のユーザー・レビューが、市場に最も大きな影響を与えた WEB サイト

となった。 目的地のアクティビティー、写真、ビデオ、コンセルジェの如くの

リコメンデーションが、旅行者が作り出すコンテンツの最前線となるだろう。 

➢ 多くの旅行の会社は、Facebook やマイクロブログサイトの Twitter のソーシャル・

ネットワークサイトにおけるブランドのプレゼンスの管理に積極的である。 専

門の担当者を配置して、これらのサイトをモニターしている。 多くの企業は、

ソーシャル・ネットワークの双方向性を重視して、顧客サービス、販売促進、広

報活動にこれらのサイトを利用している。 そして、消費者の旅行計画を支援し、
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エクスペリエンスを共有するアプリケーションの開発に力を入れている。 消費

者の口コミの威力は強力なので、これを利用したウイルス・マーケティングが盛

んになっている。 

➢ プロダクトの選択と予約への道筋を付けるメタサーチは、分散化した市場への適

合性に優れている。 メタサーチは、OTA とサプライヤーの両方に対して貢献す

る。 サプライヤーばかりか OTA にも多くのトラフィックを送っているのだ。 

➢ 景気後退時は、どうしてもセーフモードの保守的になりがちだ。 景気低迷を触

媒として利用しなければいけない。 業界のプレイヤー達が、新しいプロダクト

の開発に腐心し、消費者が価格に見合ったバリューを持った新しい商品を探し求

めているのだから、過去に実施して来たことへの依存は、将来の成功の保証とは

ならない。 

■ 

 

 

2. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）トリポロジー、全米自動車協会と提携 

顧客の旅程に対してリテーラーを入札させるオンライン紹介サイトの Tripology が、

AAA Travel Service と提携した。 AAA 参加旅行会社のビジネス増加に繋がるだろうと

AAA は期待している。(travelweekly.com, 9/06/2009) 

 

（２）トーマスクック、44%割当増資か 

Thomas Cook が、44%の割当増資を今週にも実施すると見られている。 倒産した独大

手小売業 Arcandor が担保として銀行団に差し出された Thomas Cook 株は、機関投資家

によって売却されるだろう。 Rewe が Thomas Cook 株購入に意欲を見せている。 

Thomas Cook の経営陣は、実現困難な MBO（25 億ポンドの資金手当が必要となる）に

替わって割当増資により、Arcandor 保有株の新たな購入者への資本集中化を回避しよう

としている。 この増資後には、取締役会の改編が行なわれるだろう。 (FT.com, 

9/06/2009) 

 

（３）ARC  8 月実績▲17%減 

Airlines Reporting Corporation の 8 月実績は、▲16.8%減の $5.2bn となった。 トランザ

クション数は▲1.7%減の 1,090 万回、運賃の減少は 国内線▲15.6%、国際線▲18.6%で
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あった。 8 月末時点の登録旅行会社数は、16,434 店となった。 ▲70 店の減少。

(travelweekly.com, 9/09/2009) 

 

（４）米上院、旅行促進法案可決 

米上院は、9 月 9 日、Travel Promotion Act を 79-19 で可決した。 この法に基づいて、

商務省に新たに設立される Corporation for Travel Promotion が、米国への外客誘致活動を

実施する。 財源は、査証免除国からの入国旅客に課す $10 と民間企業からの資金が

充てられる。 この法案は、民主及び共和党議員の幅広い支持を得ていたが、他の案件

との抱き合わせ審議などの議会運営術により一時は廃案寸前にまで追い込まれていた。 

米旅行協会（U.S. Travel Association）は、下院に対して同様内容の法案の可決を迫って

いる。(travelweekly.com, 9/09/2009) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）英国航空 8 月輸送実績 

BA の 8 月輸送実績は、プレミアムクラス▲11.9%減、エコノミークラス +1.3%増であ

った。 全クラス合計では、▲1.7%低下して 316 万人となった。 アジア太平洋線は▲

13%減、アメリカ大陸線は微増、欧州短距離戦は▲2%減であった。 BA は、先月貸借

対照表を強化する為に 350m ポンドの転換社債を発行した。 貨物の搭載量（RCTK）

は、▲5.4%へと今年 1 月〜8 月の▲9.2％減よりも減少幅が縮小した。 搭乗率は 75.9%

であった。(FT.com, 9/03/2009) 

 

（２）アエロメヒコ、機内携帯電話使用を許す 

メキシコ最大の航空会社 Grupo Aeromexico が、9月 1 日からの政府の規則緩和を受けて、

機内での携帯電話使用を許可した。 客室乗務員は、必要があれば使用を禁止すること

ができる。(Bloomberg.com, 9/03/2009) 

 

（３）イージージェット、ルートン空港で減便 

easyJet が、2010 年までに、East Midland を閉鎖し同社の最大の基地である Luton の発着

便数を▲20%削減する。 East Midland の閉鎖は、ライバルの Ryanair の Manchester か

ら East Midland への移転発表（8 月 17 日）後に決定された。 当該空港に於ける長期的

な成長が見込めないことと、英国の航空旅客税（APD）の値上げによるインパクトを考

慮した結果であると説明されている。 Luton の減便は、同空港の 3 年間で +25%の空

港使用料の値上げにより採算ベースが悪化したためと easyJet は言っている。 これに
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より余剰となる機材は、より採算性の良い 19 基地に再配分される。 Luton では 530

人の乗務員を雇用し、East Midland では 120 人のスタッフを採用している。 easyJet は、 

+7.5%の年間成長を目標としている。 そして 9 月 30 日に終了する会計年度で、25m

ポンドから 50m ポンドの利益を計上することを目論んでいる。(wsj.com, 9/04/2009) 

 

（４）ライアン航空、手荷物重量規制 30kg に増加 合わせて手数料値上げ 

Ryanair が、10 月 1 日から、受託手荷物の重量制限を 30kg（2 個×15kg）に現行の 15kg

から倍増させた。 そして、手荷物料金を 1 個 15 ユーロ、2 個 35 ユーロに値上げする。

（空港での支払いは 30 ユーロと 70 ユーロになる） Ryanair は、値上げにより受託手

荷物の個数が減少しコスト削減となることを願っている。 現在、年間 6,700 万人の旅

客の約 70%が手荷物を預けていない。 Ryanair は、今年中に 平均運賃を 40 ユーロか

ら32ユーロに▲20%値下げすると言っている。 これに伴う減収は530mユーロに上る。

（wsj.com 9/04/2009） 

 

（５）B787 型機ドリームライナーがドリームの実現で苦しむ 

B787 型機ドリームライナー号の試験飛行が、当初計画の 2007 年 7 月から 2 年以上も遅

れ、今年末にヤット実施されることが決まった。 ラウンチング航空会社の全日空への

1 号機のデリバリーは、2010 年第 2 四半期となる。 

この新型機は、機体の半分以上を強化炭素繊維の複合部材で製造して機体を軽くし、燃

費性能を 20%もアップさせる性能向上と、製造を海外のサプライヤーに外注して、シア

トルのボ社工場では組み立てだけを実施するという画期的な生産方式採用の、2 つの野

心的な考え（ドリーム）が導入されている。 ところが、この 2 つの両方ともが計画通

りに進まない。 外注先から部品調達が滞る問題が発生したと思ったら、昨年末にはボ

社の工場で長期ストが発生した。 そして今年 6 月には、翼と胴体の付け根部分に構造

上の強度不足が発見された。 強化炭素繊維の複合部材とアルミにより作られた部品の

親和性に、今まで想像できなかった問題が発見されたのだ。 2 年近くの生産遅れによ

り、資金繰りに苦しむ外注先が多発し、B787 型機のサプライチェーンの維持が難しく

なっている。（ボ社と外注先の契約では、部品の納入時ではなくて、航空機が完成して

発注先にデリバリーされた後に費用が精算される仕組みがとられている。） この問題

で、ボ社は胴体後部を生産している南カロライナ州の Vought Aircraft Industries の工場を

買収せざるを得なくなった。 

生産の遅れが発生して以来、60 機の発注が取り消されている。 $8bn から$10bn と言

われた開発費は、納期遅れに伴う違約金を含めて $20bn にまで上昇したと想定されて

いる。 しかし、この高性能機に対する人気は衰えず、ボ社は、就航前の航空機として

は最高の 850 機の受注を現在抱えている。 1 機 $125m と推定すると、総計 $110bn（約

1 兆円）の販売額となる。 
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試験飛行で更に問題が発生しないとも限らないという、一部のアナリストの懸念が存在

するけれども、ボ社は、ドリーム通りの B787 型機を飛ばすと強気の姿勢を崩していな

い。 ライバル社のエアバスの初の複合部材により生産される A350-XWB は、2013 年

にならないと就航しない。 B787 型機は、それよりも 4 年も早く就航する。 ボ社の

株価は、2007 年の高値 $104.99 から 9 月 4 日には $49.15 に半分以下となっている。

(nytimes.com, 9/06/2009) 

 

Inside a 787 Dreamliner. Boeing says it botched progress on the plane by outsourcing too much. 

 

 

（６）WTO 判定、ボ社の給油機落札チャンスを高めるか 

WTO が先週まとめた“エアバス機の開発費の一部に対する政府支援ローンは、違法な

政府補助金にあたる”とした暫定判定は、米国ペンタゴンの給油機発注に大きな影響を

与えるだろう。 

米空軍の $35bn に上る給油機開発プロ

ジェクトは、一度は Northrop Grumman

と EADS（仏）の企業連合の落札が決

定されたかに見えたが、昨年 6 月のボ

社からの入札手続きに不備が存在する

というクレームが認められ、再入札さ

れることになっている。 今秋にも予

定されているこの再入札では、今回の

WTO 判定によりボ社に有利となるか

も知れない。 しかし、欧州連合との

密接な協調を志向しているオバマ政権

の防衛と安全保障政策との関連も存在

するので、そう簡単には予想がつけら

れない。(wsj.com, 9/08/2009) 
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（７）ルフトハンザが買収した BMI に、十数社が触手 

少なくとも 12 社の航空会社が、LH が買収した BMI の買収に興味を示している。 VS

は依然として BMI 買収を諦めていない。 先週、BA 会長 Martin Broughton は、この問

題で LH の本社を訪問したようだ。 今年 1 月に BMI 会長 Michael Bishop の株式 50%+1

株を買収した LH は、この赤字の英航空会社を売却する意思を明らかにしていないが、

可能性のある全てのオプションを検討すると言っている。 BMI の魅力は、LHR 空港

で保有するスロット（11%）だ。 BA は既に 41%のスロットを LHR で保有しているの

で、同社の BMI 買収は競争法の問題を惹起させるだろう。(wsj.com, 9/06/2009) 

 

（８）チュイ、エアベルリンとの株式相互保有撤回 

Tui Travel Plc は、独カルテル当局が異論を唱えた為に、今年 3 月に合意した Air Berlin Plc

との 19.9%の相互株式保有を撤回した。 TUIfly の赤字続きの定期便事業を Air Berlin

に移転する計画は、当初計画通り実行される。（9 月 30 日に終了した会計年度で TUIfly

は▲35m ユーロの営業損失を計上した。） Air Berlin は、今冬のスケジュールでは、

TUIfly の 13 機を、来年の夏スケジュールでは TUIfly の 14 機を運航する。 Tui Travel

は、Air Berlin の 9.9%を 33.5m ユーロで購入しその後段階的に持株を放棄するか、15m

ユーロのコンペンセーションを Air Berlin に支払う。 Tui Travel は、今冬に 1 機を第三

者にサブリースし、来年 5 月には更に 1 機を切り離す。 Tui Travel の独に於けるチャ

ーター事業は、来年夏期に 23 機を運航する。 ツーリズムと海運資産を保有する持株

会社の Tui AG（独）は、Tui Travel（英）の 52%を保有している。(wsj.com, 9/08/2009) 

 

（９）米航空会社 7 月定時性改善 

7 月の米航空会社の定時性が、前年同月の 75.7%から 77.6%に改善した。 6 月の 76.1%

よりも改善した。 大手航空会社の中で、Southwest が 80.7%でトップ、最下位は AA

であった。 手荷物紛失も 1,000 個当たり 3.98 個に 昨年同月の 4.87 個より減少した。 

受託手荷物有料化により、旅客が手荷物を預けるのを止めているのが品質向上の原因。

(wsj.com, 9/08/2009) 

 

（10）カンタスがエアーパシッフク株売却を検討 

QF が、保有しているフィジー国営航空会社 Air Pacific 株 46.3%の売却を検討している。 

QF は、フィジーに同社の姉妹会社の Jetstar 毎日便を運航させて、Virgin Blue の供給拡

大をブロックさせることを目論んでいる。 

QF は、現在 Air Pacific 便とのコードシェアーでもって、SYD と Brisbane から Nadi に毎

日便と、Melbourne から Nadi に週 3 便を運航している。 Jetstar は、来年 4 月から政府

の許可を条件に Jetstar の A321 毎日便（週間 1,500 席）の Nadi 運航を計画している。 
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Virgin Blue は、Pacific Blue ブランドにより週間 1,267 席をフィジーに運航しているが、

これに V. Australia の B777 毎日便（週間 1,267 席）を加える計画を有している。 Jetstar

の豪政府に対する申請は、Virgin Blue の申請の 8 日後に提出されている。(wsj.com, 

9/08/2009) 

 

（11）キャセー航空 CEO、サプライヤーに値下げ要請 

CX CEO Tony Tyler は、9 月 8 日、航空業界がかってないほどの景気低迷に直面してい

るので、航空機部品やエンジンなどのサプライヤーに対して価格の値下げなどの協力を

要請した。 彼は、プレミアム座席の値段が、最高のスポーツカーの値段と同等である

ことを批判している。 そして、製造者と購入者間でリスク分配型の協定を結ぶべきだ

と言っている。(wsj.com, 9/08/2009) 

 

（12）ラン航空（チリ）、4 年間で 40 億ドル投資 

チリの Lan 航空が、今後 4 年間で $10bn の航空機投資を行なう。 Lan は、低運賃を市

場に提供し、今まで飛行機に乗ったことがなかった需要を新たに開発したので、今回の

世界的な低迷の影響を余り受けていない。 第 2 四半期の利益は、前年同期比▲93%減

益の $4.2m となった。 この減益は、高い単価で予約した燃油費のためである。 $400m

で購入した B777F×2 機を含めて、Lan は 10 機の貨物専用機を保有している。(wsj.com, 

9/08/2009) 

 

（13）ボーイングが、アジアの RPK 増 年率 +6.9%と予測 

ボーイングが、今後 20 年間の商業機の発注に関して次の如くの予測を立てている。 

・ アジア太平洋地域の RPK（有償旅客キロ）が年率+6.9%で増加するだろう。 北米 

+2.5%、欧州+3.4%を上回る。 

・ 20 年間の合計発注機数は 8,960 機と予測され、その内の 40%が中国の航空会社から

の発注となるだろう。 中国の国内線市場は、2009 年から 2028 年の間に 年率 +8.6%

で成長するだろう。 そして、10 年以内には北米を抜いて世界最大の航空旅客市場

を形成するだろう。 

・ 2008 年には 100 機の納期遅延のリクエストを受けたが、今年はこの数を上回るだろ

う。 2009 年のデリバリー機数は、400 機〜485 機を予定している。 受注残 3,400

機を抱えている。 

・ 今年末から来年にかけて世界経済が持ち直し、2011 年には業界の景気が回復すると

思われる。 2012 年には航空機の需要が増加するだろう。 

・ B737 型機の月産 31 機体制を維持する。 B777 型機については、2010 年 6 月から現

行の月産 7 機から 5 機に減産する。 

(wsj.com, 9/09/2009) 
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（14）エアバス、中国発注機の大幅取消しやデリバリー延期発生せず 

エアバス幹部が、次の通り語っている。 

・ エアバスの中国に於ける商業機のシェアーは 40%である。 これを拡大させるつも

りだ。 CAAC が、中国航空会社に対して需要の減少に即応して 2009 の航空機デリ

バリーの減少を指示しているが、中国からの発注機の取消やデリバリー延期は、ごく

僅かしか発生していない。 

・ 1 月〜8 月までで、147 機（ネット 125 機）を受注した。 年間 300 機の受注目標を

必ず達成するつもりだ。（2008 年の受注機数は 900 機） 

・ 今年のデリバリー機数目標は 480 機で、既に 8 月末までで 320 機を納入した。 受

注残 約 3,500 機を抱えている。 中国南方航空には、A380 型機を 2011 年にデリバリ

ーする。 南方航空は、A380 型機×5 機を発注している。 

(wsj.com, 9/09/2009) 

 

（15）米航空会社 燃油費▲50%減少、7 月実績 

米運輸省のデータによると、米航空会社の燃油費が 7月に前年同月比で▲50%減少し ガ

ロン当たり $1.90 となった。 前月 6 月の $1.88 よりは +2 セント上昇した。 7 月の

消費量は前年同月比で▲7.4%減、前月 6月比では +5.4%増であった。(wsj.com, 9/09/2009) 

 

（16）パイロットの疲労防止新規則制定が検討されている 

米 FAA が、パイロットの疲労防止の為の新たな規則を作成しつつある。 これは、今

年 2 月に発生した Buffalo 空港近郊でのリジョナル航空会社 Colgan Air のターボプロッ

プ機墜落事故（50 名死亡）が引き金になっている。 リジョナル航空会社のパイロッ

トは、着陸回数が多い短距離路線で酷使されている。 現行のパイロットの勤務に関す

る規則は、リジョナルもメインラインの区別無く単一規則が全ての航空セグメントのパ

イロットに適用されている。 複雑な新規則の最終化は、早くても来年末までかかるだ

ろう。 1 日当たり 7 時間〜11 時間の定期便乗務時間のスライディング・スケールと着

陸回数が組み合わせられ、それと現行の 1 日当たり最大 8 時間乗務規制が結合されるだ

ろう。 この新規則によりリジョナル航空会社のパイロット必要数は増加して、収支に

大きな影響を与えるだろう。 メインラインの航空会社についても同様のことが言える

かも知れないが、今までクルー交代を要求されていた西海岸と東海岸を結ぶ大陸横断線

では単一クルーで運航できるようになるので、そこでは必要数を節約できそうだ。 

貨物航空会社は、新規則により壊滅的な影響を受けると言っている。 変則的な時間に

運航する機会の多いチャター航空会社も、不利な立場に立たされてしまうと言っている。 

セグメント毎に、異なる規則が必要となるかも知れない。 この新規則は、パイロット

の勤務空港までの通勤は対象とされていない。 これはパイロット個人の責任範疇だと
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理解されている。(wsj.com, 9/10/2009) 

 

（17）エアーアラビア、エジプトで LCC 設立 

シャルジャのバジェット航空会社 Air Arabia が、9 月 9 日、エジプトを基地として欧州、

中東、アフリカ路線をカバーする LCC を立ち上げると発表した。 Air Arabia が、今年

5 月に設立したモロッコのカサブランカ基地の欧州と北アフリカ 11 路線を運航してい

る LCC に次ぐ航空会社となる。 Air Arabia は中東 LCC として 2003 年 10 月に設立さ

れ、A320×20 機により 57 路線に展開。 今年上半期の決算で、前年同期比 +21%増益

の $52.6m の利益を計上している。 中東では、Air Arabia の他に Jazeera Airways（クエ

ート）、FlyDubai（ドバイの Emirates の姉妹会社）が存在する。(channelnewsasia.com, 

9/09/2009) 

 

（18）エアフランス、ビジネスクラス減席検討 

AF/KLM が、一部路線でビジネスクラスをなくして単一クラスとすることと、中距離不

採算路線の運休を検討している。 これは、大幅な中距離路線のリストラ計画の一環で、

今年末までに決定し、来年初頭から実行される予定。 AF/KLM は、LCC との競争で

苦戦に立たされている。 easyJet は、CDG 空港発着便を増加させて AF/KLM の旅客を

奪っている。 EasyJet は、PAR=MIL の如くの AF/KLM のハイイールド旅客を狙ってい

る。(wsj.com, 9/09/20099 

 

（19）航空排ガス規制、コペンハーゲン サミットに 

地球温暖化委員会（committee on climate change）が、2050 年までに航空機の二酸化炭素

排ガス量を 2005 年のレベルまで削減することを先進諸国に義務づける案をまとめた。 

この案は、12 月に開催される地球温暖化対策コペンハーゲン サミットの国際合意の中

に盛り込まれることとなる。 しかし、リードタイムが少ないことを勘案すると、航空

のコペンハーゲンでの合意は困難となるかもしれない。 現時点では、唯一欧州連合が

2012 年から航空を排ガス取引スキームに組み入れることを決定しているが、多くの航

空会社の反対に遭っている。 米政府は、欧州連合が国際法に違反している（欧州連合

が単独で国際的な取り極めを決められない）と警告している。 委員会は、航空問題を

放置すれば、2050 年の排ガスに占める航空の割合が 15%から 20%に達すると言ってい

る。(FT.com, 9/09/2009) 

 

（20）ヒースロー空港旅客数、8 月新記録達成 

LHR 空港の 8 月旅客数実績が、レジャー旅客需要の増加に支えられて、前年同月比 

+0.8%増加して 640 万人となった。 これは、8 月単月の最高記録。 しかし、BAA が

運営する英 7 空港合計の旅客数では▲3.1%減少した。 7 月の▲2.4%よりも減少が大き
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くなっている。 貨物トラフィックは、▲7.5%と、昨年 11 月以来連続して二桁のマイ

ナスが続いている。 しかしマイナス幅がここに来て縮小している。 BAA は、上半

期の決算で▲545.7m ポンドの欠損を計上した。 LGW 空港売却で、依然として潜在的

買収者との協議を続けている。(FT.com, 9/10/2009) 

 

（21）サウスウエスト、パイロット組合と暫定合意 

Southwest が、9 月 10 日、パイロット組合と暫定合意に達した。 この暫定合意には、

契約期間中の最低 3 回の +2%昇給と、3 回の定昇と、2 回の利益連動昇給が含まれる。 

この合意は、現行協定の改訂時である 2006 年 8 月 31 日にまで遡及して有効となる。 

また、この新協定は、コードシェアー供給のキャッピングを、現行の 6%以内から 4%

以内に減少させる。(travelweekly.com, 9/10/2009) 

 

（22）フロンティア、C-11 離脱 

Frontier 航空の再建計画が、9 月 10 日、南 NYC 地方裁判所の破産法廷で承認された。 

同社は、Republic 航空の完全子会社として、10 月 1 日にチャプター11 を離脱すること

になる。(travelweekly.com, 9/10/2009) 

 

（23）ユナイテッド航空、国際線で手荷物有料化 

UA 航空が、国際線の 2 個目のエコノミークラスの受託手荷物を 10 月 1 日の搭乗から

有料化する。 欧州路線は $50、メキシコと米領を除くカリブ路線は $30 を徴収する

こととなった。 オンライン決済は、欧州線で▲$5、メキシコとカリブ線は▲$3 値引

きされる。(travelweekly.com, 9/10/2009) 

 

（24）デルタ航空、日本航空と資本提携模索 

関係者の話によると、DL 航空が、8 月末に日本航空に対して数億ドルの出資を提案し

ていることが明らかになった。 アライアンスが異なる（DL はスカイチーム、日本航

空はワンワールド）など、提携の実現には複雑な問題が存在するようだ。 ワンワール

ドは、日本航空の離脱を簡単には認めないだろう。 ワンワールドは、DL に対抗して

日本航空への資本投下を考えるだろう。 各社が流動性確保に苦しんでいる時に、DL

は、6 月 30 日現在、54 億ドル（内現金 49 億ドル）の使途自由の資金を保有している。

(AFP, 9/11/2009) (FT.com, 9/11/2009) 

9 月 12 日、DL が $550m を日本航空に投資するかも知れないと日本の各紙が報道した。 

金曜日に、日本航空が DL から数百億円の資本援助に関するフルスケールの交渉を開始

しているというニュースが流れていた。 DL は、この大規模な投資により日本航空の

11%の株式を獲得するだろう。 一方で、DL のライバルの AA が加盟しているワンワ

ルード メンバーの日本航空は、DL の資本提携を実現させるのは困難だろうという見解
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も掲載している。 DL と同じスカイチームの AF/KLM も、日本航空に対して数 10 億

円の投資を検討している。(channlenewsasia.com, 9/12/2009) 

AA 航空が、日本航空に対して両社の太平洋提携の一環として資本投下の用意があるこ

とを伝えたようだ。 DL の日本航空へのアプローチを知った AA の幹部が、先週東京

で日本航空と戦略的提携強化の話し合いを持っている。 AA の交渉団は、今週も東京

に滞在し協議を継続する模様である。 DLやAAの日本航空に対する資本投下の話は、

日本航空が政府から会社再建のプレッシャーを受けている時と、丁度日米航空交渉が開

催されている時のセンシティブなタイミングに行なわれている。 事情に詳しい関係筋

の 9 月 11 日の話では、DL と日本航空の協議は初期的な段階であるがアクティブで、11

月には合意ができるかも知れないと言っている。 日本航空のワンワールド離脱となれ

ば、日本の首都圏空港の容量が拡大して外国航空会社のアクセスが改善される時に、世

界一の輸送量を誇るDLとAF/KLMが加入しているスカイチームがアジアのメガ航空会

社を獲得することになる。 日本と米国は、先週、両国の航空会社間の提携に不可欠と

なるオープンスカイ協定合意を目指して協議を行なっている。 日米双方は、今年中の

合意を目指している。 全日空は、UA や LH が加入しているスターアライアンスとの

提携に対する競争法適用除外（ATI）を求めている。(FT.com, 9/12/2009) 

 

 

 

 水 運  

 

（１）ハパグロイドに政府保証債が認められた 

独政府は、世界第 6 位のコンテナ海運 Hapag-Lloy（HAM）に対して 12 億ユーロ（約

1,600 億円）の政府保証債の発行を承認した。 これに伴い、同社株主も先月の同意に

基づいて 7.5 億ユーロの増資に応じることとなった。 世界のコンテナ海運は、貿易量

の減少で財務的ピンチに直面している。 独政府の Hapag-Lloyd 支援は、他国の海運に

対する政府支援のきっかけとなるだろう。(FT.com, 9/10/2009) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）ゴールドマンがユーロトンネル 21%を買収 

Goldman Sachs が管理する Goldman Sachs Infrastructural Partners として知られている 2つ

のファンドが、Groupe Eurotunnel の社債を 21.2%の株式に転換する。 しかし、2007 年

に取り決められた負債の株式への転換協定が進展するので、保有株式のシェアーは今後
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数年間で 15.2%にまで低下するだろう。 この 2 つのファンドが保有しているのは、昨

年の Eurotunnel の 17.5 億ユーロの増資時に引き受けた後配株。 この増資により得た

資金で、Eurotunnel は 91.8 億ユーロの負債を 58.5 億ユーロまで引き下げることに成功

した。 機関投資家の筆頭大株主の出現で、Groupe Eurotunnel の経営は大きな影響を受

けることになるだろう。(FT.com, 9/07/2009) 

 

（２）ドバイで無人運転地下鉄開業 

9 月 9 日、ドバイで無人運転による地下鉄が開業した。 ペルシャ湾岸アラブ諸国では

初の大規模公共交通機関となる。（THR では地下鉄が走っている。） 総工費は、当初

計画のほぼ倍の 76.2 億ドルがかかった。 ドバイは、世界金融危機と経済低迷で、財

務的窮地に立たされている。 不動産価格は暴落し、幾つかの野心的な大プロジェクト

が中止されている。 国の推定負債総額は 850

億ドル（約 8 兆円）と、GDP の 2 倍近くに上っ

ている。 今年末に返済期限の来る 45 億ドルが

履行されるかが懸念されている。 ドバイ政府

は、インフラ投資は継続すると言っている。 問

題は、安いガソリンと自動車税が無い恩恵を受

けているマイカー族をどうやって公共交通機関

に誘導するかだ。 2 路線と一部の駅の命名権が

売り出されている。(wsj.com, 9/09/2009) 

 

（３）ナショナル・エクスプレス（英）でデュージリデンス開始 

英国のバスと鉄道運営業者 National Express は、765m ポンドによる買収を希望している

Cosmen 家（スピン、NatEx 株 18.5%を保有）と PE 企業 CVC Capital Group の買収団に

対して帳簿閲覧（デュージリデンス）を許可した。 買収団は、先週、買収価格を 450p/

株から 500p/株に値上げしている。 NatEx の c2c 線と East Anglia 線の鉄道フランチャ

イズ権の剥奪は実施しないとした英政府の決定が、この買収を加速化させている。 

Stagecoachは、買収団からNatExの英国の地方バスと鉄道の運営権の獲得を狙っている。 

NatEx は、買収不成立の場合は、350m ポンドの割当増資による自主再建の途を歩むこ

ととなる。(FT.com, 9/10/2009) 

 

（４）FedEx 利益見通し上方修正 

米第 2位の宅配業者であるFedExが、第 1四半期の利益見通しを前回の 1株当たり 30~40

セントから 58 セントに修正した。 そして第 2 四半期を 65~95 セントとした。 この

利益見通しの上方修正は、燃油費の減少と世界経済のゆっくりした回復を反映している。 

このニュースは、FedEx株価を過去 1年間でほぼ最高レベルの 5.4セントに引き上げた。
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(FT.com, 9/11/2009) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１）欧州高等裁判所、賭博サイト規制を容認 

欧州最高裁判所（ECJ）は、欧州連合加盟国は重要な公共の利益（例えば犯罪の防止）

の為には、「サービス提供の自由」（“freedom to provide services”）を制限することが許さ

れるという判定を下した。 これは、ジブラルタルのオンライン賭博企業 Bwin が、営

業を不当に規制された(*)としてポルトガル国営慈善籤を訴えた裁判に対する判定。 

しかし、規制に当たっては公共の利益の維持が必要なためであること、および差別的で

ないことなどの条件が付いている。 

(*)この話の経緯は次の通りとなる。 

（イ）Bwin は、ポルトガルのプロ サッカーチーム Liga のユニフォームと HP に自社の

ロゴマークを宣伝する契約を結んだ。 

（ロ）ポルトガル慈善籤は、賭博独占権侵害で Bwin に 74,500 ユーロ、Liga に 75,000

ユーロの罰金を課した。 

（ハ）Bwin は、欧州連合域内の財とサービス自由な移動に違反するとして国営籤をポ

ルトガルの裁判所に提訴した。 

（へ）ポルトガルの裁判所は、ECJ に意見を求めた。 そして、9 月 8 日、ECJ が上記

の判定を下した。(FT.com, 9/08/2009) (wsj.com, 9/09/2009) 

 

（３）ゲンティング・シンガポール割当増資 

シンガポールで建設中の 2 つの複合カジノリゾート計画の 1 つに携わっている Genting 

Singapore（マレーシアの Genting の子会社）が、貸借対照表の強化と今後の企業買収資

金に充当する為に S$1.63bn（約 1,000 億円）の割当増資を実施すると発表した。 増資

は、9 月 8 日の終値の▲33%引きの 80S セントで保有 5 株に対して 1 株の割合で株主に

販売される。 親会社の Genting は 54%を引き受ける。 KUL の Aberdeen Asset 

Management の株式部長は、SIN で建設中の複合カジノリゾートの建設費が当初計画の

S$5.2bn を大幅に超過していると言っている。 彼は、Genting Singapore が、Wynn Resort

と Las Vegas Sands のマカオ資産の香港証取上場株の購入を目論んでいるのかも知れな

いと言っている。(FT.com, 9/09/2009) 

 

（４）クラブメッド、第 3 四半期 

フランスのレジャー企業 Club Mediterranee SA の第 3 四半期の収入が▲13%減少した。 
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7 月 31 日までの 9 ヶ月間の収入は▲12.5%減の 315m ユーロとなった。 RevPAB は▲

4.3%減少した。(wsj.com, 9/11/2009) 

 

（５）ウイン、香港上場承認される 

Wynn Resort Ltd.のマカオ資産の香港証取上場が香港当局より承認された。 マカオ資産

の 20%の上場で $1bn の資金を調達する計画。 9 月 21 日販売開始で、10 月 9 日取引

開始が予定されている。 調達資金は Wynn Macau の拡大と、2 番目のカジノ Encore の

建設資金 $650m に充当する。 Wynn のマカオの第 2 四半期のネット収入は、前年同

期比▲25%増収の $410.4m であった。 第 2 四半期の全社合計ネット収入は $723.3m。 

マカオの賭博収入は、8 月に +18%増加するなど回復の兆しが見られる。 Morgan 

Stanley は、9 月の収入が +40%増加すると予想している。 9 月 1 日から中国のマカオ

渡航規制が解除されるかも知れない。 Venetian Macao, Sands Macao, Four Seasons 

Macao を運営しているライバル企業の Las Vegas Sands も香港証取にマカオ資産を上場

させて $1bn を調達することを計画中。 2 週間以内には当局によるヒアリングが開始

されるだろう。(wsj.com, 9/11/2009) 

 

（６）888 株価急上昇 

9 月 11 日、888 の株価が +16%値を上げた。 888 の B2B 部門 Dragonfish が、Harrah’s 

Entertainment に対してオンライン賭博に関するソフトウエアーとサービスを提供する

ことを受けて株価が高騰したのだ。 Harrah’s は、英国オンライン ポーカーとカジノ

市場への参入を狙っている。 888 は、この契約が、米国がオンライン賭博の規制を緩

和した時の橋頭堡になると言っている。 888 の 1 月〜6 月までの 6 ヶ月の税前利益は

▲43%減益して $14.9m となった。 収入は、顧客の賭ける金額が小さくなった結果▲

13%減の $117.9m であった。(FT.com, 9/11/2009) 

 

（７）MGM、債務交換にボーナス 

NGM Mirage は、9 月 10 日、債務交換（debt swap）に未だ応じていない債権者に対して、

9 月 24 日の締め切りまでに応募すれば、$1,000 の債券に対して$50 のボーナスを支給す

ると発表した。 MGM は、2010 年満期の$782m の債権者に対して、2016 年満期のよ

り高金利（$1,000 債券に対して $1,175 を支払う）の債券への乗り換えを 5 月から募集

している。 5 月には、株式と社債の発行の後で、優先クレジット・ファシリティーの

下で $825.6m の負債を返済すると発表し、倒産の懸念の表明を拭い去った。(wsj.com, 

9/11/2009) 
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 その他  

 

（１）NYC 市だけで、1 日平均 1.48 人が殺されている 

以下の地図は、NYC 市 5 区で 2003 年から現在までに殺人が発生した場所を表す。 毎

年平均 540 人（1 日当たり平均 1.48 人）が NYC 市内で殺されている。 

 

 

 

 

(nytimes.com, 9/12/2009) 
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編集後記  

 

 

＜＜＜景気回復後はどうなる？ （２）欧州 LCC ＞＞＞ 

 

先週号から、景気回復後の旅行市場予想を開始している。 今週号では LCC について

触れてみよう。 既に米国の LCC についてはこのコラムでも書いている（「米 LCC の

変貌」8 月 31 日）ので、欧州の LCC について触れてみたい。 

 

欧州の LCC 市場は、世界最大の LCC 市場である。 Ryanair（アイルランド）、easyJet

（英）、Air Berlin（独）がこの市場のトップ 3 社だ。 Ryanair は、航空機 183 機を保有

し、年間旅客数 6,000 万人を運ぶ欧州短距離航空市場に於ける最大の航空会社に成長し

た。 

 

世界経済の低迷で航空旅客需要が減少している時に、LCC は、格安運賃を武器にシッ

カリ旅客数を増加させている。 コスト削減で LCC を使い始めた法人旅客に加え、レ

ジャー旅客も今まで以上に低運賃志向を強めている。 これが影響して、欧州 LCC 大
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手 3 社の旅客数は、4 月〜6 月の四半期で +4.5%増加した。 この現象は、米国の大手

LCC 3 社（Southwest, jetBlue, AirTran）が第 2 四半期で、他社が軒並み損失計上を余儀な

くさせられたのに対して利益を計上したのに酷似している。 

 

  Apr-Jun’09 Apr-Jun’09 

  # of Paxs  Revenue 

Ryanair  16.6m (+11%) 775m ユーロ ( - 0% )    旅客単価▲13%減 

easyJet  11.9m (+2.8%) 581m ポンド (+7.9%) 

Air Berlin   7.2m (-5.5%) 836m ユーロ (- 3.8%)   含む LTU, Belair 

3 社合計  35.7m (+4.5%) 2,275m ユーロ (+0.6%) 

 

 

しかし、一方で 資本力の弱い LCC が淘汰されているのも現実だ。 今年に入ってから

も、MyAir（伊）、SkyEurope（スロバキア）が運航停止に追い込まれた他、スペインで

は Click Air と Vueling が合併し、ドイツでは Air Berlin が TUIfly の 10%を取得する。 需

要減で大幅に収支を悪化させている FSA（full service airline）の間でコンソリ旋風が吹

き荒れているのと同様に、LCC の世界でも倒産や M&A が進行している。 

 

さて本題である “景気が回復すると、LCC はどうなるのだろうか”について触れてみ

よう。 

法人需要が FSA のプレミアム クラスに戻り、低運賃志向のレジャー旅客の LCC 離れ

が始まってしまうのだろうか？ が懸念されなくもないが、そうは決してならないだろ

う。 LCC の戦略である「バス旅客を航空旅客に乗り換えさせる」ための格安運賃設

定は、航空旅行（特に４時間以内の短距離旅行）を完全にコモディティー化してしまっ

た。 一度、日用品化したプロダクトは元には戻らない。 つまり、LCC が集めた需

要は、今後も継続して LCC のリピート需要となるだろう。 そして、LCC の格安運賃

による新規の需要創出も続くだろう。 

人口 3 億人の米国市場では、LCC 最大手の Southwest 航空が 500 機のフリートを保有し

年間 1 億人の旅客を輸送している。 それに対して人口 5 億人の欧州市場では、Ryanair

は 200 機以下のフリートと年間 6,000 万人の旅客しか運んでいない。 Ryanair の企業規

模は、Southwest に比べると半分にしかならない。 この比較から言っても、Ryanair は 

キット更に大きな成長を遂げるだろう。 Ryanair は、300 機の大型機材発注を計画して

いる。 また、ハンガリーをベースとする 2003 年に設立された中欧の LCC Wizz Air は、

現在 26 機のフリートを保有しているが 106 機（オプションを含む）を発注中だ。 欧

州 LCC 市場は、これからも拡大し続けるだろう。 景気が回復すれば、その拡大に更

に拍車がかかるだろう。 （H.U.） 
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【図解】 欧州航空コンソリ絵図 

 

＜業界再編が加速化されている。 FSA は益々メガ FSA 化するだろう。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LCC が注長距離路線市場に進出 

       し FSA に挑戦するだろう 

 

 

 

          短距離航空路市場に浸食 

         （環境問題が追い風） 

 

 

 

 

 

 

 

 British Airways 

・ IB と合併交渉中 

・ 子会社 OpenSkies 設立 (Jun’08) 

 売却先募集中 

 Air France 

・ KLM 買収 (2004) 

・ VLM (デンマーク)買収 (2008) 

・ Martin Air (蘭)買収 (2008) 

・ AZ 株 25%買収(Jan’09) 

・ CSA（チェコ）買収断念(Aug’09) 

 

 Lufthansa 

 

・ Swiss International 買収 (2005) 

・ jetBlue 19%を買収 (Dec’07) 

・ Brussels Airlines 買収 (2008) 

・ BMI 買収 (Jan’09) 

（VS 等が依然として BMI 買収模索） 

（SQ が Virgin Atlantic の 49%を保有） 

・ LH Italia MIL に設立 (Feb’09) 

・ AUA 買収(Sep’09) 

 

F
u

ll S
erv

ice A
irlin

es 

Low Cost Carriers 

 Ryanair（アイルランド） 

（Aer Lingus 株 30%取得） 

 easyJet（英） 

 Air Berlin（独） 

（TUIfly 10%取得 Sep(09) 

 Norwegian Air Shuttle（ノ） 

 Click Air + Vueling 合併 (July’09) 

 Wizz Air（ハンガリー） 

 

欧州高速鉄道会社 

最近の倒産航空会社 

Silver（英）May’08 XL Airways（英）Sep’08 

Zoom（英）Aug’08 Futura（西）Sep’08 

LTE Int’l (西)Nov’08 Sterling（ﾃﾞﾝﾏｰｸ）Oct’08 

MyAir（伊）Aug’09 Sky Europe（ｽﾛﾊﾞｷｱ）Sep’09 
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表紙： 

猫 

COPIC マジック 

卓上カレンダー裏 

118mm×120mm 

2000 年 1 月作 


