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   TD 勉強会 
1. 特集 DL + NW 合併計画の全て 
 

2 月 20 日（水曜日）にも合意されるかも知れないと期待されていた DL + NW 合併が未

だ決着していない。 協議に近い人物の話によると、パイロットの共通シニオリティー 
リストの作成が難航しているようだ。 DL + NW の合併が実現すれば、その他のメジ

ャー間の合併を誘発し、米航空業界にコンソリ旋風が吹き荒れる事になるだろう。 事

実 UA は CO と合併協議を開始し、その CO は UA との協議中にも拘らず AA と接触し

ている。 以下に、先週各紙に報道されたニュースを編集して、「DL + NW 合併計画の

全て」としてレポートする。 
 
 

(1) 何故合併旋風が吹き荒れるのか？ 
 

（１）燃油高騰が継続している、（２）米景気が下降

局面に突入しつつある、（３）大西洋路線でオープン

スカイによる競争激化が到来する・・・等の要因が、

9-11 テロ以降の財務的困窮からヤット抜け出しかけ

た米メジャーの収支好転を、再び逆戻りさせ始めて

いる。 

（殆どのメジャーは、第 4 四半期で欠損を計上した。） 
（Amex の航空会社インデックスは、2007 年に▲36%
急落した。）→右図参照 
（景気後退が需要を冷ませば、燃油高騰の運賃転嫁

の可能性も大きく減少してしまう。） 
 

過去 5 年間の厳しいリストラで疲弊しきった米メジ

ャーにとって、バレル $100 原油下で生き残る為には、

早合併以外には収支改善カードが残っていないよ

うだ。 航空会社間の合併ロジックは、1978 年のカ

ーター大統領の航空規制緩和以来全く変わっていな

い。 即ち、合併により（１）過剰供給を削減し、（２）

より採算性の良い路線に供給を集中させ、（３）運賃

値上げを実施して、（４）投資家達により良いリター

ンを約束する・・・と言うロジックだ。 
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(2) DL + NW 合併ケース 
 

2007 年 1 月、DL の前 CEO Gerald Grinstein が米上院の公聴会で、US 航空による$10bn
に上るDL敵対的買収によるDL + US合併は航空運賃の値上げと供給の縮小をもたらし、

将来の米国の輸送産業の安定を脅かすとさえ主張した。 その 13 ヶ月後に、Grinstein
の後を継いだ現 CEO Richard Anderson は、同社取締役会で NW 若しくは UA との合併交

渉開始に対する承認を求めた。 彼は役員会で、合併により（１）グローバル リーチ

を拡大し、（２）運賃値上げの機会を掴み、（３）収入を増加させて財務体質を強化した

いと主張した。 
 

タッタの 1 年間で、何が原因でそんなに大きな戦略変更へと舵を切らせたのだろうか？ 

Grinstein の公聴会発言時点でバレル $55 した原油価格が、$100 に跳ね上がってしまっ

たのが 大の原因だ。 元 CO 航空 CEO Gordon Bethune（DL と NW のトップ投資家の

アドバイザー）は、「$100 原油では、現状維持はあり得ない」と語っている。 皮肉に

も、この$100 原油がメジャー間の合併実現のカタライザーとなっている。 今まで合

併に否定的であった組合も、柔軟な姿勢を見せ始めている。 
 
 

【合併形態】 
DL（米第 3 位）と NW（米第 5 位）が合併すると、輸送量ベースで世界一の航空会社

が誕生する。 両社の合併は、2004 年の AF と KLM の合併を追い抜いて、史上 大の

航空会社合併となる。 合併は、市場価格をベースにした株式交換により実施され、負

債の増加を回避する。 合併後の会社は DL の会社名を継承し、本社は ATL に置かれ

CEO には Anderson が座る事になる。 NW CEO Doug Steenland は、経営チームには残

らず取締役会のメンバーとなるようだ。 
 
 

【路 線】 
DL の路線網は、米南東部と NYC と大西洋路線が中心で、NW の中西部と太平洋路線と

は殆ど路線が重複しない。 この理想的な路線の補完関係が、合併による供給削減を

小化にして、過去の主としてコスト カットを主体とした合併（挫折した計画を含む）

とは趣を事にしている。 つまり、DL + NW の合併は、今までとはロジックを異にし

ている。 供給削減が殆ど発生しないので、従業員の大量レイオフ回避も可能になる。 

両社が、“合併シナジーは路線拡大による収入増加にある”と強調している所以である。 

NW の Cincinnati ハブは DL の ATL に、DL の Memphis ハブは NW の DTT にそれぞれ

近接しているにも拘らず、両社は合併による如何なるハブの撤収も予定しない。 彼等
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は、供給削減ゼロを基本にしている。 
 

【AF/KLM の参加】 
DL も NW も、そして AF/KLM も SkyTeam の主力メンバーである。 DL は AF と、NW
は KLM と大西洋路線で、それぞれ独禁法適用免除を受けたマーケティング協定（コー

ドシェアーを含む）を保有している。（DL と NW は、米国内線でコードシェアー協定

を持っている。） DL（若しくは NW）が、他のアライアンスの航空会社と合併して

SkyTeam を離脱するような事があれば（特にライバルの Star アライアンスの UA と合併

するような事にでもなれば）、AF/KLM の（SkyTeam アライアンスの）大西洋線競争力

がそれだけ弱体化されてしまう事になる。 
 

そこで、AF/KLM は、アライアンスの維持の為に DL + NW 合併会社のマイノリティー

株の購入（凡そ $750m≒790 億円と言われている）を計画している。 AF/KLM は、

DL と NW の合併を梃に、収入と利益を折半し、販売と路線と供給を共同で決定する事

ができる 4 社ジョイントベンチャーの立ち上げを計画している。 このジョイントベン

チャーが実現すると $12bn（1 兆 2,600 億円）の年商と 30%シェアーを有する北大西洋

大キャリアとなるだろう。 この計画は、米競争管理当局に既に申請されている。 

単位：US$ Billion 

 収入 利益 長期負債 時価総額 備考 

DL 19.1 0.625* 7.98 4.9**  

NW 12.5 0.764* 6.43 4.0  

AF/KLM 33.9 1.310 10.91 7.48 1Euro = $1.4708 

DL と NW は 2007 年 1 月〜12 月実績。 AF/KLM は 2006 年 4 月〜2007 年 3 月実績。 
時価総額は、2 月 21 日時点株価（終値）に基づく。 
* ..…… 一時的項目を除去した税前利益。 
** ..….. C-11 クレーム完済時の 1/4 株式発行を含めれば時価総額は$6.7bn となる。 
 
 

【組合の対応】 
DL と NW は、合併合意には組合の事前承認取得をが不可欠だとしている。 2005 年の

America West の旧 US 航空買収では、現在に至るもパイロット組合の単一シニオリティ

ー リスト作成が難航している。 そして、これが原因で、社員のモラル低下と定時性

悪化の大きな合併弊害が発生している。 彼等は、今回の合併でこの事態の二の舞を回

避したいと願っている。 
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DL と NW のパイロット組合（ALPA 組合員 両社合計 11,000 人）は、自分達の利害が

保証されるのであれば合併には基本的に反対しないと言うスタンスをとっている。（DL
では、パイロットのみが組合を編成している。） パイロット組合は、合併を承認する

代りに、過去の Chapter-11 申請時で犠牲を強いられた給与カットをこの際取り戻そうと

している。 両組合は、既に合併会社の株式取得を含む $2bn（2,100 億円）に上る共通

労働協約に合意したと伝えられている。 （給与上昇による合併シナジー減少が懸念さ

れている。） 
 

しかし、肝心要の共通シニオリティー リストは未だ合意されていない。 シニオリテ

ィー リストとは、パイロットの全てのキャリアパスを決定している彼等にとっては

も重要な規定である。（このリストでは、給与、操縦する航空機の型式、キャプテンや

副操縦士資格の序列、休暇取得などが決められている。） 

一部では、シニオリティー リスト合意形成の長期化が、合併計画そのものを頓挫させ

てしまう虞があると言っている。 
 

また、DL パイロット組合の動きは、客室乗務員の組合編成に拍車をかける事になるだ

ろう。 事実、DL の客室乗務員は、National Mediation Board に対して Association of Flight 
Attendants 全米組合への参加可否投票の実施をファイルした。 パイロット以外の職種

の社員達の間で、合併協議の“ツンボ桟敷”にされている不満が徐々に高まっている。 
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(3) 議会と競争当局の反応 
 

原油$100 が、今までの“メジャー同士の合併は、供給を削減し、運賃値上げをもたら

す悪である”とする考えを塗り替えている。 2000 年に合意した UA の旧 US 航空買収

は、1 年後に DOJ により競争を著しく排除するとして承認されなかった。 事実、下院

の運輸員会議長の James Oberstar（ミネソタ民主）は、DL + NW 合併に対する意見を求

められた際に「とんでもない（Hell, no）」、「この合併は、公衆の利便増強にはそぐわな

い」とコメントしている。 供給削減やレイオフが発生する地元を選挙区に持つ議員達

は、必ずそのような合併に反対するだろう。 
 

しかし、原油$100 の問題に加えて、以下に列記した如くの合併容認を後押しする幾つ

かの新たな材料が生まれている。 
 

 今では LCC が国内市場の 1/3 近くを席巻し、合併による供給縮小に対しては、何

時でも代替供給を提供できる体制がつくられている。 事実、AirTran も Southwest
も DL + NW 合併を自分達の路線拡大の好機と捉えている。 

 DL + NW の合併は、基本的には供給削減とレイオフが“ゼロ”であり、且つ労働

組合の事前承認を取り付ける事にコミットしている。 
 組合が反対せず、公衆の利便性を損なう供給削減が基本的にゼロで、重複路線が

殆ど無い（即ち市場の独占が発生しない）と言う事になれば、競争環境は著しく

悪化しない訳なのだから、競争審査当局のこれを不承認とする理由が見つからな

くなりそうだ。 

 また、米当局は、自国の航空輸送産業の保護という命題への対応も迫られるてい

る。 オープンスカイにより大西洋路線の熾烈な競争が必ず到来するのだから、

米国は欧州列強に対抗出来る強い航空会社を作らなければならない。 
 
 
 

DL と NW は、次期大統領の有力候補が誰になるかが見極められない現時点では、ブッ

シュ政権下中での合併成立を目論んでいる。 そして、UA などの対抗合併計画が、こ

れに相乗りして、当局の合併審査を同時にパスしようとしている。 ウオール街のアナ

リストや投資家達は、2008 年こそは少なくとも 1 つのメジャー間の合併が成立するだ

ろうと期待している。 ■ 
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このレポートは、以下のニュースから編集した。 
FT.com, 2/18/2008  Deals in the air: Rising costs forces US carriers to seek mergers 
nytimes.com, 2/19/2008 Delta Air Lines Said to Be Near a Northwest Deal 
wsj.com, 2/19/2008  Delta-Northwest Deal Looks Near 
FT.com, 2/19/2008  Air France eyes joint venture with merged carrier 
wsj.com, 2/20/2008  Antitrust Fears Few in Airline Deal 
FT.com, 2/20/2008  Delta-Northwest deal faces final hurdle 
wsj.com, 2/21/2008  Labor sees Opportunity in Airline Tie-Ups 
wsj.com, 2/22/2008  Pilots Leave Airline Deal Circling 
 
 
 
 
   nytimes.com, 2/17/2008 

2. In Hotel Design, He’s Mr. Profile 

  NYC でホテル雑居ビルが作られている 

 

マンハッタンで、3 つのホテルが入居するビルが建てられている。 

まるでホテル雑居ビルだ。 この風変わりなビルの設計を行って

いるのが Gene Kaufman Architect 社だ。 設計者にとってマンハッ

タンで 1 つホテルでも手掛ければハッピーこの上ないにも拘らず、

Gene Kaufman（50）は、ここでナント 36 のホテルを設計してい

る。 
Gene Kaufman. 

 
 

タイムズスクエアーから 1 ブロックの 8 番街と 9 番街の間の 39 番通りで、3 つのホテ

ルが同居する 36 階建てのビルが建築中だ。 ここには Holiday Inn Express, Candlewood 
Suites, Hampton Inn の 3 つのホテルが入居する。 Holiday Inn は赤と黒のレンガで、

Candlewood は、シルバー メタルで、Hampton Inn は白と黒のレンガで覆われている。 

各ホテルは各自の看板を掲げ、ロービーを持ち、自身のブランドの客室を用意する。 

Kaufman は、40 番通りでも同じ様なもう１つの 3 軒ホテルを設計している。 Sheraton
の Four Points, Four Points, Staybridge Suites がそこに入居する。 この地域はホテル地区

に変貌している。 
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The architect Gene Kaufman is designing 36 hotels in 

Manhattan, including three that will share a single building on 

West 39th Street near Times Square, right, and three more on 

West 40th Street. 

 
 

 
 

3 軒ホテル ビルの建設は、極めて合理的な経済原則に基づいている。 
 

・ ビルの稼働率が著しく向上する。 3 つの予約システムによる合計 600 室の客室管

理は、オキュパンシー率を上昇させる事ができる。 
・ 常顧客の維持に四苦八苦しているチェーンは、できるだけ多くの場所にホテルを作

りたがっている。 一ヶ所に大きな単一ホテルを運営するよりは、近隣でも構わない

から、できるだけ多くの場所に幾つもの小さなホテルを作りたがっている。 
・ 客室数の 大化が求められている。 ビル運営の為の施設の共有化が可能になる為、

1 つのビルに作れる客室数が 大化できる事になる。 一般的な 250 平方フィーとの

中クラスの客室（1 泊 $240〜$350）の建設費は、マンハッタンで $400,000〜$500,000
する。 20 階〜30 階建てのビルで、1 階に 1 室の客室を増加する事ができれば、$10m
〜$15m（11 億円〜17 億円）の価値をもたらす事になる。 

 
 

ライバル会社同士のホテルが、それも 3 社も同じビルに入居するなんて考えられなかっ

た事が始まっている。 常識はいつまでも常識のままでは居続けられない。 ■ 
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   Daily Travel Weekly, 2/21/2008 

3. 1,001 Arabian Flights 

  アラブの巨大ハブ空港計画 

 

アラブ首長国連邦とカタールが、巨大ハブ空港建設を推進させている。 中東は、域内

の 10 空港に $36.8bn（3 兆 8,700 億円）を投資し、2012 年で、合計 4 億人弱の利用旅客

を取扱える巨大ハブ空港を作りつつある。 中でもドバイ、アブダビ、カタールが、下

表の通り、積極的な空港拡張計画を展開している。 
 

 空港投資 取扱可能旅客数 

Dubai 2002 年より$5.4bn 拡張計画進行中 
新空港建設中 $8.1bn（2017 年供用開始）

2010 年 6,000 万人 
2017 年 12,000 万人 

Abu Dhabi 新ターミナル コンプレックス $8.0bn 2010 年 3,000 万人 
終的には 4,000 万人 

Qatar 新 Doha 空港 $5.5bn 2015 年 5,000 万人 

 
 

こんなに大きな空港をたくさん作っても、本当にそれだけ需要は付いて来るのだろう

か？ シドニーの航空コンサルタントの CAPA（Centre for Asia Pacific Aviation）は、こ

れ等の巨大空港は併存して生き残って行けると次のように語っている。 
 

 中東は理想的な地理的位置に存在する。 航空機の航続性能が進歩した結果、今

では中東から全ての世界の主要都市へノンストップの航空路開設が可能となった。 

即ち、世界の全ての主要都市が中東の巨大ハブ空港経由のワンストップで結ばれ

る事が可能となっている。 
 

 キャッチメント エリアの定義が変っている。 今までの定義によれば、空港のキ

ャッチメント エリアは、空港が存在する周辺地域に限定されたリジョナルな“面”

を意味していたが、現在ではその面が世界全域に広がっている。 中東の空港の

キャッチメント エリアは、 早この地域だけに止まらず、欧州、米州、アジア全

てをカバーしている。 従って、ドバイ、アブダビ、カタールの巨大ハブ空港間

の競争は世界市場が相手となるので、隣接しているにも拘らず共に生き延びる事

ができるだろう。 
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 中東の巨大ハブ空港建設は、この地域のツーリズム センターと金融センター建設

の国家的戦略の一環として位置づけられている。 この戦略実現の為に、オイル

マネーをバックに巨大なハブ空港を建設し、航空会社を育成し、そしてインフラ

整備に巨額投資を行っている。 彼等は、いずれは枯渇してしまう石油資源への

対応を迫られているのだ。 
 
 

巨大ハブ空港建設と歩調を合わせて空港会社が急成長している。 2007 年のパリ航空

ショーで、中東の航空会社は、全世界の発注機数の殆ど半分を占める凡そ $50bn（5 兆

300 億円）の機材導入を契約した。 この地域の新興航空会社 3 社は、積極的な路線拡

大を行っている。 
 

 本社 フリート 備 考 

Emirates Dubai 37 機 設立後 4 年で NYC を含む 45 都市 
既に世界第 13 位（輸送力ベース） 
昨年 11 月 140 機発注、総発注機数 246 機 
ここ数年間利益計上 

Etihad Abu 
Dhabi 

 2010 年には、50 機保有、70 都市に路線展開予定 
2010 年の損益分岐到達を目論む 
接続旅客 70%を 50%にして、OD 需要増加を計画 

Qatar 
Airways 

Doha 
Qatar 

60 機 1997 年設立、2015 年に 110 機編成 
2007 年、NYC 及び WAS を含む 11 路線開設 
2011 若しくは 2012 年の利益計上目論む 

 
 

巨大ハブ空港同様、これ等の航空会社は共に生き残れるのだろうか？ 世界経済の低迷

による需要の停滞、テロの脅威、より長距離航続航空機の出現による中東フライオーバ

ーのリスクはどう考えたら良いのだろうか？ CAPA は、オイルマネーに裏打ちされた

堅調な中東地区経済開発が進展する限り、この地区の航空会社の成長は持続するだろう

と強気の予想を展開している。 もっとも、これ等の国営航空は、ツーリズムと金融の

センターへのインバウンド旅客を運び込む手段として運営されているので、（また、こ

れ等の国では法人税が存在しない）、航空会社単体の収支は余り問題視されていない。

■ 
 
 

情報 311 平成 20 年 2 月 25 日 - 10 - TD 勉強会 



 
 

 

 

 
 
 

情報 311 平成 20 年 2 月 25 日 - 11 - TD 勉強会 



4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  
 

（１）セーバー、法人旅行者用のネットワーキング立ち上げ 
Sabre が、業界初の法人旅行者向けの企業内ソーシャル ネットワーキング アプリケー

ション Cubeless プラットホームを今年の中頃を目処に立ち上げる。 American Express
が、このアプリケーションの 初のディストリビュターとなる。 Cubeless は、Sabre
の法人向けセルフ予約プロダクである GetThere のモジュールとして販売される。 企

業内で、とかく孤独感のプレッシャーに悩まされているヘビーな出張者に対する情報提

供や、彼等が保有する貴重な旅行情報の企業内共有化に貢献するだろう。 Cubeless は、

旅行関連企業が立ち上げる、 初の企業向け本格的なソーシャル ネットワーキング ア
プリケーションとなる。(DTW, 2/21/2008) (PhoCusWright Blog, 2/20/2008) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）燃油サーチャージ談合集団訴訟で英国被害者救済 
BA と VS は、燃油サーチャージ談合集団訴訟の和解で被害者に対して談合による値上

げ分凡そ$200m（210 億円）以上となる払戻を開始する。 米国の集団カルテル訴訟で、

米国の原告団以外の被害者達が、原告団と同一の条件による救済を受ける事ができるの

は初めての事。 英国で払戻を受ける事ができる被害者は、2004 年〜2006 年に長距離

便航空券を購入した企業或は個人およそ 600 万人で、払戻総額は £74m（155 億円）に

なると見積もられている。（払戻額は、航空券当たり約£20） この集団訴訟を扱った

Cohen Millstein Hausfeld & Toll は、払戻を受ける為には、名前、旅券番号、旅行日、FFP
会員番号のインプットだけで、航空券控えや領収書の提出は必要とされないと言ってい

る。 英国では、集団訴訟の原告団に加わって補償対象に連なる為には、訴訟グループ

に公式にオプトインしなければならず、制度の改善が望まれている。 先月決着したサ

ッカーチームのレプリカ ユニホーム販売談合ケースでは、予想していたよりも極めて

少ない消費者しかオプトインしなかった。(FT.com, 2/16/2008) 

今までに、英国の 300 以上の企業が、サーチャージ払戻の為の登録を実施した。 また

40,000 人の個人旅行者が、払戻の請求の為に彼等のコンタクトの詳細を提供している。 
(FT.com, 2/23/2008) 
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（２）エアーアジア、コスト高 警告 
AirAsia CEO Tony Fernandes が、「運航コストの上昇と金融市場の引き締めで、新たなア

ジアの航空会社の誕生は遠のくだろう」と語っている。 そして、彼は、アジアの中規

模の幾つかのレガシー航空会社が苦境に陥るだろうと言っている。 彼は、コストプレ

ッシャーがピーク、パイロット コストが上昇、クレジットの引き締めにより、航空会

社間の競争力の優劣の較差が拡大するだろうと予想している。 AirAsia は、アジアで

誰よりも早く LCC を設立し、至近 6 ヶ月でも好決算を継続する事ができたが、現時点

から事業開始するのであれば、こう上手くは行かない、と彼は語っている。(FT.com, 
2/17/2008) 

 

（３）インドネシア ライオン航空 B737-900ER 型機×56 機発注 
インドネシアのバジェット航空会社 Lion Air が B737-900 型機（航続距離 5,900km）×

56 機を発注した。 これはカタログ価格 $4.4bn（4,650 億円）の商談となる。 
(channelnewsasia.com, 2/19/2008) 
 

（４）LHR と LGW 空港、 悪の定時性を記録 
Association of European Airlines によれば、LHR と LGW の両空港が、大手欧州空港の中

で 悪の定時性を記録した。 2 月 19 日にはターミナル 4 の BAA 手荷物システムが、

ソフトウエアーのアップツーデートの失敗で稼働不能となり、BA の便の約 2,000 人の

旅客に大きな混乱を発生させた。 AEA によれば、昨年の 10 月〜12 月の四半期で、

LHR の出発便の 39.2%が平均遅延 35 分を記録した。 到着便は、36%が平均 41 分遅れ

ている。(FT.com, 2/19/2008) 
 

（５）エールフランスのアリタリア買収計画 
シンガポールのエアーショーで、AF/KLM の幹部が、AZ の伊政府持ち株 49.9%を買収

出来たならば、残余全株購入をオファーし上場を取り消すと予定だと語った。 そして、

機材更新などに、5 年〜6 年間で E3bn（4,800 億円）を注入すると言っている。 
一方、Lazio 地方裁判所は、2 月 20 日、AZ 政府保有株放出に対する入札決定のやり直

しを求めた伊第 2 位の航空会社 Air One の訴えを却下（preliminary judgment）した。 Air 
One は、高裁に上訴すると言っている。 
中道左派 Romano Prodi 政権の崩壊で混迷している伊政局は、4 月中旬の選挙で新内閣が

発足する予定である。 AZ 売却の決定は、この新政権が決定する事になる、 現時点

の下馬評では、反中道右派民主 Silvio Berlusconi が優勢と見られている。 Berlusconi
の北部イタリア支援団体は、MIL 基地の縮小を計画している AF/KLM の AZ 買収に反

対している。(wsj.com, 2/19/2008) (FT.com, 2/21/2008) 
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（６）サウスウエストの変身 
Southwest 航空が、今までのノーフリル単一サービスを改めて、ビジネス旅客の摘み取

りに腐心し始めている。 燃油費の高騰により切り札である低運賃の値上げを強いられ

ているため、LCC の中心顧客であるレジャー顧客の需要喚起力が弱まっている。 不

景気の時には、企業は出張費のカットを行うので、未だに比較的低運賃を提供している

LCC は、より多くのビジネス顧客を得る事ができる。 そこで、彼等は、ビジネス旅

客市場を本格的に開拓し始めた。 

特別企業ディールの開始、払戻可能ノーマル運賃の新設、GDS 参加、コーブランドの

クレジット カード導入、ビジネス路線供給増、企業販売チームの強化、搭乗順位優先

（Southwest）の矢継ぎ早のビジネス旅客販売強化策を実施している。 (wsj.com, 
2/19/2008) 
 

（７）スカイチーム、LHR 空港 T4 に集結 
SkyTeam のメンバー航空会社 10 社が、LHR のターミナル 4 に集結する。 現在 BA が

使用している T4 は、SkyTeam 用に段階的に改修されて、全ての改修が終了するのは 2009
年の春となる。 Oneworld アライアンスは、BA のオペレーションの 90%が T5 に移転

し、残りの 9 社は T3 に集結する。 (DTW, 2/19/2008) 
 

（８）米欧間運賃高騰 
世界 大の流通システムである Sabre によると、1 月購入の 4 月〜5 月旅行の米国から

欧州行き航空運賃が前年比で平均 +6.9%値上がっている。 供給は +10.3%拡大してい

るにも拘らず、運賃が値上がりを見せているのは異例。（大西洋路線 大の米キャリア

DL の場合は、+15.5%も供給が拡大している。） 特に 低運賃の値上がりが激しく、

CHI=ROM の運賃は、ベース運賃と燃油サーチャージの値上げで $579 から $998 に 
+72%も上昇している。（セキュリティー チャージ、空港税、国際出発税を含まず） 
(USA Today, 2/20/2008) 
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（９）イージージェット、GB 航空統合スムース 
EasyJetが先月 £103.5m（210億円）で買収したBAのフランチャイズ航空会社GB Airways
の統合が順調に進んでいる。 GB の買収により、easyJet は LGW 空港のスロットの 24%
（BA 25%）、短距離旅客の 29%（BA 23%）のシェアーを占める事になる。 
この買収は、フランチャイズ料金▲ £10m、GB 本社閉鎖▲ £10m、グランドハンドリ

ング▲ £5m〜£10m の年間コスト削減が可能になる他、長期的に▲ £10m〜£20m/年の機

材所有コストの節減が可能になる。(FT.com, 2/20/2008) 

 
（10）（株）航空経営研究所、CAPAと業務提携 
日本航空のOBが中心となって設立した独立系シンクタンクの•航空経営研究所はこの

ほど、アジア・太平洋地域の航空業界のコンサルティング機関であるアジア太平洋航空

情報センター（Centre for Asia Pacific Aviation：CAPA）と業務提携を結んだことを明ら

かにした。 また、航空経営研究所は、日本におけるCAPAの総代理店となった。 

シドニーを本部とするCAPAは、アジア・太平洋地域の航空分野のニュース配信を行う

ほか、航空に関わるデータベース、市場動向をはじめ各種研究報告などを提供する民間

のコンサルティング機関。航空経営研究所は、CAPAに日本の航空関係の情報を提供す

る一方、CAPAの商品を日本市場で紹介、取り次ぐ業務を行う。 

◎航空経営研究所ホームページURL：http://www.aviatn.com/  
◎CAPAホームページURL：http://www.centreforaviation.com/aviation/
（日刊航空、2/22/2008） 
 

（11）エアバス、今年度受注機数 700 機に半減 
エアバスの今年の受注機数がおよそ 700 機程度に減少する模様。 昨年は 1,341 機の受

注新記録を樹立し、受注残を 3,600 機としていた。（昨年のボーイングの受注機数は 1,413
機。） エアバスは、向こう 20 年間の世界の航空機需要を 24,000 機と予測している。 

1970 年以来 9 倍となっている航空旅客需要は将来 15 年周期で倍増し、アジア太平洋地

域がその牽引車となるだろう。 エアバスは、この市場で 50%シェアー獲得を目指して

いる。 同社は、今年の A380 型機の受注が 30 機（AI×10 機および KE +2 機を含む）

になるだろうと言っている。 そして AirAsia と A350-XWB 型機×20〜25 機の商談が

進行中である事を明らかにした。 今後 20 年間で、アジアの航空会社は 2 本通路機の

40%を、A380 型機の如くの巨人機の 56%を使用すると予想している。 (wsj.com, 
2/21/2008) 

 

（12）ユナイテッド、ウエスティンのベッド関連プロダクトを導入 
UA が、Westin Hotels & Resorts の Heavenly Bed プロダクトを同社のプレミアム クラス
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に導入する。 JFK=LAX/SFO 大陸横断線の B757-200 型機のファーストと p.s.クラス（ビ

ジネス クラス）に Heavenly Bed プロダクトの大型枕と毛布が使われる事となった。 ま

た UA は Westin との提携で、JFK, LAX, SFO の 3 空港の United Red Carpet Clubs に Westin 
Renewal Lounge を併設しスパの如くのアメニティー サービスを開始する。(DTW, 
2/21/2008) 

 

（13）BAA、ジャンク銘柄を避けられるか 
スペインの Ferrovial に買収された BAA が、Standard & Poor’s の BAA レーティング実施

の中止を求めているそうだ。 S&P は、昨年 11 月に BAA の格付けをジャンク ステー

タスとした。 BAA は、この S&P の格付けが iTraxx Crossover インデックスへの掲載

に連動してしまう事を恐れている。 iTraxx Crossover インデックスとは、ジャンク格

付け企業がリストされる場所で、これにリストされるとクレジット デフォルト スワッ

プ（CDS = 企業の債務償還不能時保険）の保険料値上げに繋がってしまう。 BAA は、

現在、S&P のライバル Moody’s から投資適格企業のレーティング（investment grade）を

付けられている。(FT.com, 2/21/2008) 
 

（14）カンタス、利益見通し達成確実 
QF が、今年度の利益が“少なくとも”+40%増益の A$1.44bn（1,500 億円）となる見通

しであると発表した。 昨年 12 月には“凡そ”+40%増益と発表していた。 英国と日

本路線が不調である他は全路線が好調で、世界経済減速の収支に対する影響は殆ど発生

していないと言っている。 7 月〜12 月の上半期の決算は、収入 +6%の A$8.13bn（8,540
億円）、利益は倍増の A$618m（650 億円）、イールド +1.8%、L/F 82.1%であった。 燃

油ヘッジは、今年度の消費量の 83%を $73 で、来年度については現時点では 25%を $82
でヘッジしている。 部門別の上半期決算は下表の通りである。 
(FT.com, 2/21/2008) 

部 門 上半期税前利益 前年同期比 

QF 本体 A$758m 倍増 

貨物 53.3 ▲4% 

ロイヤルティー 61.9 +2% 

Jetstar 113 4 倍 

 

（15）英国航空パイロット組合スト権確立 
BA のパイロット組合（3,000 名）の 90%の 86%がスト権確立投票に賛成票を投じた。 

BA のパイロット組合は、子会社 OpenSkies が外部からパイロットを採用する事に反対

している。 彼等は、子会社の外部採用乗員（トロイの木馬になぞられている）が将来

BA パイロットの待遇カットに繋がる事を恐れている。 組合は、7 日前通告で早けれ
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ば 2 月末にはストを打つ体制を整えた。 同時に会社側と交渉テーブルに付く用意があ

るとして硬軟両様の構えを見せている。 ストが打たれれば、1980 年以来初のストと

なる。(FT.com, 2/21/2008) 
 

（16）デルタ航空、大西洋線更に拡大 
DL が、夏期のスケジュールで国際線を更に増強する。 
JFK=ORY  +3 便／週 合計 7 便／週 
ATL=VCE +1 便／週 合計 5 便／週 
JFK=Lyon  開設 
JFK=Cape Town +1 便／週 合計 4 便／週（セネガル経由） 
JFK=Malaga +1 便／週 合計 4 便／週 
ATL=SAO 週 5 便に増便 
(DTW, 2/21/2008) 
 
 
 

 水 運  
 

（１）キューバ クルーズが開始されるかも知れない 
キューバのカストロ首相の引退で、米クルーズ船のキューバ寄港が開始されるかも知れ

ない。 UBS のレジャー トラベル アナリストは、キューバはクルーズ企業に大きな

機会を提供するだろうと予想している。 しかし、米国は、依然としてキューバに対し

て経済制裁（キューバへの米国人の渡航は禁止されている）を課しているので、この制

裁撤廃がキューバ クルーズ開始のもう一つの鍵となる。 キューバは、ホテル不足が

深刻で、その意味からもクルーズの意味が大きい。(DTW, 2/21/2008) 
 
 
 

 陸 運 & ロジスティックス  
 

（１）米連邦政府、インターシティー鉄道に補助金提供 
米運輸省は、来年度予算で、州政府のインターシティー鉄道建設若しくは能力向上投資

に対して補助金を提供するファンド $30m（32 億円）を用意する。 運輸省によれば、

1996 年〜2006 年にかけて、州が支援しているインターシティー鉄道は、全鉄道利用客

の +17%増を遥かに上回る +88%増を達成している。(DTW, 2/19/2008) 
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 ホテル & リゾート  
 

（１） インターコンチ決算 
IHG の 2007 年純益が、金融引き締めによる影響の懸念を払拭して+2.7%増益の $222m
（235 億円）となった。 現在世界で 1,600 のホテルが開業準備中で、その何れもが資

金不足による計画中断に追い込まれていないと IHG は言っている。 2007 年には、2010
年まで続く Holiday Inn ブランド強化キャンペーンに$1bn を投資し、2008 年には、英国

で Hotel Indigo と Staybridge Suite ブランドを立ち上げる。 また中国では、2008 年に新

たに 50 ホテルを開業する。 IHG は、中国の外資ホテル契約の 47%を獲得している。

(FT.com, 2/19/2008) (ihgplc.com, 2/19/2008) 
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（２）MGM ミラージュ決算 
MGM Mirage は、第４四半期決算で、前年同期を 333%上回る $872.2m の利益を計上し

た。 この大幅増益には、Dubai World の$1.2bn に上る LAS Strip に開発中の 76 エーカ

ーの広さを誇る CityCenter プロジェクトへの投資が貢献している。 

 

 

 
 
 
 

 その他  
 

（１）原油高騰 
$100 のラインを一進一退している原油価格は、恒常的にバレル$100 の壁を超えるのだ

ろうか。 2 月 18 日にはテキサスの Alon USA 製油所で爆発火災事故が発生した。 こ

の製油所は規模が小さく、全体への影響は少ないと見られている。 世界（特に中国や

インド）の石油需要の増加に、供給は何処まで追いついて行けるのだろうか？ ベネゼ

ラのチャ別大統領の石油資源国有化政策は、何処まで進むのだろうか？ 世界経済の減
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速による価格低落を恐れる OPEC は、次の総会で産出量削減を協議する。 ナイジェリ

アとイラクでは、先週から生産量が削減されている。 弱いドルが続くと $100 の壁は

アット言う間に飛び越えるかも知れない。(nytimes.com, 2/20/2008) 
 
 

 

Plumes of smoke rise after an explosion at an Alon USA oil refinery in Big Spring, Texas on Monday, Feb. 18, 2008. 

The violent blast shook buildings miles away and injured at least four people, the mayor said. 

 

 

 

 

イラン：イラク戦争

イラン革命

イラク、クエート侵攻 

アラブ オイル エンバーゴ 

9/11テロ 
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編集後記  
 
 
 
 

今から 20 年前の頃、中東担当の国際旅客マーケターとなった時に、先輩から IBM を覚

えとけと言われた。 IBM とは、インシャラーの“I”と、ボクラの“B”と、マーレッ

シュの“M”である。 
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余談であるが、この地区では 3B とか 3P も有名だ。 3B はバールベック（レバノン）、

バビロン（イラク）、ボスラ（シリア）、3P はパルミラ（シリア）、ペルセポリス（イラ

ン）、ペトラ（ヨルダン）を表す。 全て 2 千年以上前頃に栄えた隊商都市遺跡である。 
話を戻そう。 
 

IBM の意味は、何事もアラーの神の思し召すままにしか成らないインシャラーであり、

明日の 1 日は将来に無限に存在する 1 日でしかないボクラなのだから、気にしなさんな

（マーレッシュ）となる。 要すれば、“そんなにセカセカしなさんな、何事も成るよ

うにしかならないのだから”と言うような意味である。 この IBM は、余り良い意味

には使われない。 
 

その中東が、オイルマネーをしこたま蓄えて、世界一のテーマパークや屋内スキー場や

世界で も高い摩天楼を次々に開発して、超豪華ホテルやコンドを人口島に建設し、こ

の地域への訪問客誘致に励んでいる。 早、この地域は IBM の世界などでは決して

ない。 

また余談になるが、この時から中東の“男子 髭を生やすべし”の教えを守っている。 

（H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 

表紙： 

#117 キャット ミーニャ 

5 色 3 版 （骨板：シナベニヤ） 

H 115mm×W 109mm 

2000 年 1 月作 
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