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NW は、NYC=TYO を運休する。 カタリーナ、幾つかの米航空会社に引導を渡す？（関連記事 P.-12 参照） 



DTW, 8/26/2005 

1. Focus On Consumer Trends: What They Want, And Why 

米旅行消費者動向 （シリーズ 1） 

   彼等は何を望んでいるのか？ そして、その理由は？ 
 

Travel Weeklyは、YPB&RYPが纏めた2005 National Leisure Travel MonitorとNational Business 
Travel Monitor をベースにした、以下の 10 の記事を掲載している。 
TD 勉強会では、その要約をシリーズにして、今週号より連続掲載する。 
YPB&RYP＝Yesawich, Pepperdine, Brown & Russel and Yankelovich Partners 
 

（１） Introduction  Methodology （今週号） 
（２） Mixed messages: Is travel advertising on target? （今週号） 

（３） Coming of age: Marketing travel for the generations 
（４） Power and community on the Webs 
（５） More than location: What makes a destination popular? 
（６） The incredible vanishing vacations: No time for travel 
（７） Just how different are agency users? 
（８） Business travelers, with or without agents 
（９） Corporate travel recovers - - but with a sharper eye on price 
（11）Premium blend: Combining leisure and business trips 
（12） X marks the spot: Hotel target a new generation of business 
（13） Who’s getting the business 

 
 

Introduction 
 

移り気な旅行の消費者の行動を、予想することは出来るだろうか？ 
 

プライベート バルコニーや、アップスケールのレストランや、ロッククライミングが、マ

ス マーケットのクルーズ船で大きなヒットを得るなどと、誰が 10 年前に想像出来たであ

ろうか。 
 

より良い快適性のために、幾つかのコーチクラス座席を取り払った AA 航空が、顧客は、

スペーシャスよりも低運賃を望んでいる事を知って、直ぐに座席を元に戻した事に、驚か

なかった人がいるだろうか。 
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今日の確実な事が、明日の失敗になるかも知れない、旅行マーケティングの世界にようこ

そ。 
 

旅行市場は、市場内でのお互いの競争に加えて、自動車、ボート、大型スクリーン TV、

の供給者達と、そして美容整形とさえも競合する。 しかし、旅行商品自身が、他の商品

やサービスと競争しなければならない一方で、旅行の会社のマーケティングが、自動車や

ボートや Botox（皺取り美容）のマーケター達と競争しなければならない事は、余り理解

されていない。 
 

一流のキャンペーンが、スミス夫妻を、子連れ欧州旅行に誘ったり、台所の模様替えを決

心させたりする事が出来るのだろうか？ 幾人かの市場調査員は、「それは可能だ」と言っ

ている。 
 

Travel Weekly では、YPB&RYP が纏めた 2005 National Leisure Travel Monitor と National 
Business Travel Monitor をベースにして、10 人の人達にこのモニターを掘り下げてもらった。 
 

今年のモニターの、多くの要因を分析して導き出された、旅行の主要キー トレンドは、マ

ーケター達に、新しい挑戦に対する救いの手を提供するだろう。 
 

Luxury for ALL 
 

モニターは、「裕福さの高まり」を一つのキー トレンドに指摘している。 最近は、誰で

もが、ラクジューリーのテースト、即ち、オーシャンビューだとかプライベート バルコニ

ーやスパでのアフタヌーン ティーを、楽しむ事が出来るようになった。 その結果、平均

的な消費者の目が肥えて来ている｡  
 

彼等は、情報収集能力でもよりパワフルになっている。 マーケターの作り出すメッセー

ジを頼らないし、マーケターの情報発信のタイミングにも左右されない。 その代わり、

消費者は、インターネットで、自分達が欲しい情報を、自分達の都合の良い時間に収集し

ている。 つまり、消費者達は、歓迎しない不満足なマーケティングメッセージを排除す

る事が出来るのだ。 
 

モニターについてコメントを寄せている人達は、“マーケット プロダクティビティー”な

る新しい言葉を作り出している。 この新語は、販売を促進し、売上を増加し、望まれる

効果を得るための、より良いマーケティングを表す言葉である。 消費者は、より良いプ
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ロダクトを要求しているのと同様に、より良いピッチ（売り込み＝広告）を望んでいる。 
 
 
 

A better Internet 
 

調査とショッピング ツールとしてのインターネットの魅力は、それが、自分でコントロー

ル出来て、自分自身がエクスパートになれる力を与えてくれる点にある。 レジャー旅行

者の半分以上が、旅行の計画に、インターネット以外は使用しないと言うモニターの報告

は、驚く事でも何でもない。  
 

旅行需要は、大幅に増加しているけれども、旅行の計画にインターネットを使用している

人達のパーセンテージは、実際は減少している。 多分、この減少は、押し付けがましい

オンライン広告と、Web サイトのファンクショナリティーによるものだろう、と分析され

ている。 明日の Web サイトは、消費者のより高い期待に添うものでなければならない、

とモニターの執筆者達が警告している。 
顧客は、オンラインでもオフラインでも、バーを上げているのだ。 
 
 
 

Methodology 
 
モニターの旅行トレンド情報は、少なくとも75マイル以上の旅行を1回以上実施した1,650
人のレジャー旅行者と、1,200 人のビジネス旅行者の、2004 年の後半に行われたインタビ

ューに基づいている。 Northstar Travel Media の旅行社ユーザー分析は、2004 年に、少な

くとも 1 回の旅行社を使用した経験のある旅行者の回答に基づいている。 
 

旅行者の年代別区分は、以下の定義による。 
 

・ Echo Boomers  1979 年生まれ以降の、25 歳以下の若年層。 
・ Generation X  26～39 歳。 1965 年～1978 年生まれの世代。 
・ Baby Boomers  40～58 歳。 1946 年～1964 年生まれの世代。 
・ Matures  59 歳以上。 1945 年以前生まれの世代。 
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Mixed messages: Is travel advertising on target? 
旅行広告は、正しい訴求対象に打たれているのか？ 
 

2005 Leisure Travel Monitor は、消費者が旅行広告に感じている事と、旅行マーケター達が、

彼等が作る広告で思っている事と、かなり大きな断絶がある事を示唆している。 
 

消費者の反応はかなり冷たいものである。 65％が、多すぎる広告の殺到に悲鳴をあげて

いる。 62％が、マーケター達は、消費者に敬意を払っていないと感じている。 そして

59％が、彼等が興味を覚える広告は少ししか見当たらない、と言っている。 多くの広告

が良くないと、殆どの消費者達が思っている。 
 

しかし、殆どのマーケター達は、彼等のターゲットに、広告がチャンと打たれていると思

っているようだ。 タッタの 27％しか、ターゲットされた訴求先には、正確に広告が打た

れていないと感じていない。 そして僅か 13％しか、殆どの消費者に関係ない広告が打た

れていると感じていない。 
 

Leisure Travel Monitor は、「マーケター達が、これからは消費者にインパクトを与える、よ

り洗練された広告が必要になっている事を、理解していない」、と指摘している。 「コス

トの上昇、オーディエンスの縮小、レスポンス率の低下の複合的要因が、マーケター達に、

宣伝費に見合うだけの効果を提供していない」、と指摘している。 
 

消費者に対する雨あられの広告攻勢、そして消費者が多すぎる広告から逃れる術（例えば

e-メールの“迷惑メール”や TV コマーシャルの“ザッピング”機能）を見つけ出してい

るのだから、モニターの執筆者達が、“marketing productivity”（マーケティングの生産性）

が低下している、と言っているのが良く分かる。 
 

これらの力付いた消費者達に訴求するためには、マーケター達は、マーケティングの生産

性を向上するために、誰に・何時・何を・どのような方法で、広告するかを更に研究する

必要があるようだ。 
 

具体的な例として、① Radisson Seven Seas Cruise, ② Carnival クルーズ, ③ Tauck World 
Discovery, ④ Hilton の事例を紹介している。 
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① Radisson Seven Seas Cruise 
Radisson Seven Seas Cruise は、TV コマーシャルを購入していない。 クルーズ船客は、人

口のタッタ 2％なので、マス宣伝展開は、金の無駄遣いだと言っている。 RSSC は、殆ど

100％印刷媒体により広告を打っている。 NYC タイムズ、ウオールストリート ジャーナ

ルなどの選別した新聞に出稿している。 インターネットには、Concierge.com の如くのア

ップスケールのサイトにのみ、極めて限定的に広告を打っている。 ポップアップ広告は

避けている。 RSSC は、インターネット広告は、消費者にとって迷惑なものである、と

言っている。 
 

② Carnival クルーズ 
マス マーケット相手の Carnival は、TV でコマーシャルを流している。 但し、その広告

は、品質の良い、視聴者をエンターテインするものでなければならない。 昨年の“Beyond 
the Sea”キャンペーンが大成功。 カラフルで、Carnival クルーズの楽しみ方を視聴者に

上手に宣伝する事が出来た。 10 年前にレコーディングした Bobby Darin の歌も良く広告

にフィットした。 ・・・・と、Carnival は言っている。 
e-メール コミュニケーションは、押し付けがまし過ぎる。 依然として、新聞と雑誌での

宣伝展開が威力を発揮している。 新聞雑誌の読者は、旅行情報を求めて旅行セクション

にやって来るのだから。 
 

③ Tauck World Discovery, 
ツアーオペレーターの旅行者の認知度はきわめて小さい。 Tauck World Discovery は、消

費者向け広告を、ミニマムに押さえている。 Tauck のブランドと評判は、口コミにより

作り上げている。 ターゲット e-メール マーケティングは、効果を上げている。 しかし、

膨大な人数の平均的な人達がメールを受けているので、メッセージは、受け手の興味をそ

そる説得力あるもので無ければならない。 的確な訴求先にリーチする為に、Tauck はテ

クノロジーの利用を検討している。 
仮に、LON で、ライオンズ大会が開催されるとすると、ポスト コンベンション ツアー獲

得のために、Tauck は、ライオンズ大会の Web サイトのトップに広告を打つだろう。 
 

④ Hilton 
Hilton は、夜遅くまで仕事した後に、自宅で好みの TV ショーを、コマーシャルをザップ

（zap）して見ている人達へ、どうやって訴求するかを工夫している。 
Hilton は、プロダクト プレースメントの手法を採用している。 TV ショーの撮影現場が

Hilton なのだ。 視聴者は、コマーシャルと言う意識を全く持たずに、ショーの中で Hilton
ホテルを見ているのだ。 
Hilton は、最近、米国オリンピック委員会とスポンサーシップ契約を結んでいる。 そし
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て、NYC のタイムズスクエアーの元 Ford Center for the Performing Arts（昔の Lyric & Apollo
劇場跡）に、Hilton の名前を冠している。 ■ （次週に続く） 
 
 
 
Southwest’s September edition of “Spirit Magazine” 

2. Southwest’s “People” People 

 サウスウエスト航空の“ ピ ー プ ル
People and Leadership Development Department

”の人々 
 

Southwest 航空の“Spirit Magazine”9 月号の Colleen’s 
Corner を紹介する。 
サービス業に働く人達の教育の大切さを、説いてい

る。 
（Colleen Barrett ＜写真：右＞は、Southwest の最高

業務執行役員 COO） 
 
 

私と文通をした事がある人達は誰でも知っているでしょうが、私は、Customer（お客様）

や Employee（社員）と同じ様に、People（人々）、Leader（指導者）、Leadership（指導力）

の言葉の最初の文字を、大文字にしています。 これらの言葉が意味している個人と考え

方が、我々の会社にとって、とても重要だからです。 幾人かは、これをキザ（気障 
affectation）と見るかも知れません。 しかし、言葉は、個人や会社が誰であり何なのかを

反映する重要な表現方法なのです。 
 

その良い例があります。 殆どの企業では、社員教育は人事部に任せていますが、これは、

私には、将来を期待されている社員を、個人としてではなくアセットとして取り扱ってい

るようで、何か少し非人間的に聞こえます。 Southwest 航空では、リクルーター（Recruiters）
は、「人材と指導力開発部」（People and Leadership Development Department）に所属し、仕

事のスキル以上のもの、即ち、行動規範（The Golden Rules）、思いやり（compassion）、柔

軟性（flexibility）などを含む我々のコアバリューを、社員達に教え込もうとしています。 
 

この部の仕事は、生易しいものでは有りません。 2004 年には、225,895 人の大勢の入社

志望者の中から 1,706 人を採用しました。 そして、この採用業務に加えて、リクルータ

ー達は、全ての社内の空きを補充する責任を有しています。 彼等サポート スタッフは、

全ての候補者の能力と資格を保証し、31,000 人の全社員一人一人に ID バッジを渡してい
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ます。 
“ピープル”（People and Leadership Development Department）の人々は、極めて多くの個人

や関連部と接点を持っているので、まるでクラシックなルネサンス人達のように、会社に

ついての多くの知識を有し、適正のある人材を見つけ出し、採用法規に精通しているので

す。 つまり、彼等自身の SOUTHWEST SPIRIT が、彼等の行動を導き出しているのです。 
 

多分多くの人達は、Southwest 航空は、“態度（attitude）で採用し、採用後に適正（aptitude）
を教育する”と聞いた事が有ると思いますが、これは全く本当です。 しかし、これは、

我々が、社員の入社後の“態度”を無視している訳ではありません。 リクルートの 50％
は、会社の業務に関するものですが、残りの 50％は、将来は指導者として採用した 31,000
人の社員全員を対象とした指導力開発（Leadership Development）にあるのです。 実際、

我々は、社内にピープル大学（University of People）と言う大学を持っています。 この大

学の世話役は、コンピューター スキル、個人人格形成、指導力開発、ファイナンスなどを

含む、個人的な、専門的な、あるいは企業発展の為のクラスを、社員に開放しています。 

Southwest 航空のユニークな社内文化は、この大学が発信する興味深い情報によって、強化

されているのです。 
 

私は常々、Southwest 航空のビジネス プランは、他社に真似られてしまうものですが、「人

材と指導力開発部」（People）の社員と、その指導力開発のユニークさの故に、我々の人材

（People）は、真似られる事の出来ないものである、と言っています。 
彼等に成り変わって、貴方の気だるい熱い夏の 1 日が、面白く楽しい 1 日になる事を願っ

ています。 
Colleen Barrett 
President     ■ 
 
 
 
FT.com, 9/1/2005 – 9/6/2005 

3. 888.com Seeks To Go Public In London 

 オンライン ギャンブリング  今 上場熱 将来コンソリ？ 

 

9 月 1 日から７日までの間の、FT タイムズ電子版に掲載された、以下のオンライン ギャ

ンブリング関連記事をまとめて見る。 
9 月 1 日   888.com seeks to go public in London  (FT.com) 
9 月 2 日 Lucky draw puts brothers at top of their game  (FT.com) 
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9 月 2 日 Sportingbet and Empire Online in talks on merger  (FT.com) 
9 月 4 日 ＄1.5b takeover bid for Empire Online  (globes.co.il) 
9 月 5 日 THE GAME PAYS OFF   (The Miami Herald Herald.com) 
9 月 6 日 PartyGaming warns of online poker slowdown  (FT.com) 
9 月 6 日 Lex: PartyGaming  (FT.com) 
9 月 7 日 UKbetting pares losses as punters increase 
 

1 日平均およそ 180 万人の人達がオンライン ギャンブリングに興じている。 その 70％が

アメリカ人だ。 米国は、オンライン賭博を禁止しているけれども、取り締まりする迄に

は至っていない。（国境を越えたオンライン賭博ゲームの有効な規制の方法が見出せない、

と言うのが実態。） （1961 年の連邦法 Wire Act は、電話回線を使用した賭博を禁止して

いる。 これは当時のマフィアを対象とした法律。） 
 

オンライン賭博の収入は、今年の 120 億㌦（1 兆 3,200 億円）から、5 年後の 2010 年には

245 億㌦（2 兆 6,950 億円）に倍増すると予想されている。 ポーカーが最も人気の高い賭

博で、テレビの World Poker Tour やその他のイベントが、ポーカー人気を益々高めている。 

今や、米国のケーブル TV では、自動車レースとアメリカンフットボール試合中継に次い

で、第 3 位の人気番組になっている。 
 

今の所は、殆どのオンライン賭博ビジネスは、米国の規制を意識してか、カリブのオフシ

ョアーで営業している。 しかし、英国諸島やその他の諸国が、オンライン賭博の合法化

に踏み切り始めている。 早くから儲けの大きいオンライン賭博ビジネスを着目した

BetOnSports.com は、カリブ諸島の Antigua にベースを持ち、2004 年 7 月には、LON 証券

取引所に上場している。 そして、アメリカからの収入で、事業を成功させている。 
世界第 2 位のオンライン ポーカー賭博の PokerStars.com は、そのオペレーションをコスタ

リカから英領のマン島に移し、今年末までには上場を計画している。 その他、多くのオ

ンライン賭博が、ブームに乗って、英国証券取引所への上場を検討している。 
 

上場で最も成功したのが、今年 6 月にロンドン証取に上場したジブラルタルに本社を置く、

世界最大のオンライン賭博 PartyGaming だ。 596 千人（内 87％が米国人）のアクティブ

な登録会員を擁している。（2004 年） 上場初日の株価は 116 ペンス（232 円）をつけ、85
億㌦（9,350 億円）の資金を調達（raising about $8.5bn）、今週には、FTSE100 銘柄の仲間入

りする勢いだ。 株価は、現在、163 ペンス（336 円）まで上昇している。 （PartyGaming
上場に付いては、「情報 174」 7 月 1 日参照） 
 

米国法を気にしているオンライン賭博が居ない訳ではない。 英国をベースにしている
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Betair がそれだ。 この会社は、米国人の参加を受け付けない。 そして、スポーツ賭博

は勿論の事、実際に起こる事全てを賭けの対象にしている。 例えば、2008 年の米民主党

の大統領候補は誰になるのか？とか、ミュージック ビデオの MTV 賞は誰が獲得するかな

どが賭けの対象になっている。 彼等は、Goldman Sachs と Morgan Stanley を使って、上場

の可能性を検討している。 Betair は、米国が、オンライン賭博禁止を強化すると見てい

る。 事実、米上院の一部には、オンライン賭博の掛け金の銀行送金とクレジットカード

決済を禁止する法案を検討している。 
 

ある業界通は、「米国は、オンライン賭博が規制可能と言う錯覚を持ち続けている」、「そし

て、インターネット等存在しなかった半世紀も前の法律で、現代のハイテク ビジネスを取

り締まろうとしている」、「その間に、カリブのオフショアーや英国が、オンライン賭博ビ

ジネスの大きな恩恵を独り占めにしている」と語っている。 「米国は、成長著しいビジ

ネスに参加出来ず、そこからの税収も、見す見す見逃している」と言っている。 
 
 
 

9 月 6 日、世界最大のオンライン賭博 PartyGaming の株価が、156 ペンスから 105 ペンスに

▲33％急落した。 上場価格の 116 ペンスも割り込んでいる。 昨年＋24％も上昇したプ

レイヤーからのコミッション収入が、今年の 7 月に、前四半期比で僅か＋4％の上昇に止ま

った事が、株価に反映されたのだ。 神経質な投資家が、オンライン賭博のピークが過ぎ

たのではないか？と懸念したのだろう。 PartyGaming の株価の急落は、Sportingbet（▲

16％）と Empire Online（▲11％）の株価にも影響している。 PartyGaming の中間決算は、

収入$437.4m（480 億円）（前年比＋81％）、利益$186.3m（200 億円、＋27％）の増収増益

で、一時的なコミッション収入増の鈍化は問題でないと言っている。 なお、同社の収入

の 86％は、米国のプレイヤーから稼いでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上場 6 月 28 日 高値 179.5P 安値 98P、時価総額 63 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1 兆 2,600 億円） 
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一方、スポーツ賭博の Sportingbet（LON 上場）は、Empire Online（2 ヶ月前に LON 上場）

を、£791m（1,580 億円）で買収するオファーを出している。 Empire Online は、オンライ

ン賭博サイト業界のマーケティング プロバイダーで、オンラインとオフラインのマーケテ

ィング テクニークを駆使して、新しいプレイヤーを、第三者オペレーターが運営するオン

ライン ポーカーやオンライン カジノの賭博サイトに呼び込む事を専門にしている。 顧

客には、888.com, Pacific Poker, Casino-on-Net, PartyGaming が存在する。 
Sportingbet と Empire Online の合併は、今後予想されるオンライン賭博業界の、コンソリの

前触れ的存在と見られている。 
9 月 4 日の GLOBE [online]（イスラエル）は、Empire Online に対して、他のオンライン賭

博企業から、15 億㌦（1,650 億円）の株式公開買付（株価 2,７ﾎﾟﾝﾄﾞ）のオファーがあった

事を伝えている。 

 

 

上場 6 月 高値 287P 安値 146.5P、時価総額 826m ﾎﾟﾝﾄﾞ（1,652 億円） 

6 月 30 日までの 6 ヶ月間 収入$42m（46 億円、前年比 2.6 倍）、利益$21.2m（23 億円、前年比 2.5 倍） 

 

 

過去 1 年間 高値 386P 安値 96P、時価総額 1.24bn ﾎﾟﾝﾄﾞ（2,480 億円） 

4 月 30 日までの 9 ヶ月間 収入 1.19bn ﾎﾟﾝﾄﾞ（2,380 億円、前年比 NA）、利益 31.4m ﾎﾟﾝﾄﾞ（63 億円、前年比 NA） 
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ジブラルタルに拠点を置く 888.com が、LON 上場を行いつつある。 この上場は、先の 6
月の PartyGaming 上場に次ぐ大手のオンライン賭博の上場。 
888.com は、世界 150 ヶ国に 2,000 万人以上の会員を持つ、会員数では世界一のオンライン

賭博企業で、この上場により、時価総額 £700m（1,400 億円）の企業が誕生する。 
オーナーのイスラエル人 Avi and Aharon Shaked 兄弟（70％所有）と Ben-Yitzhak ファミリー

（23％所有）は、25％から 30％の株式を売却し、£200m（400 億円）のキャッシュを得る

事になる。 
今年 1 月～6 月の収入（殆どが米国からの収入）は、前年比＋50％の$123,7m（136 億円）、

営業利益は＋29％の$25,4m（28 億円）を計上している。 888.com は、Reef Club Casino, 
Casino-on-Net, Pacific Poker のブランドを所有している。  
 
 
 

9 月 7 日、UKbetting（LON 上場）は、2005 年上半期の決算で、▲£330m（660 億円）の

税引き前損失を計上したと発表した。 これは、前年度の損失▲£1.72bn（3,449 億円）か

らの大幅減少である。 UKbetting は、競争他社の広告は減少したものの、2004 年欧州サ

ッカー大会の広告収入が増加した上に、ポーカ

ーとカジノの収入増が、この決算に影響してい

ると語っている。（UKbetting の収入の 71％は、

英国のオペレーションから得ている。） 登録

会員数は、月間 7,300 人増加し、308,000 人に到

達している。 スポーツコンテント ネットワ

ークのユーザーは、延べ月間 850 万人（＋44%）

に達している。 ■ 
 

 

 

DTW, 9/7/2005; FT.com, 9/7/2005; channelnewsasia.com, 9/7/2005 

4. Airlines Could Face Fatal Blow From Hurricane Katrina 

 カトリーナ、幾つかの米航空会社に引導を渡す？ 

 

米エネルギー庁は、「年末までに、ガソリン価格は、2.60 ㌦/ｶﾞﾛﾝまでに落ち着くだろう」、

「そして、来年初めには、更に▲20 ｾﾝﾄ低下するだろう」と言う見通しを、上院のエネル

ギー委員会のヒアリングで述べている。  
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先週、ガソリン価格は、+45.9%上昇して、3.069 ㌦/ｶﾞﾛﾝ（1 年前比＋66%）と 3 ㌦の壁を突

破した。  
 

一部には、原油価格ﾊﾞﾚﾙ 100 ㌦を予想している人達がいる。 
議会では、以下が議論されている。 

 

① ガソリン税徴収の一時中止（gas tax holiday） 
② 燃油高騰により巨額利益を得たオイル企業の利益還元 

（The Windfall Profits Rebate Act） 
③ 1970 年代のガソリン価格統制の復活 
④ 便乗値上げの徹底的調査とその排除 
⑤ アラスカ保護地区を含む新規油田開発 

 
 

9 月 6 日、政府の戦略石油備蓄（SPR）の放出で、原油は、一斉に値を下げている。 
NYC 市場で、10 月デリバリー light sweat crude     ▲1.61 ㌦ → 65.96 ㌦/ﾊﾞﾚﾙ 
LON 市場で、10 月デリバリー Brent North Sea crude ▲18 ｾﾝﾄ → 64.67 ㌦/ﾊﾞﾚﾙ 
(Brent North Sea は、9 月 2 日と 5 日の両日合計で、▲3.0 ㌦下げている。) 
(不足しているのはガソリン等の石油製品であるため、備蓄原油放出は、高騰するガソリン

価格の緩和には余り貢献しないと言うコメントが、一部に存在する。) 
 
 

メキシコ湾沿岸の 3 個所の製油所が再開し、4 箇所が間もなく再開されるだろう。  
Alabama, Louisiana, Mississippi の 6 つの製油所が閉鎖されている。 他の 6 つの製油所は、

政府放出原油を使用して、オペレーションを行っている。 
米国の 1/4 の石油供給を支えているメキシコ湾沿岸のオフショアーオイル生産は、回復に

向かっている。 9 月 5 日夜現在、69.57%の原油生産と、54.13%の天然ガス生産が、依然

として停止している。 海上石油リグからは、265 人が避難したままとなっている。 
 
 

以上が、カトリーナ襲来後の、オイル関連情報である。 
ジェット燃料で生きている航空への影響は、深刻なモノがある。 
 

ジェット燃料価格が記録的な高騰を継続している最中に、ジェット燃料が一部の空港で不

足気味となっている時に、そして、一部の航空会社が、潜在的なキャッシュ フローの減少

に悩まされている時に、全く悪い時に、カタリーナがやって来てしまったものだ。  
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ハリケーン襲来以降、ジェット燃料は、+22％上昇して、2.30 ㌦/ｶﾞﾛﾝ近くまで急騰してい

る。 ATA（Air Transport Association）は、この被害により、ジェット燃料供給が、▲13%
低下すると予想している。（FAA は、航空サービスの混乱に繋がる可能性は少ないと、ATA
報道を低く見積もっている。） 
 

9 月 5 日のレーバーデー休暇から、勤労感謝の祝日にかけてのマイカー旅行と、今冬の暖

房燃料の消費量如何では、ジェット燃料価格は、大きな影響を受ける事になるようだ。 
9-11 以降、SARS、景気後退による需要減少、燃油の高騰と、悪い事続きの航空業界では、

暖冬になるなどと楽観的な期待を抱かない方が良さそうだ。 
 

今回のハリケーン襲来で、最も深刻な影響を受けるのは、Chapter 11 申請待ったナシとな

っている DL、Independence、NW の 3 社だろう。 
NW は、比較的潤沢な手元流動性を保有しているので、○イ  労務費削減の組合譲歩、○ロ  債
務のリファイナンス、○ハ  年金積み立て不足の繰り延べ特別法制定、があれば、何とか

Chapter 11 を逃れる事が出来るかも知れない。 
DL と Independence は、Chapter 11 申請不可避で、7 ラウンドのノックアウトパンチが、4
ラウンドに早まるかの如くの状態に居る。 Independence は、Chapter 7（清算）と言うこ

とになるだろう。 
 

アナリスト達は、今回のカトリーナの影響で、米航空会社間のコンソリが進展すると見て

いる。 Airline Forecasts代表で、チーフアナリストのVaughn Cordleは、「DLとNWがChapter 
11 となれば、同じスカイチームの両社は、合併する事になるのではないか」と言っている。 

彼は、「AA が NW を欲しがっている、と聞いた事がる」とも言っている。 
 

DL は、B767 型機 11 機を ABX Air（貨物会社）に売却し、第 2 のハブ空港 Cincinnati の便

数を▲26%削減し（12 月から）、余裕となる機材を、より儲かる国際線にシフトさせる。 
Cincinnati では、この減便により、凡そ 1,000 人が職を失う事になる。 
 

NW は、油費の高騰のために、10 月から NYC＝TYO 線を運休すると 9 月 6 日発表した。 

同区間の旅客は、DTT 若しくは Minneapolis 接続を余儀なくされる事になる。 NW は、

NYC 線に使用している B747-400 型機を LAX=TYO 線に廻し、LAX 線で使用している燃料

消費の大きい経年機の B747-200 型機を退役させる。 
NW は、スト中の整備員組合 AMFA に、代替要員として臨時雇用している整備員を、9 月

16 日からパーマネント採用に切り替える手続きを開始すると通告した。 NW と AMFA
は、9 月 8 日より労使交渉を開始する。 ■ 
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5. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通 TD  
 

（１）ハリケーン カトリーナ 法人取扱旅行社 TQ3 の緊急支援活動 
TQ3 の oil and gas and marine services（OGMS）部門が、ハリケーン Katrina の襲来で大活躍

している。 米国の主要なオイル企業の製油所やプラントが集まっている New Orleans と
Biloxi 地区は、今回のハリケーンで大きな被害を受けている。 TQ3 の OGMS は、ハリケ

ーンがガルフ沿岸に近づいた時から臨戦体制に入り、この地域のオイル・ガス企業従業員

の所在を全て把握し、ハリケーン襲来が予想されたコースのプラントや海上リグの重油採

掘現場から社員達を素早く避難させるのを支援した。 ハリケーンが去った後は、被害に

会った施設の復旧のために、避難させた人達を、今度は出来るだけ早く現場に送り返すの

を助けている。 その為のチャーター機からレンタカー予約迄の一切の手配を代行したり、

或は、家を無くしてホームレスになった人達の宿泊先を確保したりしている。 
OGMS 部門は、契約している法人顧客数千人の人達の、インドネシア、ブラジル、西アフ

リカや、石油が出なければ誰も行かない場所を含む

その他の地域と米国間、或は、その地域間の、移動

の手配を取り仕切っている。 そして、例えばガボ

ンでクーデターが発生した時の様な、いざと言う時

を想定して、そこで働く人達の緊急避難をさせる訓

練を行っている。(DTW, 9/6/2005) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）SkyTeam パートナーズ 米競争法適用免除申請を修正 
DL 航空と NW 航空及び SkyTeam パートナーズは、先に DOT に申請した、米競争法適用

免除（イミュニティー）の範囲を、「米国国内線を除く全路線」から「大西洋線」のみに修

正した。 これは、先月中旬の、DOJ の、「米国内線メジャー2 社（DL＋NW）への競争法

免除は好ましくない」と言うネガティブなコメントに対応した措置と見られている。 大

西洋線に限定する事で、DL と NW は、この申請が、いささかも国内線の競争に影響を及

ぼさないと言う意思表示を DOT に示している。 現在、SkyTeam メンバーである AZ、AF、
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DL、Czech は大西洋線で、及び、これらの 4 社と KE（SkyTeam メンバー）は、太平洋線

で、DOT から、既に、夫々イミュニティーが認められている。（DTW, 9/1/2005） 
 

（２）中国 台湾機の領空通過を 9 月 5 日深夜から認める 
中国政府は、台湾から申請のあった、CI 航空、Mandarin Airlines（CI 子会社）、EVA Airways、
Uni Airways（EVA 子会社）の 4 社の中国領空通過を、9 月 5 日深夜から認める。 1949 年

以来、台湾政府は、中台間の直行航空路を認めていない。 今年 2 月の春節に、初めて中

台双方の企業による直行チャーター便が運航されたが、台湾は、台湾機の中国領空通過に

ついては、中国の容認姿勢があったにもかかわらず、今まで許可して来なかった。 今回、

燃料の高騰により、これを承認する。(channelnewsasia.com, 9/2/2005) 
 

（３）AF-KL 第 1 四半期好決算 年度利益見通し上方修正 燃油高騰下にも拘わらず 
世界一（年商ベース）の AF-KL 合併会社の第 1 四半期決算（4 月～6 月）は、前年の 175m
ﾕｰﾛ（228 億円）を上回る、223m ﾕｰﾛ（290 億円）を達成した。 収入は、＋5.5％の 52 億

ﾕｰﾛ（6,760 億円）。 この好決算は、需要回復による収入の増加と、燃料ヘッジによるもの。 

AF-KL は、今年度の燃油消費量の 83％をヘッジ、第 1 四半期では▲176ｍﾕｰﾛ（229 億円）

の燃油費の削減（▲18％）を達成している。 決算発表の場で、同社は、年度の見通しに

ついて、昨年度を大幅に上回る見通しであると語っている。 
部門別の第 1 四半期実績は、旅客営業利益+35％の 176ｍﾕｰﾛ、貨物営業利益▲39％の 11m
ﾕｰﾛ（14 億円）、整備部門は、倍増の 14m ﾕｰﾛ（18 億円）であった。 
なお、AF-KL の第 1 四半期決算には、Amadeus 株の売却利益（pre-tax capital gain）569ｍﾕ

ｰﾛ（740 億円）が含まれている。 AF-KL は、Amadeus 株の売却で 818ｍﾕｰﾛ（1,065 億円）

の現金を手にしたが、Amadeus 持ち株会社の 23％株式を取得するために、200ｍﾕｰﾛ（260
億円）を、エクイティーとローンに投資している。(FT.com, 9/2/2005) 
 

（４）LHR 空港 2008 年 3 月 31 日供用開始 スケジュール通り工事進行 
 9 月 1 日、LHR 空港で、Alistair Darling 運

輸次官を招いて、LHR 空港第 5 ターミナル

（T5）（収容人員年間 3 千万人）の上棟式

（topping ceremony to mark completion of the 
structure）が行われた。 同ターミナルは、

総工費 42 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（8,400 億円）をかけて

BAA が建設しているもので、完成後は、BA
の専属ターミナルとして運用される。 

Heathrow handles 65 million passengers a year 
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BA は、T5 移転で、LHR に於ける初め

ての単一ターミナル運営が可能になる。 

同社は、この千載一遇のチャンスを活

かして、今までのワーキング プラクテ

ィスを一掃して、効率的な T5 運営を目

指しているが、先月の Gate Gourmet の
労使紛争に見られる如く、労使間の隔

たりはかなり大きく、その実行には紆

余曲折が予想される。 
T5 は、現在既に 65％の完成を見ており、

BAA は、工事スケジュールでも、予算

でも、計画通りに進んでいるが、完成

までの最大のリスクは、“労使関係”と

言っている。(FT.com, 9/2/2005) 
 

（５）ノースウエスト パイロット組合 2 回目のコスト削減労使協議開始に合意 
NW のパイロット組合（ALPA）は、9 月 1 日の組合執行部会議にて、会社側から要請のあ

った、2 回目の賃金とベネフィットのカットに関する労使間協議の開始に合意することを

決定した。 組合は、協議拒否は、Chapter 11 申請を早めるだけだ、と語っている。 
組合は、2 回目のコスト削減協議では、会社は、1 回目の▲265ｍ（292 億円）を上回る、

▲322ｍ（355 億円）のパイロットの給与とベネフィットの削減を要求して来るだろうと言

っている。 整備員組合（AMFA）は、▲＄176ｍ（194 億円）のカットに反対して、8 月

20 日よりストに入っている。(nytimes.com, 9/2/2005) 
UA は、NW のスト突入時から、密かに NW 旅客に e-メールを送付し、UA 搭乗に対して

ダブルマイルの提供を申し出ている。 NW は、即マッチングしたが、UA のコスイ行為

に激怒している。 NW は、証券取引委員会へ提出した資料の中で、手元現金は、2 ヶ月

前の 21.4 億㌦（2,350 億円）から 17 億㌦（1.870 億円）に減少し、第 3 四半期欠損は、▲

$350m～▲$400m（385 億円～440 億円）に上る

見通しである事を伝えている。 ハリケーンの

影響如何では、収支は、更に悪化する可能性が

あると言っている。  (nytimes.com, 9/6/2005) 
FAAは、NWの安全性について検査を開始した。 

これは、NW に配置された FAA のインスペクタ

ーより、NW の安全性について疑問が先週提起

されたための措置。(Reuters, 9/6/2005) 
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（６）ユーエス航空 年金問題クリアー、合併前の全ての問題を解決 
US 航空は、9 月 2 日、破産裁判所から、同社の年金債務の PBGC（年金保険機構）移管の

承認を取り付けた。 実際の年金債務 27 億㌦（2,970 億円）の PBGC 移管は、来年の 2 月

が予定されている。 US は、積み立て不足年金基金の PBGC 肩代わりの見返りに、$13.5m
（15 億㌦）の現金と、$10m（11 億円）の手形（note）、及び、70％の unsecured creditors’ stock
を、PBGC に供出する。 （この年金は、客室乗務員、整備員、その他の非組合員のため

のもので、パイロット年金は、前回の Chapter 11 時に、既に PBGC 移管が終了している。） 
① 数日以内に予定されている US 債権者委員会の US 再建計画の承認、② America West
の株主総会（9 月 13 日）での合併承認決議、③ 破産裁判所の合併に関する最終承認を経

て、いよいよ US と America West の合併が完了する。(FT.com, 9/3/2005) 
 

（７）ボーイング 18,000 人の工場従業員ストに突入 
 Boeing の工場従業員が 9 月 1 日深夜から無期限のストに

突入した。 組合 International Association of Machinists and 
Aerospace（IAM）は、新たな 3 年間の Labor Agreement で、

月間 80 ㌦の年金基礎額と、ジョッブセキュリティーの強

化を求めている他、メディカルケアーの会社案に反対して

いる。 Boeing は、66 ㌦の年金基礎額と、5.5％の賃上げ

（平均年収 59,000 ㌦が 62,500 ㌦賃上げされる）を提示し

ている。 組合は、役員が多大なボーナスを貰っているの

に拘わらず、従業員の待遇に厳しいのはおかしい、と非難

している。 Boeing は、僅か 4 ヶ月間、暫定会長と暫定

CEO を務めた CFO と筆頭役員の 2 人の役員に対し、200
万㌦（2.2 億円）のストックオプションを支払っている。  
前回の Boeing に於けるストは、1995 年の 69 日間。 収支改善を達成し、エアバスとの熾

烈な戦いに勝機を見出し始めた矢先のストで、Boeing は、少なからず痛手を蒙るようだ。 

今年の Boeing の商業機販売機数は 320 機で、現在のところ、エアバスの 276 機を上回って

いる。 ストによる損失は、1 日当たり$70m（77 億円）と見積もられている。(nytimes.com, 
9/3/2005) 
 

（８）チャイナ航空 中国貨物航空会社に資本参加 
台湾最大の航空会社 CI 航空が、中国の Yangtze River Transport の 25%株式を、312.5 百万元

（43 億円）で取得する。 CI の他、Wan Hai 及び Yang Ming の台湾大手のコンテナ海運会

社 2 社も、夫々6%の株式を取得する。 台湾政府は、現在、中国への台湾機の乗り入れを

許可していないため、成長著しい中国航空貨物市場への台湾企業の参入は、中国企業への

情報 184（平成 17 年 9 月 8 日）  TD 勉強会 18



資本参加による方法しか考えられない。 台湾企業によると、Yangtze River Transport への

資本参加は、台湾企業の他、Cargolux（ルクセンブルグ）が参加する模様。 
Yangtze River Transport は、2002 年に設立された貨物輸送、クーリエ、ロジスティック サ
ービスの会社で、米投資家の George Soros の会社が 15％の株式を所有する Hainan Airlines
の支配下にある。 CI のライバル台湾企業である EVA 航空は、略 1 年かけて、上海航空

と中国合弁企業の設立を模索している。 両社は、現在、マカオ経由で、中国台湾間にジ

ョイント カーゴ サービスを提供している。 
これとは別に、CI は、中国東方航空の貨物部門と、EVA は、上海航空と、それぞれ資本参

加の協議を持っている。(FT.com, 9/5/2005) 
 

（９）タイガー（シ LCC）燃油サーチャージ徴収せず 
Tiger Airways は、燃料の高騰があるにもかかわらず、ここ当面は、燃料サーチャージの徴

収は実施しないと語っている。 サーチャージ徴収よりも、低運賃による需要開発を追求

すると言っている。 ValuAir や JetStar のコメントは、聞き出せなかった。

(channelnewsasia.com, 9/5/2005) 
 

（10）中国国際航空 燃料高騰で減益▲25% 中間決算 
Air China は、中間決算で、中国国内航空需要の増加があったにもかかわらず、燃料費の高

騰で、前年を▲25%下回る利益 591ｍ元（80 億円）（前年同期は 788ｍ元）を計上した。 中

国大手 3 航空会社の間では、利益計上出来た唯一の航空会社。 収入は、＋14.7％増加し、

148 億元（2,000 億円）であった。 Air China の便数の略半分は国際線で、ビジネス旅客が

他社よりも多い事が黒字決算の要因に挙げられている。 中国国内線は、政府の統制価格

により、国際的価格よりも高い燃油を購入させられている。 政府は、7 月より、国内線

で、燃料サーチャージの徴収を許可した。 
       中国大手 3 社の中間決算       単位：百万元 

 2005 中間 2004 中間 

Air China ＋591 +788 

China Southern ▲907 +266 

China Eastern ▲471 +346 

 

（11）BAE System、 エアバス株放出を否定 
BAE System は、同社が保有しているエアバス株 20%の売却の意図は無いと、最近数ヶ月

間業界に流れていた、「BAE は、エアバス株を売却して、米防衛関連企業の買収資金に充

当するのではないか」と言う噂を否定した。 BAE は、スパージャンボ A380 型機の就航

がもたらすであろう、今までの BAE の投資効果を見極めたいと語っている。 BAE が保

有するエアバス株は、現在、25 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（5,000 億円）のバリュｴｰションをつけている。 
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BAE は、中間決算で、前年の 4 倍の 275ｍﾎﾟﾝﾄﾞ（550 億円）の利益を計上する模様。 
(FT.com, 9/6/2005) (Bloomberg.com, 9/6/2005) 

 
（12）エアーアジア（マ）A320 型機 33 機購入の資金確保 
東南アジア最大の LCC AirAsia（マ）が、A320 型機×33 機（2005 年 12 月～2 年間で導入）

の購入資金（機材導入時点から 12 年間の返済期間を持つローン）を確保した。 AirAsia
は、合計 60 機の A320 型機を購入するが、残る 27 機（2008 年～2009 年導入機）の購入の

資金調達は、来年末までに決定される模様。 60 機（オプション 40 機）は、現有の B737-300
型機 28 機を更新する。 AirAsia は、6 月で終了した年度決算で、昨年 10 月の株式上場時

の見通しを▲30％下回る、111.63ｍﾘﾝｷ （゙33 億円）の利益を計上した。(channelnewsasia.com, 
9/6/2005) 

 
（13）UA 航空、再建計画 破産裁判所に提出 
UA 航空の親会社 UAL は、9 月 7 日、破産裁判所に再建計画を提出し、いよいよ Chapter 11
離脱の正式手続きを開始する。 この再建計画で、UAL は、既存の株式を抹消し、約 300
億㌦（3 兆 3,000 億円）に上る無担保債務に対して新株を発行する。 
債権者（組合を含む）、航空機メーカー、PBGC は、再建計画に反対であれば、12 月まで

に、破産裁判所にファイルしなければならない。 
スムースに事が運べば、1 月の公聴会での最終承認を経て、2 月 1 日に Chapter 11 離脱する

スケジュールとなる。 UAL は、2002 年 12 月に Chapter 11 申請後、3 年以上を経てヤッ

ト通常の事業運営に復帰する。 UAL は、

この間に▲70 億㌦（7,700 億円）のコス

トを削減し、レガシー航空会社の間では、

最もコストの低い航空会社に変身したと

言っている。 Chapter 11 離脱時の債務は、

110 億㌦（1 兆 2,100 億円）が予定され、

この内、30 億㌦（3,300 億円）が、エク

ジット  ファイナンスに相当する。

(FT.com, 9/7/2005) 

UA の再建計画は、燃油単価を 1.48 ㌦/ｶﾞ
ﾛﾝとして作られている。 これは、先週

の 2.23 ㌦/ｶﾞﾛﾝを大幅に下回っている。

（FT.com, 9/7/2005） 

"United Airlines files for bankruptcy" 
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（14）中国南方航空 エアバス A330 型 10 機発注 
China Southern Airlines が、A330 型機 10 機（A330-300×8 機＋A330-200×2 機）の追加購入

契約を締結した。 導入は、2007 年から 2008 年。 China Southern Airlines のフリーとは、

A319 × 14 機 
A320 × 27 機 
A321 × 10 機 
A300 ×  6 機 
A330 ×  4 機 
同社は、今年 4 月 21 日に、スパージャンボ A380 型機 × 5 機を発注している。

(asiatraveltips.com, 9/6/2005) 
 

（15）インド政府、インディアン航空用エアバス 43 機の購入を承認 
インド政府は、長く遅れていた、国営の Indian Airlines 用のエアバス 43 機の購入（リスト

プライスベース 22 億㌦≒2,420 億円）を承認した。 この発注（A319×20 機、A321×19
機、A320×4 機）は、2 年以上前に Indian Airlines の取締役会で決定されていたが、政府の

承認手続きに時間が費やされていた。  
このエアバス機購入は、国営の Air India の、B787 型機×50 機（リストプライスベース 70
億㌦≒7,700 億円）購入と良く対比される。(channelnewsasia.com, 9/7/2005) 
 
 
 

 水 運  
 

（１）クルーズライン国際協会（CLIA） 第 2 四半期に 266 万人のクルーズ客集客 
CLIA（Cruise Lines International Association）は、第 2 四半期に、前年を+2.3％上回る、266
万人のクルーズ客を集客した、と発表した。 北米客は、+6.2％の 241 万人であった。 オ

キュパンシーは、101.7％と前年同期を＋１％P 上回った。 上半期の集客数は、530 万人。 

短期クルーズ市場が、僅かながら上昇している。 昨年 31.2％から、今年は 34.8％に短期

クルーズ客（1 日から 5 日間クルーズ）の構成比が上がっている。（上半期実績） クルー

ズ旅行の平均日数は、7.33 日（昨年は 7.09 日）(DTW, 9/2/2005) 
 

（２）ティユーイ（独）CP シップス買収 
CP Ships（トロント上場、英国ベース）のコンテナ海運会社（世界 16 位）が、17 億ﾕｰﾛ（2,210
億円）で Tui（独）に買収されて、Hapag-Lloyd（世界 13 位）と統合されると、大西洋に於

ける強力なコンテナ船会社（世界 5 位）が誕生する。 アナリストは、Tui が支払う買収

価格は、20 フィーt ト コンテナ当たり 12,371 ㌦に相当し、世界最大の AP Moeller-Maersk
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が、最近、CP よりもズーット大きい P&O Nedlloyd を買収した価格 6,084 ㌦の 2 倍以上に

なると言っている。（P&O Nedlloyd 買収価格は 28 億ﾕｰﾛ≒3,640 億円） 
Hapag-Lloyd は、両社の大西洋の路線網は重複しておらず、また Hapag-Lloyd の進んだコン

プユーターシステムへの CP システムの統合は、それだけで、年間▲180ｍﾕｰﾛ（234 億円） 
のコストセーブをもたらすなど、この買収は、大きなシナジーが期待されると言っている。 

CP Ships の 2004 年利益は＄69m（76 億円）、収入＄3.67bn（4,037 億円）。 Hapag-Lloyd は、

利益 278m ﾕｰﾛ（361 億円）、収入 2.69bn ﾕｰﾛ（3,500 億円）であった。 
Tui の CP Ships 買収は、フランスの CMA CGM と中国の China Shipping 等のカウンタービ

ッドと競争になると予想されている。(FT.com, 9/4/2005) 

 
 

（３）CMA CGM（仏）、Bollore ラインを$600ｍ（660 億円）で買収 
世界第 4 位の CMA CGM 仏コンテナ海運会社は、Bollore Group の Delmas 海運事業（世界

23 位）を$600ｍ（660 億円）で、買収すると発表した。 この買収により、CMA CGM は、

台湾の Evergreen Corporation を抜いて、世界第 3 位のコンテナ海運となる。 この買収は、

ここ数ヶ月間に於ける 3 番目の大型コンテナ海運の買収。 P&O Nedlloyd（英/蘭）の買収

により、ダントツ（2 位の倍以上）となるデンマークの AP Moeller-Maersk との差を縮めた

いコンテナ各社が、買収を活発化させている。 
Delmas 海運は Delmas, OTAL and Linea Setramar のトレード ネームにより、欧州アフリカ航

路のコンテナ輸送に携わっている。(FT.com, 9/6/2005) 
 
 
 

 陸 運  
 

（１） ボンバーディア（加） 台湾プロジェクトから撤退 
世界最大のラピッド トランジットとライトレイル システムのサプライヤーである

Bombardier（加）が、台湾の T$26bn（910 億円）の鉄道建設プロジェクトから撤退する。 

Bombardier は撤退の理由を、台湾政府の技術的要件が、プロジェクトの安全性を阻害して

いるため、と言っている。 このプロジェクトは、国際空港と台北都心間を結ぶ大規模高
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速トランジットシステムで、現計画のままで建設されると、非効率な運営とコストの大幅

超過を惹起し、且つ旅客の安全性が担保されない、と Bombardier が指摘している。 
多くの台湾大型インフラ プロジェクトは、大幅な遅れ、或いは、外資入札参加者の撤退な

どの理由により頓挫している。 外資の入札参加者は、台湾政府の国際慣行に従わない、

技術的ないし財務的の複雑な入札方法や契約手順が、撤退の理由と言っている。 空港と

都心間の高速鉄道建設計画も、国際入札者が撤退した 1997 年から進展が止まったままにな

っていたが、昨年、Bureau of Taiwan High Speed Rail のコンサルタントによって見直された

計画により、政府買い上げプロジェクトとして再スタートした。 
（当初計画は BOT） プロジェクトの入札期限は、9 月 7
日（水曜日）。 関連施設の建設 T$56bn（1,960 億円）の

入札期限は､今年末。 工事着工は来年 6 月で、営業開始

は 2012 年が予定されている。 (FT.com, 9/4/2005) 
（Bombardier は、リジョナルジェット機メーカーでもあ

る。） 

 
（２）ドイツポスト 英ロジスティック会社エクセル買収へ 
Deutsche Post が、英国のロジスティック会社 Exel を、38 億ポ

ンド（7,600 億円）で買収する交渉を行っている。 この買収

が成功すると、世界最大のロジスティック グループが誕生す

る。 ドイツ郵便グループは、Exel 株一株を 12 ﾎﾟﾝﾄﾞ以上と算

定し、現金と Deutsche Post 株式（注）による買収を計画して

いる模様。 また、年間 200m ﾕｰﾛ（260 億円）のコストシナジ

ーを提案し、Exel CEO John Allan に、Deutsche Post ロジスティ

ック部門の最高責任者（役員）のポストを用意している。  
（注）買収価格の約 1/3 は、増資（15 億ﾕｰﾛ≒2,000 億円以上）

による Deutsche Post 株で支払われる。 
Postal workers deliver mail in Germany 

Excel は、9 月 5 日、Deutsche Post に対して、デューディリジェンス（買収を前提とした帳

簿開示）を許可したと発表した。 買収が成立する場合は、DHL のロジスティック部門は

Exel に統合される事になる。 ライバル企業の UPS と Federal Express は、Exel 買収に興味

を示している。 Deutsche Post としては、Exel 買収を出来るだけ早期にまとめたいところ

であるが、高い買収価格に難色を示している同社の株主が存在している事もあり、買収の

成否はまだ予断が許されない。 Deutsche Post は、2007 年のドイツ郵便事業の独占運営権

消滅に備え、この買収を、郵便事業への依存を出来る限り減少させる計画の一環として捉

えている。(FT.com, 9/4/2005) 
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（３）米国製造業は死なず 

 
多くのアメリカ製造業が、自社プロダクトの製造を、労賃

の安い東南アジア諸国（特に中国/インド）にアウトソー

スしている。 
だからと言って、米国の製造業が死んだ訳ではない。 
世界銀行の調査によると、米国製造業の付加価値算出は、

全世界のそれの 23.8％を占めており、1982 年の 24.6%より

僅かしか減少していない。 
 

良く例に出される、アメリカ製品の代表的存在である、ハ

ーレーダビッドソン大型バイクの場合を見てみよう。 
確かに、ハーレーの、ショックアブソーバー、アルミホイ

ール、スピードメターなどのメーター、などは、米国で生

産されていないので、輸入に頼っている。 
しかし、皮製座席、サドルバック、フェンダー、タンク、

ブレーキシステム、ヘッドライトアッセンブリー、エンジ

ン、変速機、マフラーとエクゾーストは、全て米国製だ。 
勿論組み立ては、アメリカ（Kansas City）で行われている。 
 

アメリカを代表する、大型バイク（フェンダーだってアル

ミ製でプラスチックの安物ではない）は、絶対米国製でな

ければならないのだ。 
 

ハーレーは、25 年前に一時倒産しかけた。 しかし、マ

ネジメント バイアウトにより、▲40%にも上る従業員の

レイオフと、政府の大型バイク輸入規制（1983 年から 4
年間 700cc 以上のバイク輸入禁止）の恩恵をこうむり、需

要の回復にも恵まれ、見事に蘇生した。 現在 9.700 人の

従業員で、年間 339,000 台のハーレーを生産している。 会

社は、組合を経営に参加させ、レイオフ回避の見返りに、

組合から全面的な協力を獲得している。 
ハーレーの 2/3は 35歳～54歳のアメリカ人への販売だ。 

ベイビーブマー達が年を取って来るので、ハーレーは、

新規需要の開拓を、特に中国への販売（輸出）を検討し

ている。(nytimes.com, 9/4/2005) 
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Harley-Davidson is among the 

manufacturers that have largely resisted 

globalization. Above, Naomi Weaver works 

on a bike at a plant in York, Pa.. 

 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）ニューオルリンズのコンベンションが、開催地の変更を迫られている。 

 
(nytimes.com) 
 
 

 その他  
 

（１）米政府 パスポートプログラム 1 年延長 
予想されていた通り、米国務省と国家安全保障省（DHS）は、空路及び海路を使用した、

米国市民の帰国時の、パスポートの携行義務を 1 年間延長して、2006 年 12 月 31 日からの

開始とする。 陸路による帰国者への適用は、これも 1 年間延期して、2007 年の 12 月 31
日からとする。(DTW, 9/2/2005) 
 

（２）ヤフー 写真サイト Flickr 買収で誤算 
Yahoo が、今年の 3 月に買収した、写真のポスティングとシェアリングのサイト Flickr を
運営する Luidicorp で、躓いている。 Yahoo が、来年までに、Flickr のメンバー（120 万

人）に、Yahoo の ID 取得を義務づける決定を行ったところ、多くのメンバーが、「それな

ら脱退する」（mass suicide）と言い始めているのだ。 Flickr のメンバーには、オンライン
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の中で、自分達が最もクリエイティブなイメージ メーカーだと自負している人達が多く、

“Yahoo”と言う誰でもが参加するサイトを嫌っているのようだ。 ディジタル世界に生

きている人達の感情の機微を、シッカリ理解するセンシシビティーが要求されている。

(nytimes.com, 9/3/2005) 
 

（３）中国が、エネルギー消費と外貨準備高で世界第 2 位に躍進している 

 
(nytimes.com) 
 

（４）ギャップのオンラインサイトが 8 月 24 日から閉鎖されたままになっている 
米衣料品リテーラーの Gap の 3 つサイトが、8 月 24 日に、サイトデザイン刷新と機能のエ

ンハンスのために閉鎖された。 Banana Republic のサイトは、2 日後にオープンされたが、

最も人気の高い 2 つのサイト、Gap.com と Oldnavy.com は、未だに閉鎖されたままだ。 
この 2 つのサイトは、6 月までの半年間で＄209ｍ（230 億円）を売り上げている。（総収入

の 3％）（FT.com, 9/6/2005） 
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編集後記 
 
 
 
 

何時だったかの編集後記に、ハーレー ダビッドソンの性能向上は、日本の品質の良い部品

を使用しているためだと書いた。 “米国製造業死なず”（P.-24）では、ハーレーのかなり

の部分は、米国製だと書いてある。 
 

少し知ったかぶりをしてしまった様だ。 しかし、国産比率は何％なのか？ 知りたいと

ころでもある。 
 

この記事で印象に残ったのは、ハーレーの労使間の協調が、良く保たれている点だ。 
ハーレーは、レイオフを実施しないと約束する代わりに、組合に、賃上げの抑制や、仕事

の効率化で協力させている。 
 

米国を代表する、鉄の塊のマッチョな大型バイクを作っていると言う従業員達の“プライ

ド”が、労使協調を育んでいる様な感じもしないでもない。 何事も、“考え方”（マイナ

ス志向は負のモーメントにしか繋がらない）と、“やる気”が必要なのではないだろうか。 
 
 

そう言えば、労使間でもめている、NW や DL が Chapter 11 企業間近と言われ、欧州では、

BA が、LHR 空港で機内食が搭載されないどころか、夏場の旅客輻輳期に、全便欠航の事

態を招いてしまっている。 
 

逆に上手く行っている企業は、AA（CEO Gerald Arpey の Joint Leadership Team）や LCC
（jetBlue は、レイオフを実施しない）等である。 
 
 
 

全く当たり前の話であるが、労使間の協調は、特に難局に直面している企業には不可欠だ。 
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だけれども、原油価格がバレル 70 ㌦、ジェット燃料価格がガロン 2 ㌦を超えてしまう様で

は、何をもってしても、どうしようもない。  
 

（Chapter 11 を、3 年かけてヤットの事で離脱する UA の再建計画は、燃油単価をガロン

1.48 ㌦と想定して作られている・・・・。 先週のジェット燃料価格は、ガロン 2.23 ㌦に

跳ね上がっている。）(P.-20)   (H.U.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TD 勉強会 「情報 184」 （ 以 上 ） 
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