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スーパージャンボ A380 のラウンチングキャリア 

SQ 航空の機体新ロゴ。 画面をクリックすると 

拡大画面となります。 （P-12 参照） 

http://www.asiatraveltips.com/newspics/051/siaa380.jpg


FT.com, 12/27/2004 

1. The Death of a Golden Goose 

パイロット、金の卵を産むガチョウを殺すのか 

 

米航空業界が、2001 年からの▲230 億㌦（2 兆 5,200 億円）の赤字

に加え、2004 年に▲45 億㌦（4,950 億円）の欠損を計上しようとし

ている時に、AMFA（整備工組合）と主要航空会社間で、組合員の

制服支給を巡って、既に 3 年間も労使間協議が続けられている。 

合計 10 ポイントの内、シャツ（0.5 ポイント）とブーツ（大 2.0 ポ

イント）については合意されたが、タートルネックとパーカーにつ

いては、袋小路にはまり、合意の見通しが立っていない。 この嘆かわしい状況は、業界

が直面している劇的な経営の環境変化を理解しない、保守的な航空会社の組合の姿勢を極

めて良く表している、と或る航空会社の幹部が言っている。  
 

米国で最も勢力を有している組合に属している航空会社の組合員達であるが、彼等は、既

に、過去 3 年間で、▲60 億㌦（6,600 億円）の給与カットの譲歩を強いられている。 2000
年以来、米メジャーの航空会社 6 社は、▲10 万人以上のレイオフを実施し、▲25%以上の

社員の削減を行って来ている。 US 航空などは、▲38%の社員をカットしている。 Chapter 
11 を申請している 2 社（US と UA）は、業界で初めて確定給付型年金を解散（ending）し

つつある。 その給与体系を誰もが長い間羨んで来た CO でさえも、年間▲5 億㌦（550
億円）のカットが必要であると言っている。 
 

航空会社がより一層の賃金カットを要求するものだから、組合は次第に先鋭化し出してい

る。 US のパイロット組合は、2004 年 9 月に、会社の給与体系の変更要請を拒否し、こ

れが、同社の 2 回目の Chapter 11 申請の引き金となった。 客室乗務員組合（AFA）は、

スト権確立に向けて、UA 組合員の賛否投票を実施している。 「度重なる譲歩を実施し

ているにも拘らず、会社は、未だに中産階級に属する我々の賃金とベネフィットに狙いを

定めて、更にカットを試みている。 UA では、ストの可能性が最も高い」と AFA 委員長

の Pat Friend が言っている。 
 

航空業界で発生しているこの賃金カットは、鉄鋼業界と繊維業界で発生したケースを更に

上回るものとなっている。 「彼等は、ブルーカラーの仕事にも拘らず、ホワイトカラー

の賃金とベネフィット要求している」と、元航空会社幹部で現イエール大学の法学部教授

の Michael E. Levin が語っている。 そして、この傾向は、米国株式会社の最近の大きなト

レンドであり象徴的な、会社支給のベネフィットから、個人が自分のヘルスケアーや年金
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に責任を持つ、ブッシュ大統領が言っている“ownership society”への転換を意味している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組合の対応如何が、2005 年の、破産企業の Chapter 11 からの離脱の成否を、あるいは Chapter 
11 企業でない DL や AA 等の利益計上復活の可否を、決定づける事になるだろう。  
 

客室乗務員組合は、これ以上の譲歩を拒否する姿勢を見せているが、パイロット組合は、

少し違ったスタンスを取っている。 2001 年 6 月 28 日の International Aviation Club で、最

も強力な航空会社の組合 ALPA（Airline Pilots’ Association ）の委員長 Duane Woerth は、「組

合委員長は、株主のバリューを高められるか、維持出来るか、減少させてしまうかによっ

て評価される」と語っている。 彼は、「株主のバリューの定義は、組合員数×契約バリュ

ー（給与条件）である」と言っている。 一般的な本来の株主は、現在、1947 年からの稼

ぎを上回る▲60 億㌦（6,600 億円）の欠損を突きつけられているのに対し、Woerth の株主

であるパイロット達は、1995 年〜2001 年の間に、1960 年代と 1970 年代の黄金期を彷彿と

させる待遇を勝ち取っている。 「1960 年代の待遇と同一とするために、大型機で時給 300
㌦を稼ぐ事を考えていた」と Woerth は当時を述懐している。  
 

組合のこの強さは、1926 年に制定され、10 年後に航空にも適用される事になった、Railway 
Labor Act に由来する。 この法 RLA は、ストライキを規制する一方で、古典的な組合擁

護の就業規則が温存され、コントラクトの契約期間外の破棄や、従業員の交換を禁止する

など、多くの組合に有利となるセーフガードを抱えている。 1978 年の航空規制緩和は、

航空会社従業員の給与の秩序確立には余り貢献出来なかった。 1980 年代に CO の再建に

携わり、組合と一戦を交えた Frank Lorenzo は、「航空会社は、政府に行って、賃上げをカ
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バーする運賃値上げを承認してもらえば良かった」と言っている。  彼は「我々の 2004
年は、1984 年だった」と言っている。 
 
 
 

 

 

 

 

 

し か

しながら、1990 年代に入って、景気の強い回復が、全ての会社の業績を上昇させ、業界で

長年見る事ができなった、最高のベネフィットを組合に与える会社が出現した。 その当

時の ALPA のヘッド Rick Dubinsky は、組合の方針を総括して、UA の経営陣に「金の卵を

産むガチョウ（UA）を殺したくない。 卵を産み続ける様に首を絞めるだけだ」とまで語

っている。 「その結果、航空業界の従業員は、その他の全産業の、倍の給与水準となっ

てしまった。 最も高給取りは、医者とパイロットであるけれども、医者は一週間に 41
時間働くのに対し、パイロットは 22 時間しか働かない」と、元 AA 会長の Bob Crandall
が嘆いている。 組合が、非稼働となる時間を有給扱いにさせているために、客室乗務員

は、パートの仕事で、フルタイムのベネフィットを貰っている。 UA の就業規則は、全

35 ページにもなり、パイロットの乗務時間制限から、ファーストクラスの社員割引までを

網羅している。 （jetBlue のパイロットの就業規則は 16 ページ）  UA は、人事異動で無

いにも拘らず、パイロットのピアノの引っ越し料金までも支払ったことがある。 LCC の

Southwest は、1 航空機当たり 86 人の社員を有しているの対し、UA は、その倍以上の 173
人の社員を有している。 
 

ある航空会社の幹部は、「75 年間の経験を有する伝統的航空会社の挑戦は、コスト構造が

違う新規参入企業との競争だ」と言っている。 Chapter 11 が、伝統的コストのオバーホ

ールの、唯一の方法を提供している。 破産法 1113c 項は、会社に、労働協約の一方的廃

棄のチャンスを与えている。 Chapter 11 となれば、組合は影響力（leverage）を喪失する。 
 

2 年前に、UA は 1 回目の賃金カット（▲25 億㌦≒2,750 億円）を実施している。 そして

現在、より一層のコストカット（▲$725m≒797 億円）を提案している。 US は、3 回目

のコストカットを試みている。 １月中旬までに、会社提案を組合が飲まない場合は、会

社は 1113c 項を発動すると言っている。 AA と DL は、Chapter 11 の脅しにより、組合譲

歩を取り付けることに成功している。 
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組合員にとって、賃金カットの影響は厳しいものがある。 US の客室乗務員の給与は、

▲21%カットされている。  4 年在職のリザーブ客室乗員のネットは、今月$639 にしか

ならなかった。 「自己破産やモトゲージローン破綻者が増加している。 一人の自殺者

まで出している」と、AFA の委員長が言っている。 UA で 21 年間の経験を持つシングル

マザーの Gro Holm の場合は、以前の 12 日間から 15 日間に月間勤務が増加された挙げ句

に、▲30%の給与とベネフィットのカットを受けている。 US のパイロットは、2002 年

の 150,000 ㌦から 70,000 ㌦に年収が半減している。 嘗ての航空会社社員のミドルクラス

給が、パイロットのアッパーミドルクラス給が、すべて低下している。 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

パイロットは、スト等の過激な方法に頼らず、プラグマチックな解決方法を模索している。 

彼等は、「ストは究極的な最終手段だ。 Chapter 11 でストを打つのは、自殺行為に等しい」

と、ALPA 委員長の Woerth が言っている。 ペイカットには応じるが、就業規則の変更に

は応じないと、彼は言っている。 「ペイカットは、時間がかかるかも知れないが、取り

戻す事が出来る。 しかし、ルールは永続する」と言っている。 事実、UA のパイロッ

ト組合は、12 月に、▲15%の賃金カットには応じたものの、月間乗務時間の 95 時間への

増加等を含む 16 の規則変更を拒否している。 
 

客室乗務員の組合は、パイロットの様な長期的戦略を持っていない。 彼等の給与水準は、

初めて、職を変える事を余儀なくされるレベルまで、削減される方向に向かっている。 失

う物が少ない彼等は、全国規模のストを計画している。 「UA の客室乗務員の給与は、

LCCの jetBlueやFrontierのレベルにまで低下するだろう」と、ペンシルバニア大学のMichel 
Wachter 教授は述べている。 「UA の月間ベネフィット 1,987 ㌦（218,500 円）は、米国社

会他産業の同種の職より+77%上回っているが、UA は、このプレミアムを+20%までに削

減する事を提案している。  月間給与とベネフィットを合計した場合は、全米民間平均
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3,252 ㌦（357,700 円）より下回る 2,999 ㌦（329,800 円）となるだろう」と、同教授は言っ

ている。 
 

UA の整備員の場合は、最近のカット提案の後でも、全米他産業の同種職種の全国平均を

+58%も上回る事になるだろう。 パイロットの新しい月給 10,464 ㌦は、弁護士の 10,218
㌦や医者の 10,090 ㌦を上回る、最高のサラリーレベルとなる。(上表 UA 給与参照) こ

の優遇されたサラリーを反映してか、パイロットは誰も会社を辞めていない。 2004 年の

1 月～9 月までの離職率は 0.07 パーセントに過ぎず、客室乗務員の場合でも 1.6％と小さな

値を示している。 ある航空会社の幹部は、「航空会社の社員は不平不満タラタラだが、他

の産業の水準と比べて見る必要がある。 9-11 以降でさえも、航空会社従業員の減耗率は、

一般的な他産業のレベルにまでは行っていない」と言っている。 
 

US は、2 年前の Chapter 11 申請時に、パイロットの年金基金を停止（terminate）している。 

そして、連邦政府の年金保険機構の PBGC（Pension Benefit Guarantee Corporation）に、年

金負債のツケを回している。 2 回目の Chapter 11 となった US は、今度は、客室乗務員と

整備員の基金停止（end）を提案している。 US のキャプテン Tim Baker は、「航空会社の

年金で起きている事は、犯罪に等しい。 これは、貯蓄貸付組合（Savings and Loan）以来

の、民間負債の、公的資金への最大のトランスファーだ。 PBGC は、数十億㌦の負債を、

既に背負い込んでいる」と語っている。 
 

US も UA も、年金基金の停止（terminate）なくしては、2005 年の Chapter 11 離脱は出来な

いと言っている。 問題は、基金繰り入れ不足が発生した会社は、その不足を埋め合わせ

る為に、加速度的繰り入れが要求される制度にある。 
 

Chapter 11 の UA では、基金の拠出が巨大な額となる。 UA は、2005 年～2008 年の期間

に、43 億㌦（4,730 億円）を拠出しなければならない。 2005 年に、収支トントンをヤッ

ト達成し様としている UA にとっては、この拠出は不可能な支出である。  
DL では、2005 年に 5 億㌦～5.5 億㌦（550 億円～600 億円）の年金繰り入れが予定されて

いる。 2006 年～2008 年の基金繰り入れは、流動性に致命的な影響を及ぼすだろうと、

DL は警告している。 DL の Chapter 11 回避は、積み立て不足に対する加速度的繰り入れ

制度の見直しに掛かっている。 NW も、2005 年に 5 億㌦（550 億円）の繰入額を持って

いる。 DL と NW は、現在の確定給付型年金を凍結（freeze）し、より安く上がる確定拠

出型年金への移行を考えている。 そして凍結した年金の積み立て不足解消を、3 年～5
年から、25 年に延長させる事を欲している。 
 

2005 年の大きな問題は、以下の三つに分類される。 
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① 既に 112 億㌦（1 兆 2,300 億円）の赤字を出している PBGC の問題である。（注）  新

たに UA の 64 億㌦（7,000 億円）の負債を抱え込む事になる PBGC は、UA のツケの

受け取りを遅らせるために、1 月にも、法的な手段に訴えると言っている。（UA は、

PBGC が肩代わりする基金の負債は、17 億㌦≒1,850 億円に止まるといっている） 

（注）後掲 UA のパイロット年金の記事では、PBGC の赤字は 230 億㌦≒2 兆 5,300 億

円と報道されている。） 

② もう一つの問題は、レガシー航空会社寄りの政策に対する、連邦議会の反対である。 

確定給付型年金制度を持たないAirTranなどのLCCは、年金法案改正に反対している。 
③ 三番目の問題は、組合間の意見の食い違いである。 UA のパイロット組合は、他の 3

基金の解散（termination）を条件に、彼等の基金解散に合意している。 基金の解散に

反対している客室乗務員や整備員は、パイロットの、抜け駆け的な基金解散の合意に

憤慨している。 彼等は、「他の主要な産業に波及する事となる、UA の確定拠出型年

金解散には、絶対反対」と言っている。 ■ 
 
 
 
FT.com, 12/30/2004 

2. Amadeus Soars In Reports Of Offer 

マアデウス レバレジッドバイアウト間近 

 

Amadeus の買収に 5 社が名乗りをあげている。 ① Carlyle（米）、② 
CVC Capital（英）、③ BC Partners（英）、④ Cinven（英）、⑤ Citigroup 
Venture Capital Partners（米）の 5 社がそれ等である。 12 月 29 日の独

紙 Borsen-Zeitung は、Carlyle と Citigroup Venture Capital Partners の混成

チームが、Amadeus の LBO 契約に、略合意に達したと報道している。 

このチームは、Amadeus の 1999 年 IPO 公募価格の+40%増しの、1 株 8.25 ユーロ（1,160
円）をつけている。 この価格で計算すると、Amadeus 時価総額は 49 億ユーロ（6,860 億

円）となる。 なお、BC Partners は、7.80 ユーロ（1,090 円）、Cinven は、7.95 ユーロ（1,110
円）をつけていた。 この LBO が実行されるとすると、スペインの証券取引所の、史上最

大の買収となる他、欧州に於ける最大の企業買収の一つとなる。 現在の株主の AF、LH、

IB の内、AF と IB は、LBO 後も株式保有を継続する模様。 
 

Amadeus は、12 月 29 日、フランスのマーケティング会社 Amadeus France SNC の 66%を、

AF から 8,580 万ユーロ（120 億円）で買収する。 この買収で、Amadeus は、Amadeus France 
SNC（4,000 旅行社による年 5 千万予約を抱える）の 100％オーナーとなる。 なお Amadeus
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は、1992 年に、独とスカンジナビアのマーケティング会社を買収している。■ 
 
 
 
FT.com, 1/3/2005 

3. United Pilots To Battle Pension Plan Bail-Out 

政府年金保険機構 UA パイロット年金解散要請 

 

連邦政府の年金保険機構PBGC（Pension Benefit Guarantee Corporation）
は、12 月 30 日、シカゴの破産裁判所に対して、2004 年 12 月 31 日

までの、UA パイロットの年金基金の解散（termination）を要請した。 

基金運営者以外の第三者である PBGC のこの要請は、極めて異例な

もの。 UA のパイロット組合（ALPA）は、すぐさま、PBGC の復

讐的な措置に対して、断固戦う旨の声明を発表している。 以下に、

このニュースを箇条書きにしてみる。 
 

① 12 月 14 日、UA のパイロット組合執行部は、賃金とベネフィットのカットの会社要請

（▲$191m≒210 億円）に譲歩する事を決定した。 あわせて、パイロット年金基金

の解散についても、他の 3 基金の解散を条件に応じる事を決定した。 この暫定合意

案は、1 月 6 日を期限とする組合員の批准投票に回された。 

② 会社は、 （イ）パイロット年金基金解散は、2005 年の 5 月以降、 
（ロ） 基金解散に伴い、一番被害を蒙る若年パイロットの年金救済のため

に、パイロット組合に対して、5 億㌦のコンバーチブルノートを C-11
離脱後に発行することを約束 

③ 客室乗務員や整備員の組合は、パイロット組合の抜け駆け的とも言える基金解散合意

に対し、そして、それが自分達の基金解散を条件にしている事に激怒。 組合間で非

難合戦が開始される。 
④ PBGC は、基金解散が、一方で 5 億㌦のコンバーチブルノートが約束されている事に

対し、その違法性を裁判所で争う旨表明。 
⑤ 12 月 30 日、既に▲230 億㌦（2 兆 5,300 億円）の赤字を背負う PBGC は、客室乗務員、

整備員、その他地上職の 3 基金については、UA の自力運営継続が可能と判断し、パ

イロット年金のみを受け付ける（肩代わりする）と表明。 そして 2004 年 12 月 31
日までのパイロット組合の基金解散を破産裁判所に要請。  

つまり、PBGC は、UA の 4 基金全てのツケ（64 億㌦≒7,000 億円）を肩代わりするの

ではなく、パイロット組合（14 億㌦≒1,540 億円）のみを肩代わりする。 
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⑥ UA のパイロット年金は、総積立額 57 億㌦で、その内訳は、資産 28 億ドル、積み立

て不足 29 億㌦となっている。 この基金が解散されると、PBGC は、積み立て不足の

29 億㌦（3,190 億円）の内、14 億㌦（1,540 億円）を肩代わりする事になる。 つま

り、PBGC が引き受けない 15 億㌦（1,650 億円）は、パイロットの“損”（＝年金の減

少）という事になる。 （この損を緩和する為に 5 億㌦のコンバーチブルノートが発

行される事になる。） 

⑦ 更に、PBGC は、UA 労使が合意した 2005 年 5 月より 5 ヶ月早期に、2004 年 12 月 31 日ま

でに、パイロット基金解散を行わせる事により、債務の減少▲$140m（150 億円）を目論

む。 （5 ヶ月間の間の、現職パイロット達の年金積み立て増加を防ぐ狙いがある。 PBGC

は、この期間の年金の積み増しは、制度の悪用そのものだと非難している。） 

⑧ パイロット組合は、PBGC の介入は、現在組合員の批准投票に掛けられている暫定合

意の行方に悪影響を及ぼし、ひいては会社の再建案そのものの成立が危なくなる（つ

まり Chapter 7 になる）と、警告している。 
⑨ 確定給付型年金の、会社が拠出しなければならないレベルの明確化について、連邦議

会の対応が求められ始めている。  年金システムの強化について、ブッシュ政権が、

新年早々に一連の提案をすると期待されている。 
⑩ 12 月 30 日、AFA 組合の UA 支部は、1113c により会社が一方的な労働協約を破棄し

た場合のスト権確立に、88％の組合員が賛成投票した。 
⑪ 1 月 3 日、の 2 労組は、会社のコストカット案に合意 
 

⑫ 1 月 5 日、UA の債権者委員会は、パイロット組合の

合意について、反対を表明。 パイロットの年金基金

解散が、$550m のコンバーチブルノート（転換社債）

が支払われる事に異議を唱えている。 
⑬ 1 月 7 日の破産裁判所の判断が注目されている。 この

日は、パイロット組合の批准投票の最終日でもある。 

パイロットの組合以外は、会社のコストカット案に合意

していないので、1113c による会社の労働協約の一方的

破棄が認められる事になりそうだ。■ 

                    

Bradley D. Belt, head of the 

federal pension agency said it 

was operating with a record 

deficit 
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FT.com, 1/3/2005 

4. Online Shoppers Boost Wal-Mart Growth 

オンライン購入 ウォールマート販売増加に貢献 

 

Wal-Mart の 12 月売上げは、11 月の販売不振を挽回し、前年同期

比で＋3％増加した模様。 この増加には、オンライン購入の増

加が大きく貢献している。 
 

Goldman Sachs, Harris Interactive, Nielsen/NetRatings の調査による

と、ホリデーシーズンのオンライン購入（旅行を除く）は、前年

同期を＋25％上回る 232 億㌦（2 兆 5,500 億円）に達した。 こ

の販売増加は、オンライン市場が成熟し、消費者が、オンラインの、① 総合的な商品情報、

② 競争力ある価格、③ 容易なギフトの配送、の利点を最大限に利用している事の現われ

と見られている。  商品別の売上げは、下表の通り。 ■ 
 

品  目 オンライン売上げ 備  考 

衣  類 $3.8bn オンライン購入の 16% 

玩具、ビデオゲーム $2.5bn 11% 

家 電 製 品 $2.3bn 10% 

ジュワリー $1.9bn 前年比+113% 

花  卉 $530m 前年比+ 59% 

コンピューター $2.1bn 前年比+ 30% 

 
 
 
FT.com, 1/6/2005 

5. Pricegrabber Unveils Travel Search Engine 

プライスグラッバー 旅行検索に進出 

 

米国のリーディング比較検索ショッピングサイト Pricegrabber が、旅行検索エンジンを開

発、既に多くが進出している旅行検索市場に進出した。 開発したエンジンは、メタサー

チ検索と呼ばれるもので、オンライン旅行社サイトから、航空会社やホテル、レンタカー

などの旅行サプライヤーサイトを、一時に検索するエンジン。 既に大手のポータル Yahoo
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がFareChaseメタサーチを買収、AOLがKayak Softwareメタサーチの一部株式を取得して、

旅行検索に進出している。 更には、SideStep や Mobissimo のメタ検索会社が出現してい

る。（Yahoo も AOL も、現在βテスト中） 
 

Pricegrabber は、電気製品やジュエリーから車までをオンライン購入する、1 ヶ月に 16 百

万人のユーザーを保有する、価格比較サービスプロバイダー。 JupiterResearch のアナリ

スト Patti Freeman Evans は、「ショッピングサイトにとって、旅行は比較的新しい分野であ

るけれども、トラッフィクの増加が欲しい彼等には、打ってつけの進出分野である」と言

っている。 
 

現在は、航空運賃の検索のみを対象としているが、今後レンタカーやホテルの検索に拡大

して行く予定。 Pricegrabber の収入は、1999 年の$52,000 から 2003 年の$26.9m（29 億円）

に急成長している。 
 

Google は、2002 年に比較ショッピングサイトの Froogle のテストを開始、Yahoo は、2003
年にショッピングサービスを立ち上げている。 消費者は、航空便やホテルの予約の前に

3〜4 の Web サイトに訪れているので、旅行検索は、比較ショッピングのロジカルな延長

である。 ■ 
 
 
 

6. 其の他のニュース 

 
 British Airways guarantees a good sleep 
BA は、シンガポール発ロンドン、シドニー、メルボルン行きの Club World ビジネスク

ラスで、よく眠れなかった旅客に、次の Club World 利用時に、ファーストクラスのアッ

プグレードを約束する。 この Sleep Well Guarantee サービスは、12 月から開始し、アジ

ア太平洋地区に展開する。(asiatraveltips.com, 12/9/2004) 
 

 CBB and Vodafone Team Up to Trial High-Speed Internet Access in Flight 
Connexion by Boeing（CBB）と Vodafone は、飛行中の航空機の機内で、ハイスピードの

WiFi 接続サービスを提供するテストを開始した。 携帯電話会社で、この手のサービス

を手がけるのは、Vodafone が初めて。 先ず、LH の欧州発着便でサービスが開始され

る予定。(asiatraveltips.com, 12/9/2004) 
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 Donald & Melania Their JANUARY WEDDING PLANS 
 

DONALD TRUMP（58）とスロベニア人モデ

ルの MELANIA KANUSS（33）が１月 22 日

に、フロリダのパームビーチで結婚する。 

この結婚は、Donald にとって 3 回目の結婚。 

Donald は、Melania に、エメラルドカットの

ダイアモンド（12 カラット）のエンゲージリ

ング（200 万㌦≒2.2 億円）を渡した。 Donald
は、結婚式に数百万㌦を費やす。彼等は、数

年前から、NYC のトランプタワーで同棲して

いる｡ (Star, DECEMBER 20,2004)  
 

(TRUMP Hotel が Chapter 11 を申請して、青息

吐息の状態なのに！ ッタク！ショウガナ

イ奴だ！ TRUMP Hotel の Chapter 11 の記事

については、P-13 参照) 
 

Donald Trump and Melania Knauss at the 73rd 

Annual Academy Awards 

 

 

 The Line at the Ferrari Dealer? It’s Bonus Season on Wall Street 
米ウォール街の投資会社は、2 年連続の好決算で、巨額の年末ボーナスを支給する。 主

要 3 社の Goldman Sachs, Lehman Brothers, Bear Stearns
は、記録的な 2004 年利益を計上し、高額なボーナス

を支給する。 既に、2003 年度に、Goldman Sachs の
社長兼 COO, Lloyd S. Blankfein は、$20.1m（22 億円）、

この内サラリー60 万㌦（6,600 万円）、Merrill Lynch の

CEO, E. Stanley O’Neal は、サラリー50 万㌦（5,500 万

円）に加えて$13.5m（14.8 億円）と$11.2m（12 億円）

相当のリストリクテッド株式を貰っている。  

投資銀行の大学卒の新人は、2003 年に、65,000 ㌦（715
万円）のサラリーと 35,000 ㌦（385 万円）のボーナス

を貰っている。 ビジネススクール出身のアソシエートの場合は、85,000 ㌦（935 万円）
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のサラリーと、115,000 ㌦（1,265 万円）のボーナスを貰っただろう。  
6 億円～7 億円もするアッパーNYC のイーストサイドの超高級アパートや、ベンツの最

高級車 Maybach（3,500 万円～）や Aston Martin（15 万㌦）, Bentley, Maserati が、高額ボ

ーナス受給者達に売れている。(nytimes.com, 12/28/2004) 
 
 

A Mercedes-Benz showroom in

Manhattan. As Wall Street award

its year-end bonuses, car dealers

real estate agents who deal in

high-end properties and som

nightlife venues said they ha

seen a surge in business. 

 

s 

, 

 

e 

d 

 

 Disabled man wins wheelchair charging appeal 
国 Stabsted

 

 Group boycott L.A. hotels; workers, owners remain at odds 
ス 議に 3 ヶ月を費やしたに

 

 MyTravel shareholders agree to restructuring 
の再建計画が纏まった。 再建後の資

英 の上級控訴審裁判所は、Ryanairが、ロンドンの

空港で、車椅子の使用に 36 ポンド（700 円）の使用料を徴収したのは、身体障害者の差

別に当たると言う下級裁判所の判決をエンド―スした。 そして、航空会社と飛行場の

両者対して、無料の車椅子の提供を要求した。 Ryanair は、無料のサービスを提供する

為に、旅客から 1 人当たり 25 ペンスを徴収する。(FT.com, 12/22/2004) 

ロ のホテル（9 軒）のレーバーコントラクトが、労使間の協

もかかわらず、纏まっていない。 Westin Bonaventure や Century Plaza 等のホテルから、

大型団体の予約が、労働争議を嫌って逃げ出している。(DTW, 12/28/2004) 

MyTravel（嘗ての Airtours）
本構成は、銀行団が 88%、ボンドホルダーが 8%、結局 MyTravel
自身は、残る 4%のみを保有する事になった。 これにより、ボン

ドホルダーは、800m ポンド（1,600 億円）の債権を株式と交換する。 

これらの一連の再建策により、MyTravelの債務は、13億ﾎﾟﾝﾄ（゙2,600
億円）から 140m ポンド（280 億円）に減少する。 LCC の低運賃

化させていた MyTravel は、過去 13 ヶ月間で、▲910.9m ポンド（1,820
億円）から▲190.3m ポンド（380 億円）にまで欠損幅を縮小し、利益計上復帰目前にい

る。(FT.com, 12/24/2004) 

攻勢により業績を悪
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 Casino operators surprised by proposed guidelines 
ン 1 日当たり 100 ㌦、1 年間有効の場

 

関連記事 （NNA） - 1 月 4 日 11 時 8 分更新 

への観光熱が高まっている。 約２年後には

今年は 1,600 万

 

 China to Halt Plane Deals 
国 28 日、中国航空会社の、2005 年の航空機購入を認めない、

 

 Star Cruises says it is committed to developing Singapore as a major global cruise hub 
レ

y

 

 Continental places order for 10 Boeing 7E7s 
購入する航空会社となった。 確定発注

シ ガポールで検討されているカジノに、シ政府は、

合は 2,000 ㌦の、賭博場施設利用料の徴収を提案している。 この他に、カジノオペレ

ーターは、売上の 15%の税金を納めなければならない。 この税率は、米国のラスベガ

スやネバダの倍の税率であるが、澳門（マカオ）の 40%よりは安い。 カジノのライセ

ンスは、1 社にのみ与えられる予定。 MGM mirage, Harrah’s Entertainment, Las Vegas 
Sands and Resorts 等が、シンガポール進出を狙っている。(channelnewsasia.com, 12/29/2004) 

カジノ産業の「改革開放」で、澳門（マカオ）

米ラスベガスを抜き、マカオは、カジノ売上高で世界ナンバーワンの都市となるという予測

もあるほど。 マカオ政府は、カジノブームを追い風に、さまざまな観光資源開発にも躍起

のようだ。 30 年間にわたり、（スタンレー・ホー氏が経営する）マカオ旅遊娯楽有限公司

（STDM）が独占してきたカジノ営業を、2002 年から外資２社にも開放し、米ウィン・リゾ

ーツと香港系ギャラクシー・カジノ（銀河娯楽場）の２社が進出した。  

わずか５年前の 99 年には、マカオへの観光客は 750 万人に過ぎなかった。 

人と、２倍以上に膨れ上がる見通しだ。 

 

中 政府の航空当局は、12 月

と発表した。  General Administration of Civil Aviation of China の総局長 Yang Yuanyuan
は、2005 年に、147 機の新機材が導入されるので、航空需要増への対応は充分である、

と語っている。 Yang は、「中国国内の航空会社の、統制が取れていない供給拡大が、

プアーなサービスと安全上の問題を惹起している」と語っている。(nytimes.com, 
12/29/2004) 

マ ーシアのコングロマリット Genting が保有する Star Cruise が、シンガポールに 10 億

㌦のクルーズセンターを建設する計画を有している。 Star は、シンガポールの LCC, 
Valuair に、最近 20%出資している。 アジア地区で、fl -and-cruise のホリデーパッケー

ジ販売を計画している。(channelnewsasia.com, 12/29/2004) 

CO 航空が、米国航空会社では初めて B7E7 を
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10 機で、初号機の導入は 2009 年。 CO は、この新機材を、国際線長距離便に使用する。 

7E7 の値段は、リストプライスで、10 機で 13 億㌦（1,420 億円）、2 月 28 日の取締役会

で決定される予定。(DTW, 12/30/2004) 
 

 China Merchants buys 30% Shanghai port operator 
nghai International Port (Group)の株

 

 Changi Airport handles record traffic of 30 million passengers 
ン を突破し、新記録を樹立

 

関連記事 （NNA） - 1 月 5 日 10 時 39 分更新 
ーシアを訪れた外国人観光客数が、前年同

 

 Is GE the light at the end of the tunnel for US Airways? 
空 dence 航空の再建計画の、一つ

 

12 月 28 日、China Merchants Holdings（CMH）は、Sha
式 30%を、55.7 億元（740 億円）で取得すると発表した。 この株式取得により、CMH
は、上海市の 70%に次いで、Shanghai International Port の 30％の株式を保有する事になる。 

この株式取得により、CMH は、上海の近くの Yangshan 港（$16bn）(Shanghai International 
Port が大株主)の株式についても保有する事になる。 CMH は、既に、Pearl River Delta
地域と香港で、港湾オペレーションを手がけている。(FT.com, 12/30/2004) 

シ ガポール Changi 国際空港の 2004 年利用旅客が、3,000 万人

した。 これは、2002 年の利用者数の＋4.5%。（2003 年は、SARS の影響があり比較困

難） (channelnewsasia.com, 12/30/2004) 

政府観光局は４日までに、2004 年１～11 月にマレ

期比55.7％増の1,440万439人だったと発表した。 過去最高を記録した02年の1,329万2,010

人を 11 カ月目で突破。観光客の多い 12 月分が加われば、04 年の観光客数は、当初予測の 1,500

万人を確実に達成するとみられる。 

航 機リースとファイナンスの GE が、US 航空と Indepen
の鍵を握っている。 UBS のアナリスト Robert Ashcroft は、「両社は競争関係にあり、

片方に梃入れすれば、もう片方が苦境に陥ることになるので、GE は両方に肩入れする

筈が無い」と述べている。 GE は、US に 126 機をリースし、US 倒産となれば、28 億

㌦を失う事になる。（US のリジョナル便運航会社 3 社へのリースを除く） Independence
の場合は、GE は、35 機を Independence の親会社 Flyi にリースし、5 億㌦のリスクを抱

えている。 勿論、GE のファイナンスの要素だけが、両社の再建に影響を及ぼすわけ

ではない。 US の場合は、クリスマス休暇の運航大混乱は、会社再建に大きな悪影響を

与えている。 Independence の場合は、United Express のリジョナル便運航（70 機）の受

託可否が、再建計画に大きな影響を与えるだろう。 UA は、12 月 10 日に入札を締め切

っているが、委託先決定を、何時行うのか発表していない。(DTW, 1/3/2005) 
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 Delta Is Expected to Cut Fares 
（値下げと単純化）を、1 月 5 日から開始した。 そ

 エコノミーの最高運賃を 499 ㌦でキャッピング（F は 599 ㌦） 

の収入が、この運賃改定で▲3%低下すると予測して

③ テイの廃止 
コノミーで 6～8、ファーストで 2 種類に減少 

を新たに導入 

D の運賃見直しに、運賃値上げを、喉から手が出るほど切望している競合他社から、

実施されて

▲10%程度

 

 Menzies Hotels acquired by Nikko 
e stments（日興コーディアルの

 

 Temasek the only party in restructuring talks with CAO 
料集団のシンガポール子会社

DL は、米国内線運賃の大幅見直し

の概要は、以下の通りである。 
 

①

② 最大で▲50％の運賃値下げ 
(JP Morgan は、2005 年の DL
いる。) 
土曜日ス

④ 数十の運賃種類を、エ

⑤ 航空券リイッシュウ手数料を 100 ㌦から 50 ㌦に半減 
⑥ コールセンター予約手数料 5 ㌦、空港発券手数料 10 ㌦

 

L
大きな非難が上がっている。（AA は、同様の運賃改定を見送っている。） 
この DL の新運賃体系（Simplifares）は、既に昨年 8 月から Cincinnati 発便で

いる。 Cincinnati では、新運賃導入により、近郊空港発着の LCC に奪われていた旅客

を取り戻し、凡そ＋30％の旅客増加の実績を有している。 DL は、DL の旅客の 70％が、

最高運賃 499 ㌦以下の運賃を利用している、と言っている。 新キャッピング 499 ㌦は、

Southwest のキャッピング 299 ドルを、200 ㌦も上回るレベル。 
DL の新運賃体系発表後、マッチングを迫られる大手航空会社各社の株価は、

低下している。(nytimes.com, 1/5/2005、FT.com, 1/5/2005) 

 

M nzies Hotels が、Nikko Principal Inve
欧州主ファイナンス会社）に 120m ポンド（240 億円）で買収（a 
secondary buy-out）された。 Menzies は、Nick Menzies が 1992 年

に創立した、14 軒の 4 つ星ホテルチェーン（総客室数 1,200）。 収

入￡40m（80億円）、利益￡11.9m（24億円、EBITDAベース）。 Nikko
が 79％、Menzies が 16％、マネジメントが 5%の株主構成となる。

(FT.com, 1/3/2005) 

石油デリバティブ取引で巨額の損失を出した中国航空油

China Aviation Oil (CAO) は、再建計画に協力してくれている会社は、唯一シンガポール
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の政府系投資会社の Temasek を除いて見当たらない、と言っている。 中国の 6 銀行コ

ンソーシアムは、$120m の債権放棄を計画している、と言う情報が存在する。 CAO の

再建計画は、1 月 21 日に発表される予定。 中国国際航空（Air China）は、CAO 親会

社の中国航空油集団の株式を取得する為の交渉を行っている。(channelnewsasia.com, 
1/3/2005) 

 

 PSA Marine in towage service JV with Fuzhou Port Authority 
は、中国の Fuzhou Port 

l

 

 Aloha files for Ch. 11 bankruptcy protection 
lo 行った。 同

次いで 2 社目のハワイの

 

 US Airways Mechanics Do Not Expect Pact On Concession 
様。 このため、破産裁判

 refute AA, UAL complaint 
タ が米州＝ミラノの Linate 空港間のコ

シンガポールの港湾オペレーターPSA の子会社 PSA Marine
Authority と合弁企業を設立し、Fuzhou-Jiangyin International Container Termina 及び Port of 
Jiangyin に寄航する船舶の牽引サービスを開始する。 合弁企業の Fuzhou Jiangyin Fuxing 
Towage Limited は、2 隻の新型タッグボートを購入する。(channelnewsasai.com, 1/3/2005) 

A ha 航空が、12 月 30 日、Chapter 11 の申請を

社は、既に、Aloha Securities から 200 万㌦、The Ing Family 
Partnershipから 100万㌦のDIPファイナンスを獲得している。 

Aloha はハワイ最大の航空会社で、ハワイ離島間を週 620 便

運航する他、太平洋便 140 便を運航している。 Aloha は、

9-11 後に、ATSB から$40.5m（44 億円）の政府保証融資を受

け。それを使用して 2002 年後半に$45m の融資を得ている。 

現在まで、略半分が返済されている。 Aloha は、Hawaiian に

Chapter 11 航空会社となる。(DTW, 1/3/2005) 

US 航空の整備員は、会社の賃金カットの要請に合意しない模

所は、今週にも、破産法 1113c による一方的な労働協約の破棄を、会社に認める事にな

るだろう。 整備員の組合（International Association of Mechanists の UA 支部）が、唯一

会社案に譲歩していない。 USは、10億ドルの労務費の削減を、

整備員の組合を含む 4 組合に求めていた。 クリスマス休暇の週

末に、数百人の異常な数の病欠が発生し、オペレーションの大混

乱を招いた US は、運航停止が間近いと予測する業界ウォッチャ

ーが存在する。(nytimes.com, 1/4/2005) 
 

Alitalia, Italian gov’t 
イ リア政府と AZ が、先の米運輸省の、米国企業

ードシェアーから締め出されているのは、米伊二国間航空協定違反であるとの指摘に対
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して、反論を加えている。 伊政府は、「Linate 空港は、混雑解消の理由から、あくまで

欧州域内航空会社の欧州域内ポインツーポイント便に制限されている空港」、「域外の航

空会社には Malpensa 空港使用が用意されている」、「AA や UA の指摘は間違っている。 

何処の欧州キャリアも、米州＝Linate 空港間の販売は行っていない」と言っている。 AZ
は「AZ と AF の米州＝CDG=Linate 空港便のコードシェアーは、GDS リスティングのテ

クニカルな間違えで、即刻修正した」と言っている。(DTW, 1/4/2005) 
 

 Expedia Corporate Travel puts multiple-airport search function on site 
x 社 サイト E pedia の 法 人予 約ツ ール Expedia Corporate Travel （ ECT ） が、 自

[http://www.corporate.expedia.com] に、マルチ空港検索機能を追加した。 メトロポリタ

ン空港周辺のオルタネート空港を抽出し、より安い運賃検索を可能にする。(DTW, 
1/4/2005) 

 

 Orbitz giveaway offers free BlackBerry PDA 
r の Orbitz.com オンライン予約が出来る、

 

 Trump Hotels bankruptcy ruling delayed 
ュ tels Casino Resorts の破

 

 Crystal release itineraries for 2006 sailing 
00 uises は、2006 年度のスケジュールを発表し

 

 Singapore Airlines reveals A380 Logo 
3 航空が、A380 機体につけるロゴ（表紙）を発

O bitz が、エアー・かー・ホテル・バケーション

99 ㌦相当の Blackberry PDA を無料で提供する。 月間 29.99 ドルの premium data plan の

1 年間使用義務と、サービスプロバイダー用の 35 ㌦のアクティベーションフィーが必要

となる。 利用者は、9.99 ドルの PDA 送料も支払わなければならないが、後で、プロバ

イダーから、85 ドルの mail-in rebate が受け取れる。(DTW, 1/4/2005) 

ニ ージャージーの破産裁判所は、Trump Ho
産ファイナンスの承認を、株主の十分な検討期間を確保するために

延期した。 1 月 11 日に、1 億㌦の再建ファイナンス案の公聴会を

開催する。 先週 US Trustee によって編成された株主委員会は、財

務的なプロジェクション、バジェット、キャッシュフロー分析を要

求している。(FT.com, 1/4/2005) 

2 5 年が始まったばかりなのに、Crystal Cr
た。 2004 年度比で＋20%の寄港地の増加と＋50%以上の寄航国の増加を計画している。

(DTW, 1/5/2005) 

A 80 のラウンチングキャリアである SQ
表した。 このロゴには、「First to Fly・ Singapore Airlines A380」「EXPERIENCE THE 
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DIFFERENCE IN 2006」のタッグラインが付けられている。 A380 初号機は、1 月 18 日、

仏ツールズで一般に披露される。(asiatraveltips.com, 1/5/2005) 

 
 

 AWAir to start Jakarta-Singapore flights from Jan 19 
ン 線に乗入れる。 AWAir は、マ

 

 Tiger Airways adds Flights to Bangkok 
ン aysが SIN=BKK 4 便目の毎日便を 1 月 15 日

 

 Southwest to add Pittsburgh to network this spring 
o った Pittsburgh に乗り入れる。（US

 

 Airlines cut cargo fuel surcharges 
貨物燃油サーチャージを、燃油価格に連動して値下

イ ドネシアの AWAir が、1 月 19 日から、JKT＝SIN 路

レーシアの AirAsia が 49%出資している LCC で、既にインドネシア国内線 2 路線に就航

している。 来週 Bali 及び Surabaya 路線を開設する。 SIN 路線は、同社の初の国際線。 

片道プロモーショナル運賃は S$19.99(1,300 円)  (channelnewsasia.com, 1/5/2005) 

シ ガポールの第 3 社目のLCC, Tiger Airw
から運航する。 運賃は、片道 S$49.98（3,150 円）から。(asiatraveltips.com, 1/6/2005) 

S uthwest 航空が、5 月から、嘗て US 航空ハブ空港であ

は、Pittsburgh 路線を最盛期の▲1/3 に減便している。） この乗り入れは、Southwest の
61 番目の乗り入れ地点で、昨年 5 月に Philadelphia に乗り入れてから丁度 1 年目の出来

事。 Pittsburgh 路線は、今後発表される事になるが、同社の 12 番目の運航規模を誇る

Nashville 空港と略同程度の便数（日間 81 便）となる模様。 この規模は、Philadelphia
の日間 41 便の倍の規模となる。 Southwest の CEO, Gary C. Kelly は、2005 年度に導入

する 29 機の B737 新造機を充当する予定。(nytimes, 1/6/2004) 

欧州最大手の LH と BA の両社は、

げする。 LH の場合、Kg 当たり 0.35 ユーロ（49 円）から 0.30 ユーロ（42 円）に値下

げする。 BA の場合は、23 ペンス（46 円）から 20 ペンス（40 円）に値下げする。 貨
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物運賃の場合は、燃油費と運賃の自動的な連動フォーミュラーが確立している。(FT.com, 
1/6/2004) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

編集後記

 
初夢を見た。  

内 UA 航空と US 航空が会社清算（Chapter 7）となっていた。 
Southeast

・  XXXX, YYYY が、東南アジアの各都市から、日本の 35 地方空

・ 着の航空需要は倍増していた。 

港施設料金も、世界レベ

・ 、オープンスカイ協定を締結していた。 

売が主流を占めていた。 

                                              TD 勉強会 情報 149 （ 以上 ） 

・米国メジャーの

・ 日米路線には、AA 航空と NW 航空と Song 航空（DL が社名を変更）と LCC の

航空が就航していた。 
 アジアの LCC, AirAsia,
港にデイリー便運航を行っていた。 
 航空運賃は大幅に割引され、日本発

・ 東京は、成田、羽田、横田の「3 田」空港体制が敷かれていた。 
・ 横田をベースとする AirAisa Japan (AAJ)が設立されていた。 
・ 空港は完全民営化されていた。 そのお陰で、着陸料などの空

ルにまで下がっていた。 
 ASEAN 及び中国、韓国は

・ 航空のオンライン化率は、国際線でも 70％を超えていた。 
・ ダイナミックパッケジングによるパッケージのオンライン販

（H.U.） 
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