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TD 勉強会、11/14/2006 

1. 米主要航空会社の第 3 四半期決算実績 

 

米主要航空会社の第 3 四半期決算が出揃った。 DL と 6B を除いて、各社は黒字を計上（含

む実質的利益計上）している。 主要 9 社の P/L と特記事項を一覧表に纏めた。 

 REV OPP NP 備  考 

AA 
5,847 

(+6.6%) 

284 

(39) 

15 

(-153) 

一時的コスト除去 → 実質的利益+$114m 

confirmed flight change, purchased upgrade, 機内食販売、整

備受注増で$333m (+13%) 

UA 
5,176 

(+11.2%) 

335 

(165) 

一時的コスト除去 → 実質的増益+$95m 

人的生産性+6%、社員数▲3% 
190 

(-1,772) 
航空機稼働時間 11:25（過去 高） 

DL 
4,659 

(+8.1%) 

168 

(-240) 

52 

(-1,130)

一時的コスト除去 → 実質的損失-$46m 

機材編成 ▲4 機種削減 セキュリティー費用増+$40m 

社員 58,000→51,000 –12.1% 機材 682 → 607 –11% 

CO 
3,518 

(+17.2%) 

192 

(109) 

237 

(61) 

一時的収入&コスト除去 → 実質的利益+$146m 

ウイングレット装着等により、今年末までに、1998 年比、

ASM 当たり燃料消費▲25%改善 

NW 
3,407 

(+0.9%) 

366 

(-167) 

-1,179 

(-469) 

一時的コスト除去 → 実質的利益+$252m 

社員 33,700→32,700 –2.9% 

機材 409 → 373 –8.8%（mainline） 

US 
2,968 

(929) 

16 

(-83) 

-78 

(-99) 

一時的コスト除去 → 実質的利益+$101m 

オンライン販売 +21%増加 

昨年実績は、America West 社単独決算 

WN 
2,342 

(+17.7%) 

261 

(248) 

48 

(210) 

燃油ヘッジに関する主として将来の非実現 gains/losses 除

去 → 実質的利益 +$154m 

燃油ヘッジにより +$200m キャッシュ ゲイン 

HL 
935.7 

(+10.6%) 

-24.0 

(153.1) 

-17.4 

(90.2) 
一時的コスト&その他調整除去 → 実質的利益 +$77.9m

6B 

今後 3 年間の機材導入計画縮小 

来年度供給増 +14%〜+17%にトリミング 
628 

(+38.7%) 

41 

(14) 

-0.5 

(2.7) 
jetBlue.com 販売比率 77.7% → 78.7% 

終ページに、輸送諸元、ユニット単価などの詳細を網羅した表を添付した。 ■ 
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FT.com, 11/10/2006 

2. Airline Alliances 

 航空会社提携、アライアンス イールド管理が必要 

 

AC と UA の提携が、14 年前に、現在の航空会社間のグローバル アライアンスの基礎を築

いて以来、世界のネットワーク キャリは、依然としてアライアンスに於ける、完全なプラ

イシング スキームを探せないでいる。 提携各社の路線の、実際の需給を正確に反映した

座席のプライシング メカニズムを開発しない限り、アライアンス加盟航空会社は、 適販

売価格による効率的な路線の統合を実現できないだろう。 
 

アライアンスの潜在的ベネフィットは莫大なモノが有る。 1992 年以来、世界のネットワ

ーク キャリアは、3 つのアライアンス — Star Alliance; Sky Team; Oneworld — の成立に努力

して来た。 同盟を組む事によって、航空会社は、消費者に、より多くの目的地を低コス

トにより提供する事が出来るのだ。 理論的には、アライアンスによって、旅行者は、よ

り安い運賃、幅広い出発時間、 適な接続、より多くの路線のチョイスを得、提携航空会

社は、より多くの旅客（即ち収入増）を獲得する筈である。 航空会社は、座席 L/F を上

昇させ、路線便数を 適化し、販売・整備・スタッフ コストを削減出来る筈である。 換

言すれば、アライアンスは、旅客と航空会社の双方のウインウイン ゲームの筈である。 
 

Star Alliance は、UA, US, SQ, NZ とその他 14 社が加盟し、4 億 2,500 万人の旅客を輸送し、

加盟航空会社の統合された路線は、152 ヶ国 842 空港に展開している。 Sky Team は、

AF/KLM, CO, SU を含む 9 航空会社で構成され、149 ヶ国 728 空港に展開された路線で 3
億 7,300 万人を輸送している。 Oneworld は、BA, AA, CX, QF を含む 8 航空会社が、135
ヶ国 600 空港に展開した路線で、2 億 4,300 万人を輸送している。 
 
 

「アライアンスの基本的な考えは、機材を購入して路線を開設するよりは、より安いコス

トでネットワークを拡大する事にある」、と Tuck School of Business の Robert Shumsky 教授

が述べている。 彼は、ネットワーク キャリアのアライアンスには、① リジョナル キャ

リアとの提携と、② グローバル アライアンス提携の 2 つのタイプが存在すると言ってい

る。 

リジョナル キャリアとの提携では、リジョナルがネットワーク キャリアの長距離線ない

し国際線へ旅客を送り込むフィーダー便を提供する。 この提携は、ネットワーク キャリ

アが、LCC から競争を仕掛けられている短距離線を削減若しくは運休し、LCC が飛んで来

ない長距離線へシフトしているので、彼等にとって重要な提携となっている。 ネットワ
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ーク キャリアは、短距離線（フィーダー便）をアウトソースする事により路線編成の合理

化を実現し、リジョナルは、安定した受託手数料の収入を確保出来る、これには両者にと

ってのメリットが存在する。 通常、受託手数料は、便当たりの固定料金で決められてい

る為、搭乗旅客数の多寡には連動しない。 そして、ネットワーク キャリは、アウトソー

スしたフィーダー便のインベントリーからイールド管理までの全てを自分で支配する。 

従って、リジョナルは、巨大な予約システムを保有しないで済む事になる。 その結果、

今では、リジョナル キャリアのトラフィックが劇的に増加している。 
 

もう 1 つタイプであるグローバル アライアンスは、供給に従ってコストを支払うので、加

盟航空会社に大きなリスクが有ると Shumsky 教授は述べている。 彼は、この様なアライ

アンスが成功するかどうかは不透明だと言っている。 加盟航空会社は、同等の意思決定

権を有し、例えば、CO 航空は、NW 航空に予約システムをオープンにしない。 彼等は

幾つかの路線でお互いに競争関係にあると同時に、幾つかの路線で提携関係にある。 従

って、同一路線を運航する特定路線では、相互の 適供給を決める方法を見つけ出さなけ

ればならないが、どちらもライバル キャリアに路線を明け渡す事が出来ないでいる。 つ

まり、各社の利害は一致しないのだ。 航空会社は、アライアンスを悪用する事が出来る。 

提携先の航空会社の犠牲に基づいて自分自身の 適化を目論む航空会社が存在する、と

Shumsky 教授は言っている。 アライアンスの大きな課題は、収入をどう言う風に分配す

るかの問題だ。 航空会社は、アライアンス イールド管理の為の意思決定支援システムに

極めて熱心に取り組んでいる。 
 

Shumsky 教授は、航空会社のアライアンスの収入分配を、次の 4 つモデル、即ち①Hard 
Blocks、② Static Proration、③ Dynamic Proration、④ Soft Block、に分類している。 夫々

のモデルの概要は次の通りである。 
① Hard Blocks、 
第１世代のプライシング パッケージで、提携先の他社からの“座席ブロック買い”を指す。 

ブロックした座席に対する需要予測が困難な点がこのモデルの難点。 
② Static Proration、 
①の欠点を補うのが、この第 2 世代のシステム Static Proration で、収入を按分（通例は 30/70
ベース）して分配する。 しかし、このシステムも、収入 適化には力を発揮出来ないで

いる。 例えば、マルチ レッグ便で、2 番目のレッグの客況が良い時に、このレッグの価

格を上げられない。 

③ Dynamic Proration、 
これは、座席数と需要予測の組み合わせにより収入を決定する方法である。 しかし、こ

のモデルも需要予測に基づいている。 
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④ Soft Block、 
このモデルでは、需要を考慮して、各レッグの座席をダイナミックに売り買いする事が出

来る。 従って、Soft Block のプライシングは、路線 適化と、供給の効率的配分を可能

にし、アライアンスを安定させ、加盟航空会社に対するより大きなコスト ベネフィットの

提供を約束する。 そして、このモデルは、航空会社アライアンス間の競争を激しくする

だろう。 勿論、Soft Block プライシングを日常的に動かすには、未だ幾つかの課題が残

っている。 航空会社の収入管理システムは独立していて、航空会社間で、お互いに会話

する事に極端に弱く出来ている。 しかし、Shumsky 教授は、向こう数年間で、このモデ

ルが使われる様になるだろうと予想している。 その時には、航空会社も旅客も、長い間

求め続けて来たアライアンスの完全なベネフィットをエンジョイする事が出来るだろう。 

夜間便で、1 列の座席を占拠して寛いでいた旅客は、もう、そんな事は出来なくなる。 ■ 
 
 
 
TDR Vol. 14, No. 22,  November 8, 2006 

3. TDR 11 月 8 日号の要約 

 

Travel Distribution Report 11 月 8 日号は、以下の 3 つ記事を掲載している。 
（１） LCC は、GDS 無しで遣って行けるのか？ 
（２） インドのオンライン旅行市場 
（３） アマデウス、旅行検索ニッチにサービス提供 
以下に、各記事の要約を記す。 
 

（１） LCC は、GDS 無しで遣って行けるのか？ 
Can LCCs GO GDS-Less In Today’s Market? Experts Weigh In 

JetBlue welcomes back Worldspan, adds Amadeus. 
 

・ jetBlue が、GDS に復帰している。 
・ 何処よりも 高のL/Fを達成しているのでGDSは必要でないと言っていた jetBlueが豹

変している。 
・ GDS 復帰の理由は、法人旅行市場への参入を狙っているからだ。 彼等のハブが、ビ

ジネス旅客が多い NYC である事も、法人旅行市場参入戦略を後押ししている。 
・ Embraer 190 型機の小型機の、多頻度で 2 次的 3 次的なビジネス路線への投入も、GDS

チャネルの復帰を促している。 
・ jetBlue は、JFK で国際線とのインターライニングを考えているのかも知れない。 GDS
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に参加せずしてインターライニングするのは簡単ではない。 
・ しかし、他の LCC が、この jetBlue の動きに追随する訳ではなさそうだ。 流通戦略は、

航空会社のビジネス モデルと利用可能なオポチュニティーによって異なって来るモノ

だ。 
・ GDS チャネルを採用すると、幾つかのコントロールを放棄せざるを得ない代償を航空

会社（LCC）は支払わなければならない。 旅行者は、 早、航空会社の顧客ではなく

なり、旅行社の顧客となってしまう。 伝統的チャネル経由の販売は、航空会社の収入

のコントロール力を弱めるだろう。 

・ LCC は、GDS 以外にも代替流通オプションを有している。 例えば AgentWare では、

jetBlue の GDS 復帰以降、顧客利用が却って増加している。 メニュー ショッピング フ
レンドリーの LCC に加えて“The Air Canadas of the world”が、GDS とフル コンテント

契約を結ぶかも知れない。 しかし、そうであっても、GDS だけにフル コンテントが

表示される訳では絶対に無い。 そこに代替チャネルが入り込む余地が有る。 

・ 米国以外では、多くの航空会社が代替流通チャネルを開発している。 
□ ■ 
 
 

（２） インドのオンライン旅行市場 
OTAs Flock To India, Sense A Boom In Online Travel 
Limiting factor: Indian consumers shy away from using credit cards. 

 

Travelocity India の社長 Himanshu Singh が、インドのオンライン旅行が、2006 年には、昨年

の 3 倍の、10 億㌦（1,200 億円）の大台を突破するだろうと言っている。 
現在、インドには、Yatra, Travelguru, MakeMyTrip, Cleartrip の 4 社の主要なオンライン旅行

社が存在する。 Travelocity が豪州で保有する Zuji が、Travelocity India を間もなく立ち上

げるだろう。 そして、今後必ず大きく発展するインド オンライン旅行市場への参入を、

Travelocity 以外の海外企業が虎視眈々と狙っている。 

しかし、新規参入者は、この市場の以下の特徴を良く理解する必要が有る。 
 インドの旅行市場のオンライン化は、インド鉄道の切符のオンライン販売から始まっ

ている。 事実、Forrester Research の 8 月の調査では、インド鉄道がインドのオンラ

イン レジャー旅行者の 85%を引きつけているとレポートしている。 
 鉄道の次に、オンンライン旅行市場を引っ張っているのは、新興企業の LCC 達だ。 

彼等は、60%をオンラインで販売している。 
 従って、新規のオンライン旅行社や検索エンジン企業（グローバル ブランドを含め

て）が参入して来ても、インドの市場は、余り大きな影響を受ける事は無い。 
 ホテルのオンライン販売比率は、1%以下と極端に低い。 彼等は、オンライン仲介
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業者に廻すインベントリーの余裕が無いのだ。（つまり、殆ど満室） 
 オンライン旅行社は、インドのオンライン旅行予約の 7%以下を構成している。 

Travelocity India の如くの新規参入企業が、消費者のオンライン旅行社に対する認識を

高めるだろう。（オンライン旅行社シェアーについては後掲の表を参照） 
 オンライン レジャー旅行者の 64%がクレジット カードを保有していない。 インド

では、クレジット カードを持ちたがらない人達が多く存在する。 カード詐欺が多

い事や、返済滞納率の高い問題に加えて、インドの人達は、支払履歴が明るみに出る

事を好まない。 その上、カードの使用上限が、ベース レベルのカードで 400 ㌦〜

500 ㌦と低い事も、カード使用の増加を困難にしている。 

 ブロード バンドの普及はユックリであるけれども、インターネット ユーザーは、

2007 年には 1 億人に達するだろう。 インド国民の可処分所得も大きく増加するだ

ろう。 今後必ず大発展するインド オンライン旅行市場への参入を希望する企業は、

現在が、参入の もタイミングの良い時だ。 増え過ぎた企業間でコンソリが始まる

前に、早く市場参入する必要が有る。 □ 
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（３） アマデウス、旅行検索ニッチにサービス提供 
Amadeus Finds A Niche In The Travel Search Domain 
GDS helps travel search engine reduce robotic activity, screen scraping. 

 

Amadeus は、10 月 23 日、Amadeus Meta Pricer を立ち上げた。 Meta Pricer は、メタサー

チを含む旅行検索企業に、Amadeus の運賃データベースを有料で提供する。 
 

旅行メタサーチが市場に登場して以来、彼等は、自身のダイレクト流通手段しか持たなか

ったが、ここに来て、GDS がもう一つの流通手段を提供する。 そしてサプライヤー達に

対しては、旅行検索エンジンが Web コンテントを突っつき廻す“スクリーン スクレーピ

ング”の負荷を減少させる。 勿論有料で。 
 

Meta Pricer の仕組みは、次の通り。 
① 旅行検索企業が、特定の旅行検索の為に、Amadeus 運賃データベースに対して単一ト

ランザクション リクエストを出すと、Meta Pricer は、それに対して、有料で回答を出

す、 
② 航空会社は、Meta Pricer に、彼等が希望する特定の旅行検索エンジンに対してのみ運

賃を利用可能にするシグナルを出す、 
③ そして、次に、旅行検索エンジンは Meta Pricer を使って、登録された航空会社のフラ

イト インフォーメーションを引き出す。 
 

現在、殆どの旅行検索エンジンは、“スクリーン スクレーピング”と言うテクニックを使

用して、航空会社とオンライン旅行社の Web サイトからコンテントを収集している。 こ

のプラクティスは、航空会社の Web サイトと社内システムに大きな負荷（パーフォーマン

スとコストの両方に対して）を与え、そして、旅行検索エンジンに正確な検索結果を必ず

しも常時提供出来ていない。 
 

Meta Pricer は、この問題を解決する。 10 の異なる航空会社と 5 の異なるオンライン旅行

社をスクリーン スクレーピングする代りに（同一サプライヤー サイトに 2 度聞きする場

合さえ有る）、旅行検索企業は、Meta Pricer を使用する事によって、サプライヤーの負荷を

無くす事が出来る。 そして、Amadeus は、検索企業に、より早い、より効率的な検索結

果を提供する。 
 

しからば、何故、Amadeus が、競争敵とも言える旅行検索企業に救いの手を差し伸べたの

だろうか？ Amadeus のマーケティング部長 Ian Wheeler は、「フェアリング（faring）とア

ベイラビリティー プロダクト群の成長の当然の帰結」と言っている。 Amadeus は、既
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に70以上の航空会社Webサイトにサービスを提供し、Master PricerやFlex Pricerの如くの、

その他のフェアリングとアベイラビリティー プロダクトを立ち上げている。 
 

しかし、Meta Pricer のフィードは、Amadeus のコンテントに限定されている為に、Amadeus
が保有する以外のコンテント（その多くは LCC コンテント）を提供出来ない。 従って、

旅行検索企業は、依然としてスクリーン スクレーピングを必要とする場合がある。 

Amadeus は、検索企業の 80%以上のニーズに対応出来ている筈だと言っている。 現在、

Amadeus は、14 社の LCC コンテントを保有している。 
 

Forrester Research の Henry Harteveldt は、以下の通りコメントしている。 
 これで、航空会社は、コンテントの無料閲覧を禁止出来る。 
 検索企業は、新しいプロダクトの出現を無視して、スクリーン スクレーピングを使い

続けるオプションの採用も可能であるが、航空会社はそれを許さないだろう。 
 

AA 航空は、aa.com に対する無断のスクリーン スクレーピングの差し止め要求訴訟を、以

前に起こしている。 AA は、「ダイレクト流通は意味が有る事だけれど、サプライヤーに

対するテクニカルな負荷がそのメリットを無くしてしまっている」、と言っている。 
しかし、AA は、販路の拡張の為に、旅行検索企業である Mobissimo, Kayak, Farecast, 
Mikolasik と営業契約を締結している。 
 

その他のオプションとして、航空会社とメタ サーチ サイト間に、ダイレクト XML フィ

ードを作り上げる事が考えられる。 しかし、航空会社の多く（特に欧州、ラ米、アジア

太平洋地域）のテクノロジー インフラは、そこまでのレベルに到達していない。 Meta 
Pricer は、これ等の航空会社にとっての有効なツールとなるだろう。 □ ■ 
 
 
 
Forrester Research, November 1, 2006 

4. The Internet Versus Traditional Media: The Battle Continues 

  インターネットと伝統的メディアの戦争継続（欧州での話） 

 

過去数年の間に、インターネットは多くのカテゴリーで、情報蒐集ソースの鍵となりつつ

ある。 しかし、今日では、伝統的なメディアからのインターネットの共食いは、飽和点

に達しつつあるのが現状だ。 ニュース、経済ニュース、職業斡旋、そして、旅行のカテ

ゴリーが、唯一伝統的メディアを追い抜いて、インターネットが も利用されるメディア
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となる潜在的要素を有している。 既に、旅行が、唯一、消費者が情報源として、インタ

ーネットを も良く利用するカテゴリーとなっている。 
 

EUROPEANS INCREASINGLY USE THE INTERNET AS AN INFORMATION SOURCE 
欧州の人々は、情報源として益々インターネットを利用している 
 

過去 6 年間、European Consumer Technology Adoption Studies の調査で、 も利用する 7 つの

メディアは何であるかを問い続けて来た。 消費者の回答は、次の通りである。 
 

 Net Cannibalization has reached a “mature” phase. 
  インターネットの共食いは、飽和点にさしかかっている。 
インターネットの伝統的メディアに対する大勝利は、インターネット日常利用者の増率が

ピークを迎えた 2003 年以前に起きている。 2001 年〜2003 年の間、ネットを 3 つの情報

源の 1 つに挙げる消費者がどんどん増加した。 職業斡旋では、ネットは +9%ポイント、

そして、旅行では +15%ポイントも増加した。（Figure 1 参照） それ以降、情報源として

のインターネットの成長はユクッリしたペースになり始めているが、全世界のライブのニ

ュースへのインスタントなアクセスを提供する、BBC や Financial Times の如くのニュース

や経済ニュースのカテゴリーでは、インターネットの勢いは衰えてはいない。 消費者は、

リアル タイムの情報を好んでいる。 
 

 The Internet supplements traditional media channels as a key information source. 
インターネットは、主要情報源として伝統的メディアを補完する。 

ネットは、現在、旅行の も重要な情報チャネルとなっている。 職業斡旋、不動産広告、

自動車広告では、ネットは 2 番目に重要なメディアとなっている。 この現象の一部は、

カスタマイズ可能なコンテントとアップツーデートな情報を提供する Monster や Expedia
の如くのサイトの急激な増加によって説明される。 インターネットのパーフォーマンス

は、若年層の消費者の間で も顕著に認められる。 39%が、職業探しにネットを利用し

ている。（全回答者では 23%。）（Figure 2 参照） 
 

 Consumers’ dependency on the Net for travel information has doubled since 2001. 
消費者の、旅行情報に関するネットに対する依存は、2001 年以来倍増している。 

旅行が、インターネットを も利用するカテゴリーである。 今日では、35%の欧州の人々

が、旅行情報取得をインターネットに依存している。 オンライン人口では、この数値は、

58%（EU 7 カ国）に跳ね上がる。 インターネット経験の豊富なスエーデンやオランダで

は 66%と 65%に更に跳ね上がる。（Figure 3 参照） 
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■ 
 
 
nytimes.com, 11/14/2006 

5. Loading an Airliner Is Rocket Science 

航空機搭乗案内には高度の理論が必要なのか 

 

航空会社は、何十年も「旅客の機内への搭乗案内」を実施し続けている。 しかし、彼等

は、旅客の乗降機の も良い方法を見つけ出していない。 
 

財務的困窮と 80%〜90%に達している高 L/F が、単純な後部座席から前方座席への搭乗案

内から、US 航空が採用している、 も複雑な“逆ピラミッド”と呼ばれる案内方式に至

るまで、航空会社に旅客の乗降機の幅広いバリエーションを検討させている。 
 

グランド タイムの 短化は、特に一本通路機を使用する短距離便では、航空機の稼働時間

増加に繋がり、つまり、それだけ収入を増加させる事が出来る事を意味している。 全て

の便、例えば 7 便の、折り返し時間をカット出来れば、+1 便余計に飛ばす事が出来（合計

8 便）、収入増に貢献させる事が出来るのだ。 であるから、航空会社は、旅客の乗降機の

時間を出来るだけ短縮して、グランド タイムの 短化を実施したがっている。 
 

基本的な後部座席から前方座席への案内が、多分、 も使用されている搭乗案内方式であ

ろう。（全ての航空会社は、ファースト／ビジネス クラス旅客と特別ケアーが必要な旅客

を優先搭乗させている。） 数学者達が、新しい乗降機方式を開発している。 例えば、ア

ウトサイドイン方式（Wilma 方式と呼ばれている）は、先ず窓際座席旅客を案内し、そし

て、真中、通路側の順で、旅客を誘導する方式が新たに編み出されている。 Southwest
航空は、ノンシステム システムを開発したパイオニアだ。 座席指定を行わず、チェック
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インの順番に基づいて、A／B／C のボーディング パス（A→B→C の順に搭乗）を発行し

ている。 
 

US 航空は、 も複雑な搭乗方式を採用している。 基本的には Wilma 方式の延長である

が、後部窓際と真中座席の旅客を 初に搭乗させ、次に前方の窓際と真中座席、そして後

部の通路側から前部の通路側座席の順番に移動する。 US は、これを“逆ピラミッド”

方式（下図参照）と呼んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この方式は、Arizona 州立大学の工業エンジニアリング チームによって、機内の旅客の動

きを数学的モデルとシミュレーションによって解析（2002 年に開発）し、US によれば、

航空機の折り返し時間（ターンアランド）を▲2 分〜▲5 分短縮させる事に成功している。 
 

LCC の AirTran 航空は、これの単純化した方式を採用している。 この方式は、客室を 6
つのセクションに分割して、① ビジネスと特別ケアーが必要な旅客 → ② 後部 5 列 → 
③ 前部 5 列 → ④ 次の後部 5 列 → ⑤ 次の前部 5 列 → 機内中央部で終了、の順番で

搭乗させる方式だ。 前後のセクションを互い違いに搭乗案内する事で、機内に於ける旅

客同士の干渉を出来るだけ回避させている。 
 

或る航空コンサルタントは、そもそも人間の行動を予知する事は困難なのであるから、新

たな搭乗方式を考えるよりも、例えば、機内持ち込み手荷物制限の如くの、別の方法を考

えた方が効率的だと指摘している。 確かに、 近のセキュリティー強化による、機内持
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ち込み手荷物規制は、旅客の乗降機時間を大幅に短縮させている。 
 

も単純なアプローチは、Southwest 航空が 1971 年の創立以来用いている、座席指定を伴

わないアトランダムな方式かも知れない。 古風に見えるが、この方式は、Southwest 航空

の B737 型機（137 席）の便折り返し時間を 25 分に縮めている。（他社の折り返し時間は

35 分〜1 時間の幅に入っている。） 

Southwest のやり方は、安く、単純で、斬新なテクノロジーも必要としない。 チェックイ

ンの順番に搭乗案内される旅客が、自分の好きな座席を選ぶ事になる。 現在のスケジュ

ールの日間 2,773 便（B737 型機×461 機）を維持したままで、5 分間グランド タイムを延

長させると、新たに +18 機の追加機材が必要となり、クルーや整備員のコスト含めずに、

総額$972m（1,140 億円）の投資が必要となると言う試算が存在する。 Southwest は、Austin
と Dallas で、2 つボーディング ブリッを使用して、旅客の乗降機時間を短縮させる事を試

みたが、大きな成果得られなかった。 また、昨年夏より座席指定を採用し、Wilma やそ

の他の搭乗方式の試験的運用を開始している。 しかし、同社は、早くても 2008 年までは、

現行方式を変更しないと言っている。 フリー シーティングと座席指定に対する旅客の反

応も、50:50 で均衡している。 
 

NW 航空は、 近、伝統的な座席指定方式を、座席指定無しで、後部から前方に搭乗させ

る方式に変更した。 そして、NW は、この変更により、搭乗時間が▲7 分削減出来たと

言っている。 さて、どちらの搭乗方式が 良なのだろうか？ ■ 
 
 
 
Nytimes.com, 11/16/2006 

6. US Airways Seeks to Acquire Delta in Bid to Be No. 1 

 ユーエス航空、デルタに敵対買収を仕掛ける 

 

US 航空は、11 月 15 日、DL 敵対買収をオファーした。 この 89 億㌦（1 兆 500 億円）買

収オファーは、米航空業界に於ける過去 5 年間の大幅損失後の、予想されていたコンソリ

デーションの始まりと見られている。 US 航空の株価は、一時、過去 12 ヶ月間 高の 
$62.57 まで急騰し（買収意図発表前の 11 月 14 日株価 $50.93 比 +22.9%）、投資家は、DL
の債権者団がこの買収に賛成し、合併を審査する当局がこの買収を承認すると踏んでいる

様だ。 株価上昇は、市場が合併成立を期待している現れで、US にとっては追い風とな

るだろう。 US 敵対買収計画を整理すると、次の通りとなる。 
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＜US 買収案の概要＞ 
① US の DL 敵対的買収提案は、40 億㌦の現金と US 株

7,850 万株（11 月 15 日株価 $50.93 に基づくと 40 億㌦と

なる）を、DL の債権者団（unsecured creditor）に提供す

る。 7,850 万株は、合併後の株式保有率 45%に相当す

る。 

② US は、債権者団の支持を取り付けて、この買収に反対

している DL 経営陣を懐柔しようと目論んでいる。 
③ US は、この合併によるシナジーは、合併後 2 年間で

16.5 億㌦（1,950 億円）に上ると試算している。（DL の

Chapter-11 離脱後に於ける合併では、このシナジーは半

減する。 つまり Chapter-11 によるコスト削減効果が期

待出来なくなる。） 

④ シナジー試算の内訳は、供給減▲10％を中心とするコ

スト削減で▲$710m、路線の拡大による収入増 +$935m。 
⑤ 合併後の会社名は、“Delta Air Lines”をそのまま維持して使用する。 
⑥ 反競争法審査をパスする為に、US 若しくは DL の東部シャトル線を売却する。 
 

＜DL の反応＞ 
① DL は、US の買収提案に対して公式なコメントを発表していない。 しかし、CEO の

Gerald Grinstein は、継続して自主再建による来年上半期中の Chapter-11 離脱を優先させ

ると表明している。 
② US 買収を阻止する為に、早期の Chapter-11 離脱を計画するだろう。（DL は、来年２月

15 日まで、会社再建案作成の排他的立案権を有している。）（4 月離脱説が囁かれ初めて

いる。） 
③ 自主再建を確実にする為に、DL は、US 買収提案を上回る好条件を債権者団に提示し

なければならなくなる。（Chapter-11 離脱に必要となる会社再建案の成立には、債権者の

過半数の賛成が必要。） 
④ 前から計画していた NYC=Tempe, Arizona 線を開設する。（Tempe は US 本社所在地） 

 

＜その他＞ 
① US 航空のパイロット組合は、DL 買収に反対すると言う声明を発表した。 同組合は、

America West と旧 US の合併作業が終了していない段階では、DL との合併は時期尚早だ

と主張している。 2 社の合併に梃子摺っているのに、3 社間合併など出来る筈が無い

と言っている。（しかし、業界や投資家の間では、細部の問題を残しているものの、こ

の合併は上手く進んでいると評価されている。） 
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② 下院の次期運輸委員会議長に就任する Jim Oberstar（民主）は、コンソリデーションが

もたらす小コミュニティーに対する運賃とサービスの影響をチェックする必要が有る

と言っている。 彼は 2000 年の US と UA の合併に、強く反対した議員。（議会は、直

接的には、企業の合併には口を出せないが、合併を審査する当局に対する間接的な影響

力を有している。） 

③ DL の主要 9 債権団には、GE Commercial Aviation Services, Pratt & Whitney, ALPA, PBGC, 
Coca-Cola 社などが含まれている。 この内 Coca-Cola は、DL と同じ Atlanta 州を代表す

る企業で、DL 自主債権支持に回るかも知れないと憶測されている。 
④ US 買収に対抗する買収希望社（例えば UA）が出て来ないとも限らない。 
⑤ この買収は、長い間予想されていた、米航空業界に於けるコンソリデーションの始まり

と見られている。 UA と CO、AA と NW などのコンソリが実現するかも知れない。 
 

  DL 航空株価 過去 10 日間推移  US 航空株価 過去 10 日間推移 
  11 月 17 日 株価 $1.27   11 月 17 日 株価 $59.33 
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■ 
（これは、nytimes.com, wsj.com, FT.com, 11/15-17/2006 から抜粋して纏めてある。） 
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PhoCusWright, August 2006 

7. Corporate Travel Distribution: Key Markets 
「連載」主要法人旅行市場の現状（10） 
 

Chapter Six  Asia Pacific Market 
第 6 章  アジア 太平洋 市場 
 
Hong Kong / Singapore  香港 / シンガポール 
 

Overview of the Market  市場の概況 
 
香港とシンガポールは、どちらも小島国（地域）で、旅行を航空に依存せざるを得ない点

で一致している。 世界的レベルにあるインフラが、この 2 つの都市国家（地域）を、幾

つかの多国籍企業のアジア太平洋地域本社設置の場所にさせている。 これに加えて、サ

ービスと教育熱心な経済構造が、大量の法人旅行を発生させている。 香港とシンガポー

ルは、テクノ経済ベースや自然の地形学上の幾つかの共通点を有している。 この他にも、

都市国家ステータス（city-state status）、全ての旅行は海外旅行、中国が重要な旅行目的地、

多国籍企業本社、グローバル TMC 或はローカル フルフィルメント パートナーズ、企業

と政府に於ける堅個な IT インフラ、市場を支配している単一航空会社、総予算管理に於け

る旅行費用の戦略的ウエートの低さ、発達した TMC 企業、に於いて共通点が存在する。 
 

依然として、アジアに於ける多くの法人旅行イニシャティブは、シンガポールに本社を置

く TMC や企業から発展している。 これは、GE, Cisco, Motorola などの多くの米国ハイテ

ク多国籍企業が、アジア太平洋地域本社をシンガポールに置いている為である。 フラッ

グ キャリアの SQ と CX は、夫々シンガポールと香港の航空市場を席巻している。 
 

シンガポールの航空市場が香港や東南アジア市場と異なっている点は、単純化された運賃

とネット運賃の存在である。 この地域のその他の諸国は、依然として、法人旅行を、法

人予約ツールに表示するのが困難な、市場運賃或はコンソリデーター運賃に依存している。 
 
 

Dynamics of the Corporate Travel Market  法人旅行市場のダイナミックス 
 

法人旅行の発達では、シンガポールが香港の一歩先を行っている。 BTI, American Express, 
CWT は、全てがリジョナルな、或は、本格的なオペレーションをシンガポールで展開して

いる。 グローバル企業が、グローバルなプロセスと 新のツールとテクノロジーに関す
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る知識を持ち込んでいる。 PhoCusWright は、TMC が、シンガポールで、セルフ予約ツ

ールの導入を促進させると予想している。 現在、東南アジア主要市場、シンガポール、

マレーシア、フィリピン、タイ、香港では、オンライン ツールの採用は、微々たるレベル

に止まっている。 近い将来（1 年から 2 年）に、東南アジア諸国の市場が多くの類似点

を持っていると謂えども、オンライン法人旅行の も約束された市場は、シンガポールの

みに止まるだろう。 
 
 

Online Corporate Travel Market Readiness  オンライン法人旅行の準備 
 

香港とシンガポールは、オンライン法人旅行採用の真の発展可能な市場とは考えられてお

らず、このレポートで調査した市場の中で 後にランクされる。 
 

Market Factors of Online Adoption  オンライン採用の市場要因 
 

香港とシンガポールのオンライン法人旅行の採用は、旅行業界の性格と市場の地理的位置

の関係でクリティカルな障害を持っている。 
 

LACK OF TOOL AWARENESS. ツールの認識不足 
多くのローカルの大手法人旅行取扱旅行社（特に香港の）は、セルフ予約ツールを受け入

れていない、若しくはそれに精通していない。 
 

ACCESSNTO DISCOUNTED FARES AND ROLE OF GDSs. 
割引運賃へのアクセスと GDS の役割。 
法人旅行の場合は、割引運賃へのアクセスは、レジャー旅行よりは大きな問題とはならな

いが、多くのビジネス旅行者が、コンソリデーター運賃、或は、ネット運賃を好んで使用

する。 事実、PhoCusWright がインタビューした法人旅行取扱旅行社は、彼等の予約の 10%
以下しか公示運賃を使用していないと言っている。 当局の規制とレベニュー管理プロセ

スの複合された問題の為に、GDS は、プレミアムな高い公示運賃しかアップロードしてい

ない。 それに加えて、これ等の市場に於ける GDS の役割は、運賃の中央格納装置として

ではなくて、単なる予約システムとしての機能に制限されている。 Abacus の如くのテク

ノロジー プロバイダーの努力にも拘らず、航空会社のオフィス ロケーションに跨がって

コーディネートし、割引運賃へアクセスする中央集中化されたシステムは存在していない。 

その代わり、運賃は手作業で FAX や電話で、旅行社やホールセラーに伝達され、そして、

（GDS ではなくて）Fare Management System に取り込まれている。  
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MARKET COMPLEXITIES DAMPEN DEMAND. 
市場の複雑さが、需要を冷ましている。 
初期の興味の存在にも拘らず、企業からのツール需要が不足している。 アジアの顧客は、

米国や欧州市場に於ける予約ツールの存在を認識しているので、ローカル市場向けのツー

ルの問い合わせが、TMC の間で発生している。 しかし、香港やシンガポールの市場の複

雑さの現実を知った時には、彼等は、ツール採用を躊躇せざるを得ない状況に置かれてし

まっている。 
 

SERVICE DELIVERY.  サービス デリバリー。 
旅行コンサルタントと予約エージェントのコストは大変に競争的で、月 $900 以下のレベ

ルに止まっている。 このレートにも拘らず、旅行社は、パーソナライズド サービスを組

立てて、高いバリューのサービスを法人顧客に提供している。 これに加えて、電話料金

の無料化が、電話予約のインセンティブとして働いている。 香港とシンガポールは、コ

ンパクトな都市でもある。 顧客と旅行社間の物理的な距離は問題にならず、旅行間際に

於ける電話一本によるチケット デリバリーが当たり前の様に行われている。 ■ 
 

————— 次週（ 終回）に続く ————— 
 
 
 

8.  其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）エクスペディア、第 3 四半期利益大幅減少 
Expedia の第 3 四半期利益は、前年同期比▲28%減益の $59m（70 億円）となった。 収入

は、+5%増の $613.9m（725 億円）であった。 好調なマーチャント ホテル販売が、不調

な国内線航空券販売によって相殺されている。(DTW, 11/10/2006) 
 

（２）米中間選挙で民主党が勝利、旅行業界は？ 
米中間選挙で、12 年ぶりに民主党が過半勢力を獲得した。 下院議長ポストを含む議会の

委員会議長ポストは、全て民主党選出議員によって占拠される事になる。 旅行業界の案

件は、そもそも両党共闘案件が多く、議会の力関係の変更は、業界に指し当たっての大き

な影響を発生させないだろう。 唯一あるとすれば移民法改正法案だ。 この法案は、上

院と下院で異なる法案が提出されているが、移住者に対するゲストワーカー プログラムの
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成立を含めて、旅行業界に対して大きな影響を及ぼすだろう。 民主党主導の議会運営と

なれば、e-メールや Fax に関する規則（旅行社の広告に大きな影響を与える）の取扱から、

中小企業保護政策が精査されるだろう。(DTW, 11/13/2006) 
（しかしながら、民主党の勝利により、米欧間のオープンスカイ協定、米航空会社間のコ

ンソリデーションへの影響が確実起きるだろう。 後掲記事参照。） 
 

（３）アメックス、次世代オンライン法人予約旅行ツールをロールアウト 
American Express が、次世代オンライン法人旅行予約ツールをロールアウトした。 この

ツールは、Intelligent Online Marketplace と呼ばれるモノで、伝統的な旅行素材であるエアー･

カー･ホテル予約から、空港パーキング、ダイニング、地上輸送、イベント切符、小包輸送、

オーディオや Web 会議までの、その他のビジネス サービスを提供する。 このシステム

は、Rearden Commerce（San Mateo, Calif.,）によって動かされる。 Rearden は、法人顧客

向け旅行関連商品販売の世界 大のマーケット プレースで、全世界の 135,000 サプライヤ

ーのプロダクトを販売している。(DTW, 11/14/2006) 
 

（４）BCD トラベル、フェアロジックスの FLX プラットフォームを採用 
BCD Travel が Farelogix の FLX Platform を採用して、同社の顧客に対して、複数の GDS；
AA, NW, CO, Spirit, AirTran, Emirates とのダイレクト コネクト；プライベート運賃；Web
運賃ヘのアクセスを提供する。 Farelogix は、BCD が、同社の 大顧客であると言ってい

る。 その他の顧客には、Carlson Leisure Services Group, American Express Canada, Portaga
が存在する。(DTW, 11/15/2006) 
 

（５）ワールドスパン第 3 四半期決算、前年並み営業利益率を維持 
Worldspan が、第 3 四半期決算で、前年並み（+0.5%p）の営業利益率 15.1%を維持した。 

新コンテント契約の締結によるブッキング フィー収入減と、Expedia.com からの収入減

（Sabre と Amadeus に分散）により、収入は▲11%減の $212.5m（250 億円）となり、ネッ

トプロフィットは、▲14%減益の $15.5m（18 億円）となった。 収入の大半を占める電

子流通収入は、▲12%減の $195m（230 億円）であった。(DTW,11/15/2006) 
 

（６）ノースウエスト航空、2007 年にインターライニング協定を削減 
e-ティケッティング化の達成期限である 2007 年末を控えて、NW は、e-ティケッティング

化に対応出来ない航空会社約 50 社（多くは小規模航空会社）とのインターライン契約を 1
月 1 日から停止する事を計画している。 NW 以外にも多くのキャリアが、e-ティケッテ

ィングの理由で幾つものインターライン協定を停止する。 NW は、これ等の小規模航空

会社とは、Worldspan の e-ティケッティング インターチェンジの如くのプロダクトによる、

2 社間 e-ティケッティング方式を、彼等がこのプロダクトを採用すれば、始めたいと行っ
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ている。 NW の e-ティケッティングは、国内線で 99.9%、全線で 98.7%まで進展してい

る。 IATA は、航空券の e-化により、世界の航空会社は年間▲30 億㌦（3,550 億円）のコ

スト削減が可能になると言っている。（紙の航空券の処理に$10 がかかるのに対して、e-航
空券は$1 で済む。）(DTW, 11/17/2006) 
 
 
 

 空 運  
 
（１）全日空、B787 型機×50 機のポジション維持 
次世代長距離機 B787 型機ラウンチング キャリアである全日空は、50 機のデリバリー ポ
ジション全てを維持する意向であると表明した。 同社は； 
① 予定通り、2008 年 5 月から受領を開始し、 初の 50 機のポジション全てを維持する、 
② これらの新型機は、2009 年に予定されている成田と羽田の空港拡張に備えた機材導入、 
③ 生産がタイトとなっているボーイングの負担を軽減させるためのポジションの一部返

上は、全く考えられないと語っている。 
ボーイングは、2008 年と 2009 年に、合計 112 機の B787 型機をデリバリーする予定である

が、特に 2008 年 8 月開催の北京オリンピックまでの、中国の航空会社 5 社へのデリバリー

がタイトとなっていると言われている。 B787 型機は、2013 年までの 450 機のポジショ

ンが全て完売となっている。 ボーイングは、機体重量オーバーとサプライヤーの問題に

対処し、スケジュール通りの納期を維持するために、 近、$500m（590 億円）の追加 R&D
コストを手当てした。(FT.com, 11/13/2006) 
 

（２）ガルーダ、年末までに債務リストラを予定 
インドネシア GA 航空が、年末までに $750m（885 億円）に上る債務リストラを纏め、2007
年度に於ける収支均衡を計画している。 約$500m の債権は、欧州の輸出クレジット エ
ージェンシーである ECGD（英）、Coface（仏）、Hermes（独）が保有し、残りの$103m は

インドネシア 大の国営銀行 Mandiri が保有している。 同社は、維持可能な債務は $300m

といっている。 Mandiri は、8 月に、生産性向上 +10%を条件に、GA に対して$110m に

上る補助金を支給する事を約束している。 GA は、今年 10 ヶ月間で▲$36.3m の損失を計

上している。（昨年度同期間は、▲$57.4m。）(FT.com, 11/13/2006) 
 

（３）中国東方航空、上海＝NYC 線開設 
中国東方航空が、12 月 8 日より、上海=JFK 線（A340 型機で週 3 便）を開設する。 尚、

CO 航空が、EWR=上海線の路線権取得を米運輸省に申請中。(DTW, 11/13/2006) 
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（４）イージージェット、エアバス機×52 機確定発注 
easyJet は、9 月末までの 12 ヶ月間で、+55%増益の税引き前利益 129ｍﾎﾟﾝﾄﾞ（260 億円）

を計上した。 旅客数は、+11.5%増加して 3,300 万人を輸送した。 収入は、+21%増の 16.2
億ﾎﾟﾝﾄﾞ（3,250 億円）を達成した。 easyJet は、増益基調の決算を後ろ盾にして、エアバ

ス機（A319 型機）×52 機を追加発注した。 発注総額は、カタログ価格ベースで 17.3 億

ﾎﾟﾝﾄﾞ（3,500 億円）となるが、2002 年に 120 機発注時に受けた大幅値引きと同額の割引が

今回の発注 52 機にも適用されている模様。 追加発注機は、2008 年～2010 年にかけてデ

リバリーされる。(FT.com, 11/15/2006) 

 
（５）ライアンエアー、エアリンガス敵対的買収オファー期限を 12 月 4 日まで延期 
Ryanair は、14.31 億ﾕｰﾛ（2,150 億円）に上る Aer Lingus に対する敵対的買収オファーの期

限を、11 月 13 日から 12 月 4 日に延期した。 これは、Aer Lingus 持ち株会（Esot、12.58%
保有）の合併に対する賛否投票結果が判明する 11 月 22 日を考慮して決められている。 

Ryanair は、11 月 13 日までに、1%以下の Aer Lingus 株主からしか公式な買収承認を受けて

いない。 一方、元アイルランドの閣僚経験者で、現在、代表的な欧州委員会委員である

Charlie McCreevy は、「低運賃を市場に導入して、欧州域内の旅行を活性化したパイオニア

だ」と Ryanair を賞賛した。 この敵対的買収を競争法の観点から審議する欧州委員会の

暫定コメントは、12 月 6 日に出される。 Ryanair は、既に 19.2%の Aer Lingus 株を取得し、

51%の株式取得を試みている。 アイルランド政府は、競争が著しく損なわれるとして、

この買収に強く反対している。(FT.com, 11/11/2006) 
 

（６）英国航空、エアフランス、相次ぎ新型ビジネス クラス座席導入 
SQ に続いて、BA と AF が、相次ぎ次世代新型ビジネス クラス座席を導入した。 
BA の Club World 新型ビジネス クラス座席は、フルフラット ベッドで、長さが 6 フィー

トから 6.6 フィート（2m）に+10%、幅が 25.25 インチ（64cm）に+25%拡張されている。

（肘掛けを下に押し込む事によって、座席サイドのレベルと座席（ベッド）のレベルが同

一となる仕組みが採用されている。） 各座席にはパソコン用の電源（110v）と、座席の下

にはラップトップ パソコンや洗面道具や靴等の収納スペースが設けられている。 機内エ

ンターテイメントには、オンディマンドの映画100本とTVプログラムが用意されている。 

TV 画面は 10 インチのディジタル スクリーンに取り替えられる。 オンボード Club 
Kitchen は、食事と食事の間で、搭乗旅客がホット或はコールド ミールを何時でも採る事

を可能にしている。 BA は、コンフィギュレーションを変更し、Club World の供給を +8%
増加させる。（プレミアム座席は全供給の 20%。） 11 月末から凡そ 18 ヶ月間かけて、B747

型機×57 機と、B777 型機×43 機の長距離機材全てに、この次世代新座席を装着する。 座

席のデザインは Tangerine 社、座席メーカーは北アイルランド Kilkeel の BE Aerospace、客

室デザインは Tyler Brule が請け負っている。 BA は、この次世代新座席に 1 億ﾎﾟﾝﾄ （゙200
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億円）を投資している。 
AF は、11 月から、L’Espace Affaires ビジネス クラス座席を、2m×61cms の水平比 5°の

フラット ベッドに喚装する。 2007 年 5 月までに、長距離機材の 25%が、新座席を装着

する。(ba.com 及び af.com のプレス リリース 11/13/2004 より抜粋) 
 

（７）ボーイング、商業機受注 史上 高の昨年レベルに近づく 
ボーイング、今年の民間商業機販売機数が予想を +200 機以上も上回り、過去 高の受注

を達成した昨年のレベルに近づきつつある。 特に販売が好調なのは、多くの航空会社が

更新時期を迎えている長距離機。 エアバスの社内の混乱と生産遅延の発生も、この受注

増に大きく影響している。 近では、GE の子会社 Commercial Aviation Services が B777
型機×15 機を発注した他、FedEx が B777 型貨物専用機×15 機を発注（A380 型機発注取

消の代替）した。 LH, BA, KE, VN, PR などの航空会社が、デリバリー スロットの確保に

走っている。 現時点のボーイング機の納期待ちは約 2 年間で、B787 型機などの新モデル

は、2013 年の数少ないポジションしか残っていない。 今年、既に 793 機（内 B737 型機

×562 機）を受注している。 エアバスは、10 月 31 日時点で、508 機を受注（内 A319/320
型機×467 機）している。 デリバリー機数では、エアバスが約 430 機、ボーイングが約

395 機となっている。 2007 年には、デリバリー機数でも、ボーイングがエアバスを上回

るだろう。(wsj.com, 11/13/2006) 

 
 
 

（８）DHL、バンコック国際空港に新しいハブを構築 
グローバル ロジスティック企業の DHL が、BKK 新国際空港 Suvarnabhumi に$22m（26 億

円）をかけた新しいハブを構築した。 この新ハブは、Don Muang 空港の旧施設よりも 5
倍以上の広さ（12,000 平米）を持ち、1 時間当たり 23,000 個以上ハンドリングする能力を
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有している。 DHL のアジアに於けるエクスプレス オペレーションは、同社のグローバ

ル収入 260 億ﾕｰﾛ（3 兆 9,000 億円）の 15%を構成している。 アジア域内の貨物市場は、

年率 +11%で増加しており、エクスプレスは、その倍以上のペースでの増加が期待されて

いる。(channelnewsasia.com, 11/14/2006) 
 

（９）LCC 発着空港利用旅客は、大幅割引運賃をエンジョイしている 
ノースカロライナ州 Greensboro＝NYC の片道運賃は、DL 利用で 1 人$691 する。 NYC
から Greensboro の側の Raleigh や Charlotte は、$173 と大変安い運賃が適用されている。 運

賃は、距離には全く比例していない。 理由は簡単だ。 Greensboro には LCC が乗り入れ

ていないからだ。 Raleigh-Durham や Charlotte には LCC が乗り入れているため、メジャ

ーは、彼等の低運賃へのマッチングを余儀なくされている。 近では、メジャーは国内

線供給を削減し、運賃値上げを実施している。 Greensboro の場合は、昨年よりも+26.4%
も運賃が値上げされている。 その為に Greensboro 空港利用旅客は▲18%減少している。

（DL の場合は▲32%減少） Greensboro 空港は、US 航空に対して運賃値下げを交渉し、

同空港発着 33 路線の運賃値下げを US に約束させた。 しかし DL は、要請を断って、高

い運賃を維持している。 LCC 寄港空港と寄港していない空港間の運賃格差は、空港によ

って異なっている。 Washington の Reagan National Airport の平均運賃は、

Baltimore-Washington のそれの +47%増し（マイル当たりベース）、シカゴ ORD は Midway
に比し +34%増し、フロリダ MIA は Fort Lauderdale に比し +16.7%増しとなっている。

(wsj.com, 11/14/2006) 
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（10）デルタ航空 運賃値下げ特売実施、しかし 12 月 12 日までの限定販売 
DL 航空は、同社の 10,000 路線（city pares）で、運賃値下げを実施した。 7 日前事前購入

が条件で、12 月 12 日までに完了する旅行が対象。 競争他社が即マッチングしている。 

FareCompare LP（Dallas）によれば、平均値下げ額は▲$281。 この値下げは、期間限定の

特別値下げで、市場は運賃値上げの基調にある。 事実、今月初め、各社は、2004 年以来

22 回目の幅広い運賃値上げ（+$5）を実施した。(wsj.com, 11/14/2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（11）アリタリア航空、第 3 四半期決算▲41m ﾕｰﾛ計上 
AZ 航空の第 3 四半期決算は、▲41m ﾕｰﾛ（60 億円）の欠損となった。 前年同期は、+44.3m
ﾕｰﾛの利益を計上している。 この収支は、燃油費の高騰と 9 月のストによる影響を強く受

けている。 収入は、+7%の 12.3 億ﾕｰﾛ（1,840 億円）であった。 イタリア政府は、1 月

末までに新しい AZ 救済計画を取りまとめる予定。 同政府は、AZ の提携先外国企業（ア

ジアの航空会社の可能性がある）を探している。 Romano Prodi 首相は、AZ は「out of 
control」に陥っていると語っている。(wsj.com, 11/14/2006) 
 

（12）エアートランとフロンティアーが画期的な LCC 間提携開始 
AirTran と Frontier の LCC 両社が、FFP の提携と、相互販売協定（referral marketing pact）
を締結した。 Web サイト及びコールセンターでは両社の便が販売される。 コードシェ

アーは、販売方式が複雑でコスト高になる事から、当面は、その採用が見送られる。(DTW, 
11/14/2006) 
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（13）iPod、機内エンターテイメントに採用される 
iPod メーカーの Apple が、航空会社 6 社（AF, CO, DL, Emirates, KLM, UA）と提携して、iPod
の航空機座席接続を可能にさせる。 旅客は、iPod を動かし、充電させ、自分好みの音楽

やビデオを機内で楽しむ事が出来る様になる。 ビデオは、座席背面のスクリーンに映し

出す事が可能になる。 このサービスの開始は、2007 年中頃が予定されている。 Panasonic 
Aviation Corp が、このインフライト iPod 接続を、6 社以外の大手航空会社に売り込んでい

る。 今日まで、Apple は、7,000 万台の iPod と、iTunes 経由で 15 億曲を販売している。 

ディジタル ミュージック プレイヤーの 75%シェアーを獲得した iPod は、自動車と航空機

に接続機器を取り付けて、一層の販売増加を狙っている。 この発表は、Microsoft 社が、

iPod 対抗機 Zune ディジタル ミュージック プレイヤーの商品発表と軌を一にしている。

(wsj.com, 11/15/2006) 

 
（14）エアーアジア（マ）、A320 型機×60 機発注 
アジア 大の LCC AirAsia は、11 月 15 日、A320 型機×60 機を発注すると発表した。 こ

れで、同社の A320 型機の総発注機数は合計 160 機となる。 そして、来年にはオプショ

ン 30 機の確定発注化を実施すると言っている。 AirAsia は、今日までに 13 機の A320 型

機を受領している。 年間納入機数を現行の 17 機ペースから 24 機ペースに拡大する。 

AirAsia は、来年 6 月末までの 1 年間で 1,600 万人を輸送する計画を有している。 これは、

前年の 931 万人の 1.7 倍の規模となる。(channelnewsasia.com, 11/15/2006) 
 

（15）英国航空、年金基金へ 8 億ﾎﾟﾝﾄﾞ積み増し、但し 65 歳定年が条件 
BA と、同社の主要年金基金の被信託人（trustee）は、▲21 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（4,200 億円）に上る

年金積立不足へ対処する為の、10 年間に亘る改善ファンディング案に基本合意した。 こ

の案は、以下の諸点で構成されている。 
① 8 億ポンド（1,600 億円）の一時金の基金払い込み。（手持ち現金より支払う。） 
② 向こう 3 年間に亘る、年間 50m ポンド（100 億円）の会社積立増加。（但し、期末流動

資産残高が 16 億ポンド≒3,200 億円以上の場合に限られる。） 
③ 年間会社積立額を 235m ポンドから 253m ポンドに増加。 
④ 上記は、定年延長（乗務員 55 歳→65 歳、その他の

社員 60 歳→65 歳）が条件となる。 
組合が、この基本案に合意すれば、 BA は、当面の

ストの脅威から逃れる事が出来ると同時に、懸案とな

っている長距離機材更新用の機種選定に全力を傾注

する事が可能となる。 乗務員の組合は、定年延長は

精々+5 年に止めるべきだと主張している。(FT.COM, 
11/15/2006) 
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（16）米国、エアバスとの WTO 訴訟で、新たな申立書をファイル 
米国は、11 月 15 日、WTO に対して、エアバスの政府補助金支給の停止を訴えた、新たな

申立書をファイルした。 この申請は、米国と欧州連合の当事者間の直接交渉が、上手く

進展していない事を物語っている。 しかし、米国は、このファイルはプロシージャー的

なモノで、当事者間の話し合いによる事態解決の道は閉ざされていない、と強調している。 

米国は、エアバスの欧州政府（EU・英・独・仏・西）の航空機開発費補助は、WTO 規則

に違反していると主張している。 一方、欧州は、ボーイングの軍用機契約に対する米政

府の補助とローカル タックス免除が、WTO 規則に違反していると主張して譲らない。 両

者は、2004 年に、お互いを相手取って WTO に提訴している。(nytimes.com, 11/16/2006) 

 
（17）航空会社、二酸化炭酸ガス排出規制欧州連合案に反発 
11 月 15 日、IATA は、欧州連合が、早ければ 2011 年から導入を計画している、航空のグ

リーン ハウス トレーディング スキームへの編入を批判した。 IATA は、航空が排出す

る二酸化炭酸ガスは、全排出量の 2%にしか達しておらず、何も欧州が、世界に先駆けて

独自の航空の排ガス規制に踏み出す事は無いと主張している。 ICAO は、来年、この問

題の対処案を取りまとめる予定。 航空は、世界的レベルに於ける排ガスの計測が困難で

あるために、京都議定書の対象から外されている。 排ガス クオータの航空会社別の分配

や、許容量の算定、欧州の域内の空と域外の空の区分などなど、解決すべき多くの細部の

問題が山積している。 IATA は、航空業界は、航空券に対する課税やその他の規制よりは

トレーディング スキームを好むが、それよりも何よりも、モット他の効率的な排ガス規制

の方法が存在すると言っている。 例えば、欧州単一航空管制区域の設定は、便の遅延を

減少させ、▲12%のガスを減少させるだろう。 単一通貨の創出に政治的意思を発揮した

欧州連合が、未だに単一航空管制区域を作り出せていない。(FT.com, 11/15/2006) 
 

（18）民主党、オープンスカイの再考を要請 
下院の運輸インフラ委員会の議長に１月に就任する James Oberstar（民主）は、11 月 14 日、

米国籍航空企業に対する投資（外資）規制の緩和（規制の骨子は変更せず、運用細則を変

更して外資導入を促進させる案）は、再考する必要があると語った。 この外資規制緩和

は、昨年、欧州連合と暫定合意した大西洋路線のオープンスカイ協定成立とパッケージに

されている。 従って、仮に、米国が規制緩和に失敗すれば、オープン スカイ協定は再度

成立しない事になる。（大西洋路線オープン スカイは、2004 年に一部 EU 加盟国の強い反

対に遭い、その成立に失敗している。） 上院の予算委員会も、規制緩和に反対している。

(FT.com, 11/15/2006) 
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（19）航空座席にエアーバッグ装備が必要 
FAA は、2009 年 11 月までに、既存の航空機と、全ての新造機の一部の座席に、より強度

を増した（crash-resistant）座席の装備を義務づける。 強化座席を装備しなければならな

くなる場所は、バルクヘッドやライフラット ベッド席等の旅客の頭部と上半身の潜在的衝

撃リスクが存在する所で、全ての座席には適用される訳ではない。 

FAA が委嘱した調査によると、1984 年〜1998 年の 15 年間で、エアーバッグが有れば 45
人の死亡と 40 人の重傷事故が防げた筈だと報告している。 既に数千機の小型航空機には

エアーバッグが装備されている他、Virgin Atlantic, Air Canada, Air New Zealand がエアバグを

採用している。 DL 航空は、2008 年初めに導入される新ビジネス クラス座席（ライフラ

ット）にエアーバッグを装備する。 エアーバッグは、シートベルトに装着され、1 個 2,000
㌦する。(wsj.com, 11/16/2006) 
 

 

 

 

 

 

Air-bag lapbelts are thicker than standard ones; black inflator is 

hidden.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Scenes from a simulated plane crash show how air bags 
would deploy from lapbelts to protect passengers 
seated in a dangerous spot in an airliner's cabin. 
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（20）欧州 高裁判所アドバイザー、二国間オープン スカイ協定禁止を主張 
欧州連合の 高裁判所に対するアドバイザーが、「加盟国は、米国と二国間“オープン ス
カイ”協定を締結する事は出来ない」と語った。 仮に、ルクセンブルグに在る欧州裁判

所が、この意見を採用すると、長期間協議を続けて来ている米国と欧州連合の航空交渉が

合意出来ない場合は、フォール バック ポジションである加盟国と米国間の二国間航空取

り極めが無くなる事を意味している。 そうなると、Star Alliance や oneworld や SkyTeam
の運営の法的基盤を危うくする事になるだろう。 アドバイザーは、「空港アクセス、予約

システム、航空旅行のその他の局面をカバーする二国間航空協定は、欧州単一市場の基本

的原則を脅かす事になる」、と発言している。 この意見は、欧州裁判所の前の結論である、

『欧州委員会は、加盟 25 ヶ国を代表するオープン スカイ協定締結に関する排他的権限を

有する』、と言う意見と一致する。 

オランダは、1992 年に、米国との間で、二国間オープン スカイ協定を締結した。 委員

会は、欧州委員会の交渉力を弱体化させるとして、オランダを欧州裁判所に提訴したが、

オランダの協定は、EC から EU への単一市場転換以前に締結された為に、区別して取り扱

われる事となった。 米国は、他の欧州 8 ヶ国と同様のオープン スカイ協定を締結したが、

欧州裁判所は 2002 年にこれ等の協定を無効にしている。 アドバイザーの意見は、欧州裁

判所が 終決定を出す前に、判事によるパネルによって検討される事になる。 過去の例

では、判事は、アドバイザーの約 80%の意見を採用している。(wsj.com, 11/17/2006) 
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（21）AF/KLM、LCC 航空会社設立を計画 
欧州 大のキャリア AF/KLM が、PAR Orly 空港を基地とする、ローコスト定期とチャータ

ーのハイブリッドの子会社設立を検討している。 欧州のメジャーは、LCC 企業設立で

様々な経験を有している。 BA は 2001 年半ばに LCC 子会社 Go を easyJet に売却、LH は

Germanwings を、IB は BCN を基地とする Clickair を立ち上げている。 KLM は、LON 
Stansted 空港を基地とする LCC Buzz と、オランダに於いて Transavia チャーター事業の延

長の Basiq Air を立ち上げたが、どちらも失敗している。 Buzz は 2003 年に Ryanair に売

却、Basiq は 2004 年に運航停止。 Transavia は Transavia.com にリブランドされて、チャー

ターと定期レジャー航空会社として残された。 AF/KLM が今回設立する LCC は、この

Transavia.com をベースにしている。 資本構成は、AF が 60%、Transavia が 40%を保有す

る。 社名は、Transavia.com がそのまま使用される。 来春に、B737-800 型機（186 席）

を使用して、Orly からスペイン、モロッコ、チュニジアにレジャー定期路線を開設する。

(FT.com, 11/17/2006) 

 
 
 

 水 運  
 

（１）ドバイ DP ワールド、ロンドン ゲートウエー プロジェクトに 15 億ﾎﾟﾝﾄﾞ投資 
世界 大のコンテナ港運営企業の 1 社 DP World が、ロンドンの Gateway Project に 15 億ﾎﾟ

ﾝﾄﾞ（3,000 億円）を投資すると発表した。 Essex の Thurrock の Shell Haven 製油所跡に建

設されるコンテナ港と英国 大の工業団地に、1,550 エーカーの土地を確保し、年間 350
万個 TEU コンテナをハンドリング出来る 2,300m のコンテナ埠頭を建設する。

(channelnewsasia.com, 11/12/2006) 

 

（２）カーニバル クルーズ船で、700 人が食中毒 
Carnival Cruise Line のクルーズ船で、船員乗客 700 人が、ノロウイルスが原因と見られる

食中毒に罹っている。 この食中毒は、2,800 人の船客を乗せて、11 月 3 日に ROM 出航し

た Liberty 丸（次ページ写真）で、就航後 24 時間以内に発生した。 Liberty は、19 日にフ

ロリダの Fort Lauderdale に到着する予定。 11 月 16 日に、St. Maarten で、3 人の environment 
health specialist が乗船し、船内を消毒し、中毒発生の原因を調査する。 ノロウイルスは、

年間 2,300 万人の米国人が罹患している。 今年、12 件以上の食中毒事故がクルーズ船で

発生している。(wsj.com, 11/16/2006) 
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Carnival Cruise Line Liberty 
 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 

（１）サプライチェーンの柔軟性が景気を下支え、フェデックス創立者 
FedEx の創立者であり CEO の Fred Smith が、「企業に於けるサプライチェーンに於ける透

明性が、米経済の成長緩和をソフト ランディングさせるだろう」、「現在では、ポイント オ
ブセール（POS）に於ける豊富な情報がタイムリーに経営者に届き、サプライチェーン全

体の透視性が改善している」と発言している。 彼は、「IT の発達が、景気の変化に対す

る迅速な企業の対応を可能にしている」、と言っている。 FedEx やそのライバル企業は、

“ジャストイン タイム”サプライ チェーンの世界的なシフトを支援し、企業の在庫減に

貢献している。 元米連邦準備銀行総裁 Alan Greenspan も、「サプライチェーンの効率化が、

米経済の持続的成長を支えている」、と言っている。(FT.com, 11/16/2006) 
 

（２）TNT、貨物部門を４億ﾕｰﾛで売却 
オランダの郵便とエクスプレス グループの TNT が貨物管理事業（freight management 
business）を、フランスのロジ企業 Geodis に 400m ユーロ（600 億円）以上で売却した。 今

月初め、TNT は、ロジスティック事業を米国のバイアウト グループ Apollo Management
社に 14.8 億ユーロ（2,200 億円）で売却している。 これ等の売却で、TNT は、ロジステ

ィック部門から撤退し、郵便とエクスプレスに専念する企業となる。(FT.com, 11/16/2006) 
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 ホテル＆リゾート  
 

（１）ラスベガス サンズ 第 3 四半期+21%増益 
Las Vegas Sands は、第 3 四半期決算で、+21%増益の $97.3m（115 億円）の利益を達成し

た。 収入は、+26.4%増加して $553.2m（650 億円）であった。 Sands のポートフォリ

オには、Venetian in Las Vegas と Sands Macau が含まれる。 
Sands は、アジアに於ける展開を進めている。 同社は、マカオの Cotai Strip（“アジアの

ラスベガス”と呼ばれている）で 7 つのサイトを開発し、Four Seasons, Starwood, Shangri-La, 
Hilton, Fairmont Raffles の 5 つチェーンと提携している。 Sands のマカオに於けるフラッ

グシップ Venetian Macao は、2007 年夏のオープンが予定されている。 ショッピング モ
ールでは、現在、400 のリテーラーと出店契約を締結している 中。 来年秋には、少な

くとも 1 つのトレードショーが、ここで開催されるだろう。 Sands は、シンガポールの

総合リゾート開発プロジェクトを落札し、120 万 sqft の会議場と、2,500 室のホテル、100
万 sqft のショッピング モールを備えたカジノを含む総合リゾートを建設する。(DTW, 
11/10/2006) 

 

（２）ウオルトディズニーが好決算 
Walt Disney が、9 月に終わる第４四半期決算で、好決算を達成した。 メディア部門は、

前年を +11%上回る今年 高の四半期収入 146 億㌦（175 億円）を達成した。 テーマパ

ークとレゾート収入は+10%の 99 億㌦（115 億円）、スタジオ エンターテイメントは▲0.8%
減の 75.3 億㌦（88 億円）、グッズ販売は +3%の 22 億㌦（25 億円）であった。 
年度の部門別利益では、スタジオ エンターテイメント部門の営業利益が、$207m から

$729m に 2 倍以上増益している。 テーマパークとレゾートは、12 億から 15 億㌦に +30%
増益している。(DTW. 11/10/2006) 
 

（３）ウイン リゾート、初配当 1 株 $6 を決定 
潤沢な手元現金 14 億㌦（1.650 億円）を保有するWynn Resort が、

初の配当 1 株 $6 を支払う事を決定した。 Wynn Resort は、今

年、マカオのカジノ  ライセンスを豪州の Publishing & 
Broadcasting に 9 億㌦（1,100 億円）で売却している。 Wynn の

24.2%を保有している CEO Steve Wynn は、この配当で約 147m
（175 億円）を得る事になる。(wsj.com, 11/14/2006) 
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（４）インターコンチ第 3 四半期決算 
InterContinental Hotels（IHG）が、第 3 四半期決算で、税引き前利益 +58m ポンド（117 億

円）を計上した。 この好決算は、好調なホテル宿泊ゲスト需要の増加と Britvic ビジネス

の売却が好影響を与えている。 収入は、+10%増の 202m ポンド（405 億円）であった。 

IHG の客室供給は、今年 +10,000 室増加（ネットベース）している。 中国では、第 3 四

半期に新たに 12 ホテル（5,000 室）の運営管理契約を締結した。(FT.com, 11/15/2006) 
 
 
 

 その他  
 

（１）持てる者と より持てる者の 新しい階級闘争 
nyttimes.com の記事「A New Class War: The Haves vs. The Have Mores」は、米国で所得

格差が広がっている事を伝えている。(nytimes.com, 11/18/2006) 
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編集後記 
 
 
 
 
 

US 航空が、アリゾナ州立大学の工業エンジニアリング チームと共同開発した機内への搭

乗案内方式「逆ピラミッド方式」の話は面白い。 一方で、Southwest 航空が採用している

古典的な座席指定無しの「フリー シーティング方式」も、高度の理論を駆使した方式と変

わらない旅客の乗降機時間を達成していると、この記事は書いている。 
 

読後感想なるモノを書いて見た。 
 

① US 航空が、現場の叩き上げの人達が実施している方式を止めさせて、理論的解析によ

る搭乗方式を導入したのには、随分骨が折れた事だろう。 理論嫌いで経験主義優先の

現場の人達を、シッカリ納得させないと上手く事が運ばないからだ。 
② この記事には、「2 つのドアーを使用して乗降させても、1 つドアー使用と変わらない結

果となった」と書いてあったが、どうしてなのだろう？ ヤッパリ現場の実際がモノを

言う事になるのだろうか。 
③ Southwest の座席指定無しの方式は、何れは中止されるのではないだろうか。 航空会

社は、人気の高い座席に割り増し料金を課す等のアラカルト運賃が一般的になるだろう

から。 それに、プレミアム旅客に対するサービスや、他社とのコードシェアーにも、

座席指定無しでは拙かろう。 

④ Southwest は、予約システムのコスト効率を考えて座席指定を採用していない。 航空

機の駐機時間を 短にする為ではない筈である。（「座席指定が無い方が、旅客が争って

早く良い座席に座ろうとする為、搭乗時間が短くなる」と言う説は、“作り話”ではな

いのだろうか？） だって、Southwest は、ATA とのコードシェアーへの対応のために、

座席指定への対応も可能な予約システムに改修中ジャないか。 

⑤ 「逆ピラミッド方式」や「Wilma 方式」の搭乗案内の話は、トヨタが編み出した
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“KAIZEN”の話を連想させて呉れる。 ☆ 
 
 
 

US 航空の DL 敵対的買収の発表は、米航空会社間の合併（コンソリデーション）が、いよ

いよ始まる事を暗示していると各紙が書いている。 
 

ことのほか消費者保護や中小企業保護政策を優先させる民主党が勝利した連邦議会が、こ

の様なメジャー航空会社間の合併をスンナリ認めるのだろうか？ 
昨年 9 月に America West と旧 US が合併したばかりだと言うのに、今度は、自分よりも 2
倍近くも大きい DL を飲み込もうと言うのだから、US CEO Doug Parker の計画は、ダナミ

ックで気宇壮大だ。 
 

大西洋の対岸では、AF と KLM の合併が 2 年も前に認められているのだから、US と DL
の合併が認められないと言う事は無いのかも知れない。 欧州連合の競争委員会は、強い

欧州の航空会社を作りたがっている。 Ryanair の Aer Lingus 敵対的買収に対してだって、

好意的な素振りを見せていると言うジャないか。 

米国だって、欧州の航空企業と互角の競争力を維持する事を求められているのだから、国

内の競争環境の維持を優先させる余り、国際競争力を弱める事等しないかも知れない。 そ

れに、投資家達も、ソリャー少ない数の財務体質の強い航空会社を望んでいるのだから・・・。 
 

本当に各紙が言っている通りに、合併の波が押し寄せて来るという事にでもなれば、現在

のアライアンスは、一体どう言う事になってしまうのだろうか？ スターの US が、スカ

イの DL に言い寄り、スターの盟主 UA が、DL に袖にされるやスカイの CO に言い寄って

いると言うジャないか・・・。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 244 （ 以 上 ） 
 
 

次ページに「米主要航空会社 2006 年第 3 四半期決算」の詳細を添付した。 
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米主要航空会社 2006 年第 3 四半期決算  

 

 

*1=リジョナルを含む。 *2=Restricted cash を含まない。 *3=PAX services operating expense per total ASM。 

US の昨年度実績は、America West 社の単独決算。 Fuel 欄の：e=税抜き、t=税込み。 

 
 
 
 

 

 

REV 

million 

OPP 

million

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield 

cent 

L/F 

% 

現金 CASM Fuel 

cent ¢ガロン 同等物

A

A 

215.8 284 15 44.5 

(-2.4%)

12.80 

(11.96) 

81.7 11.02 5.5bn 5,847 

(10.62)(+6.6%) (39) (-153) (81.2) (187.6) (5.7) 

U

A 

229.7 5,176 

(+11.2%) 

335 

(165) 

37.1 

(+2.7%)

12.58 

(11.39) 

83.6 11.13 4.9bn 190 

(10.43)(-1,772) (83.9) (190.1) (4.7) 

D

L 

3.9bn 4,659 168 52 33.67 13.35*1 80.2*1 

(79.2) 

10.15 

(10.25)

219*1 

(+8.1%) (-240) (-1,130) (-4.2%) (11.97) (182) (4.0) 

C

O 

192 237 25.7 

(+8.6%)

12.34 

(11.70) 

82.7 

(81.7) 

10.52 

(9.93) 

221.5t 2.5bn*23,518 

(+17.2%) (109) (61) (188.0t) (2.5) 

N

W 

3,407 366 -1,179 22.2 13.33 86.2 

(84.6) 

10.98*3

(11.82)

217.8e 

(+0.9%) (-167) (-469) (-8.0%) (12.14) (184.5e) 
n.a. 

U

S 

2,968 16 -78 20.2 12.86 79.1 

(79.9) 

11.40 

(10.04)
n.a. 

(929) (-83) (-99) (8.4) (10.48)
3.0 

W

N 

261 48 23.7 

(+8.8%)

12.71 

(11.68) 

74.7 

(74.9) 

9.94 

(8.68) 

156e 2.3bn 2,342 

(+17.7%) (248) (210) (101e) (2.99) 

H

L 

935.7 

(+10.6%) 

-24.0 

(153.1) 

-17.4 

(90.2) 

6.15 
(+5.6%)

14.33 

(13.57)

79.2 

(79.0) 

12.83 

(9.52) 

268 

(134) 

1.1bn 

(1.1) 

6

B 

628 

(+38.7%) 

41 

(14) 

-0.5 

(2.7) 

7.5 

(+19.0%)

9.72 

(7.87) 

80.4 

(86.6) 

7.79 

(6.93) 

212 

(170) 

456m 

(468) 
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