
平成 20 年 3 月 17 日 

 

 

 

 

 

TD 勉強会 情報 314 
 

 

1. 旅行業界 景気低迷に影響されず 

2. サウスウエスト航空、36 機運航停止 

3. 其の他のニュース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



情報 314 平成 20 年 3 月 17 日 - 2 - TD 勉強会 

TravelWeekly.com, 3/10/2008 

1. For now, industry skirting recession, though slowing 

 旅行業界 景気低迷に影響されず 

 

明らかに米経済は収縮モードに入っているが、旅行業界は未だ景気低迷局面に突入して

いないようだ。 今までの状況と今後の予約状況を勘案すると、旅行業界の現状は、“成

長の減速”という表現がぴったりようだ。 以下が、主要旅行セグメントの実際のビジ

ネス レベルの状況である。 

 

・ 航空需要は 1 月にスローとなったが、閏年の影響はあるけれど 2 月には盛り返して

いる。 強力なイールドと特別運賃販売の展開が実施されていない事が、需要が維持

されている証左。 

 

・ 2 月までのホテル需要は、成長速度は緩和しているが、依然として増加している。 

そして、この需要増に対する自信を反映して客室料金も上昇している。 計画されて

いる法人の会議やイベント需要の予約は低下していない。 

 

・ クルーズは、一部市場では需給緩和のまだら現象の発生が見られるが、依然とし増

加している。 殆どの消費者は、財布の中身が少なくなっているにも拘わらず、彼等

の旅行熱は冷めていない。 

 

各機関ないし団体が発表している旅行業界の見通しは、次の通りである。 

 

【連邦準備局】 

米経済状況の定期的発表レポートである連邦準備局の先週の“ベージュ ブック”は、

小売り、製造業、不動産、サービス一般で陰りが見られているが、「ツーリズムは、幾

つかの分野での軟化は見られるものの、総じてポジティブである」としている。 

 

【World Travel & Tourism Council】 

WTTC は先週、米国は、その他の地域よりも堅調さを失っているけれども、継続した成

長を達成するだろうという見通しを発表した。 

 

【IATA】 

1 月の需要低迷に対応して、IATA の事務総長 Giovanni Bisignani は、「1 ヶ月間の実績だ

けで断定は出来ないが、米国市場の信用収縮が航空需要にネガティブな影響を与えてい
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る。 将来の不安定の前兆となるようだ」と語っている。 

 

【Air Transport Association】 

ATA Chief Economist John Heimlich は、「1 月の RPM は▲1.7%低下したが、イールドは 

+7%も上昇した。 4 月初旬までの予約も堅調に推移している。 大幅な値引き合戦は

発生していない」と言っている。 

 

【ARC】 

ARC のマーケティング部長 Mike Premo は、「昨年の第４四半期と今年 1 月の需要軟化

は、2 月の増加で軽減されている」と言っている。 しかし彼は、需要見通しについて、

内際別需要の精査無くしては、はっきりした事が言えないと言っている。 

 

【Smith Travel Research】 

1 月と 2 月の客室販売需要は、それぞれ +0.2%と +0.5%（速報）上昇した。 オキュパ

ンシーは、供給拡大もあり若干低下した。 ADR は、2 月に +4%強上昇し、3 月も同

じ位上昇するだろう。 ホテル業界は、継続して需要増を期待できるだろう。 法人需

要も堅調だ。 

 

【PKF Hospitality Research】 

6 ヶ月前の予測よりも、明らかに需要の堅調度合いは低下している。 しかし 2008 年

は殆どの期間なんとか持ち堪えるだろう。 2008 年の需要増は、長期需要予測の年平

均増率 +2%より低い +0.9%増となるだろう。 ADR は、2007 年ほどの勢いは無いが 

+4.7%を達成するだろう。 

 

【Deloitte と Wachovia】 

Deloitte のツーリズムとホスピタリティーとレジャー部長は、クルーズ需要はかなり健

闘していると言っている。 カリブは過去の勢いが失せているが、欧州クルーズが好調

だと言っている。 

Wachovia のレジャー株調査部長は、Carnival Cruises Lines の株価上昇と Royal Caribbean

の力強い値動きをベースに、クルーズ株に対して強気の見通しを立てている。 景気に

対する警戒感が強まっているにも拘わらず、人々の旅行熱は依然として旺盛だ。 

 

■ 
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wsj.com, 3/12, 14/2008; nytimes.com, 3/12-13/2008 

2. Southwest Grounds 38 Planes for Test 

  サウスウエスト航空、36 機運航停止 

 

Southwest 航空は、3 月 12 日、整備記録を見直した結果、検査が適正に実施されたか否

かについてチェックをする必要が B737 型機 44 機に発生したので、既に退役済みの 1

機と定期整備中の 5 機を除く 38 機（B737 型機×523 機フリートの 7%に相当）を、緊

急点検の為に運航停止すると発表した。 この点検は、胴体の窓枠に沿っての黙視と過

電流を併用した FAA 航空機滞空証明指令に基づく検査で、1 機におよそ 90 分が必要と

なる。 運航停止された航空機の半数は 12 日の午後に、残る全機は 13 日にはラインに

復帰する。 この影響で、およそ 125 便が欠航となった。 Southwest は、1 日約 3,500

便を運航している米最大（国内線旅客数ベース）の航空会社。 

 

先週、FAA は、胴体ひび割れ検査期限の超過後も 46 機を継続して運航させたとして、

Southwest 航空に対して $10.2m（10 億円）の罰金の支払いを提案した。（点検後×6 機

にひび割れが発見されている。） FAA は、“意図的な航空法違反”に対して記録的な

高額の罰金の支払いを要求している。 内部通告者によると、この検査期限の見過ごし

後の運航継続には、FAA の DAL 地区の整備検査官と Southwest の整備担当者の間の癒

着が存在していると言う。 

 

 

Southwest Air workers examined 38 planes Wednesday. 

 

 

FAA は、3 月 11 日、全米の地方安全検査官 88 人を WAS に招集し、航空会社の整備検

査に対する監視の再確認と強化を要請する。 

Southwest は、この検査に絡む整備担当者 3 人を自宅待機措置にし、外部の第三者によ
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る整備監査の実施を約束した。 そして、当初の FAA に対する攻撃的な対応を改めて、

できる限りの協力を惜しまないという声明を発表した。 CEO Gary Kelly は、顧客と安

全管理当局に整備検査な未了機の運航を謝罪した。 

一方、事態を重く見た連邦 Office of Special Counsel と下院の運輸とインフラ委員会が、

今回のケースの調査に乗り出している。 同委員会の議長 James Oberstar は、FAA と航

空会社間の“馴れ合い”が存在するとして、FAA の下から上までの浄化が必要だと語

っている。 

A Southwest Airlines jet taxis at Love Field 

as it prepares to take off in Dallas. 

 

今回の整備点検見過ごしは、LCC のパイオニアで優

良経営のモデルとされて来た Southwest に大きな打

撃を与えるだろう。 

■ 

 

 

 

 其の他のニュース 

 

 

 旅行流通・TD  

 

（１） 欧州反競争法当局ロイヤルカリビアンとティユーイ合弁事業 承認 

欧州アンチトラスト当局は、Royal Caribbean Cruises Ltd.とドイツのツアオペレータ Tui

の合弁事業によるプラミアム クルーズ ブランドの設立を承認した。 このクルーズ事

業 Tui Cruises（本社 HAM）は、RCCL と Tui が 50:50 の資本を保有し、2009 年 5 月就

航開始する。 1 年前に Carnival Corp.と Tui の間の同様の合弁事業の設立が計画された

が、昨年 9 月に当局はこの合併を不認可とした経緯が存在する。 不認可の理由は、

Carnival の規模の大きさ（RCCL より大）と、既に Aida という欧州ブランドを保有して

いる点が、競争環境を阻害すると当局に判断された為。 また、Tui の資本参加率が 5%

（2010 年には 20%）と低かった事も、不認可の一因とされている。(DTW, 3/10/2008) 

 

（２）米インバウンド旅客数新記録達成 

米商務省は、2007 年の米国訪問客数が 5,670 万人の新記録を達成した発表した。 訪問

客の消費額も +14%増加して $122.7bn（13 兆 5,000 億円）の新記録となった。 米国人

QuickTimeý Ç²
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の海外における消費額を差し引くと、$17.8bn（1 兆 8,700 億円）の旅行収支のプラスと

なる。 ツーリズムは、米輸出額の 8%、サービス産業全体の輸出の 26%を構成する最

大のカテゴリーとなっている。(DTW, 3/10/2008) 

 

（３）アイゴーユーゴー、レビュー コンテンツ強化に努力 

過去 1 年間プラットホームの改善などの技術的な面を強化して来た旅行レビューサイ

トの IgoUgo が、これからはコンテンツの強化に邁進する。 そのため、レビューの投

稿者達に、作文教室の如くの良質のレビューの書き方のアドバイスを提供する。 この

サイトは、350,000 人の会員を有し、月間およそ 100 万人のユニーク・ビジターによる

500 万ページ・ビューを抱えている。 IgoUgo は、2006 年に Sabre によって買収され、

現在 Travelocity グループに属している。(DTW, 3/11/2008) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）ルフトハンザ、エクゼクティブ フリート事業設立へ 

LH がビジネス航空機市場に進出する。 その為の Cessna から 4 座席機〜12 座席機の

エクゼクティブジェットを 7 機購入する。 最良プレミアム顧客に対して、欧州域内

1,000 空港以上をカバーするチャーター便を提供する。 ビジネスジェット機のブーム

で、Cessna 機のデリバリー待ちは現在 2 年〜3 年となっているが、LH は、早期のデリ

バリーポジションを押さえている既存の発注者からポジションを購入する。 ビジネス

ジェット機フリートを保有するのは、欧州定期航空会社では LH が初めてとなる。

(FT.com, 3/7/2008) 

 

（２）BAA、免税店事業売却へ 

BAA を保有しているスペインのインフラ グループ Ferrovial は、World Duty Free（58 店

舗の免税店保有）を Autogrill に £545m（1,110 億円）で売却する。 Autogrill は、Benetton

家によって支配されている空港内の小売店を営業する会社で、BAA との 12 年契約によ

り LHR と LGW と STN 空港で営業展開している。 Ferrovial は、18 ヶ月前に、金融パ

ートナー2 社と共に BAA を £10.1bn（2 兆 500 億円）で買収した。 同社は、この買収

に要した £9bnの負債の減少の為に非中核資産の売却を急ぐ。 信用市場の収縮で、£9bn

に上る securitized bond の発行による負債のリストラクチャーが遅れている。 

Autogrill は、Alpha と WDF を結合させコスト節約すると同時に、スペイン、ポルトガ

ル、ラテンアメリカ、アフリカに 200 空港店を保有する Aldeasa（スペイン）の買収ビ

ッドをしかける。(FT.com, 3/9/2008) 
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（３）米航空会社、株主より温暖化対策を要求される 

US と Southwest 航空が、株主から CO2 排ガス削減の為の戦略についてレポートの提出

を要求された。 CO の株主も同様の要求を行ったが、CO の対応合意により決議を取

り下げている。 既に、小売業の Best Buy, RiteAid, Kroger や住宅建設の Standard Pacific

や Contex が、同様の要求を投資家から受けている。 今年に入ってからは、54 件の地

球温暖化関連決議が投資家達によってファイルされている。 強力なカルフォルニアの

教員年金基金 Calstrs は、今年、発電会社の Dynegy や Oneok を相手取った初の温暖化決

議をファイルした。 オイルとガス会社 ConocoPhilips と Chevron は、カナダに於ける

オイルサウンドの環境インパクトを懸念した新たな決議に直面している。 Citigroup

は、露天掘りの石炭採掘と石炭火力発電プロジェクトに対する融資停止を要求する決議

を受けるだろう。 Bank of America は、証券取引委員会から同様の要求の拒否の承認を

勝ち取っている。(FT.com, 3/9/2008) 

 

（４）ジェットブルー新 JFK ターミナル 9 月にオープン 

jetBlue が $750m をかけて改修中 JFK ターミナル 5 が 9 月にオープンする。 この空港

は、米国に於ける 9/11 以降最初のセキュリティー強化空港。 20 レーンを持つ 340 フ

ィート幅のセキュリティー チェックポイントが、空港の出発ロビーの中心に位置する。 

jetBlue は、昨年 JFK 利用旅客 4,770 万人の 28%を取り扱った。 今年末には、1 日当た

り 44,000 人の旅客がターミナル 5 を利用するだろう。 jetBlue は、JFK で日間 170 便

を運航しているが、26 ゲートを持つターミナル 5 は、日間 250 便を取り扱う能力を備

えている。(nytimes.com, 3/11/2008) 

 

 

The security area at JetBlue’s new terminal at Kennedy International Airport will be 340 feet wide and will have 20 

lanes. 

 



情報 314 平成 20 年 3 月 17 日 - 8 - TD 勉強会 

（５）ニューワーク空港 83 発着規制開始、5 月から 

米運輸省は、5 月より、Newark 空港のピーク時間帯の 1 時間当たりの発着回数を 83 回

に規制する。 この規制は、3 月 15 日より開始される JFK における発着規制と同一回

数。(wsj.com, 3/11/2008) 

 

（６）英国航空、パイロット ストの法的根拠をチェック 

BA 子会社 OpenSkies の独自のパイロット採用に反対している BA のパイロット組合

Balpa と BA との和解協議は何らの妥協点を見いだせないまま、3 月 7 日に終了した。

（OpenSkies は、既に採用を開始している。） Balpa は、スト実施の決断を今にもする

かもしれない。 しかし、BA は、欧州連合条約第 43 条である「他の欧州加盟国におけ

る、他の航空会社の既存のオペレーションの買収や新たな航空会社の設立を含むオペレ

ーションを設立する権利を有する」を侵害するストは違法であると主張している。 

Balpa は、競争促進を趣旨とする連合条約が、果たしてスト権の確率まで影響を及ぼす

かについて、スト実施を延期して高等法院の判断を仰ぐ事となった。 高等法院の判断

が出るまでは、スト権確立投票後 28 日以内のスト実施は、その間だけ延長される事に

なる。 BA の 3,200 人のパイロットは、先月、圧倒的多数でスト権確立投票に賛成し

ている。(FT.com, 3/12/2008) 

 

（７）AA と BA が反競争法適用免除の再申請するかもしれない 

AA と BA が、反競争法適用免除を再申請するかもしれない。 今度申請するとすれば、

過去の申請のような密接な提携関係の構築では無くて、より軽度のモノとなると見られ

ている。 過去の申請に対しては、米当局が LHR の発着スロットの放出を免除適用の

条件とした為に、AA と BA の両社は提携構築を断念した経緯が存在する。 

AA の CFO Tom Horton は、Open Skies 協定により DL, NW, CO, US の LHR 空港への新

たな乗り入れが予定されている為に、そして仮に DL + NW の合併が承認されれば、以

前よりはずーっと認可される確率が高くなるだろうと語っている。 AA の BA との提

携には、大西洋線が含まれない。 従って、AA の FFP 会員は、BA の NYC=LON 線で

はマイルを稼ぐ事ができない事になる。(FT.com, 3/10/2008) 

 

（８）ヒースロー空港、54 航空会社がターミナル移動 

LHR 空港ターミナル 5（収容能力 3,500 万人、112 小売店鋪）が 3 月 27 日に供用開始と

なる。 T5 のオープンで、LHR の収容能力は、過去 12 ヶ月間の 6,800 万人が 9,000 万

人に拡大する。 BAA に次の大きな目標は、2012 年のロンドン オリンピック開催まで

の Heathrow East ターミナル（収容人員 3,000 万人）の完成だ。 East ターミナルは、

T1 と T2 を代替する。 

T5 の完成により、54 社の航空会社がターミナルの移動を余儀なくされる。 そして、
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初めてアライアンス毎のターミナル集結が可能となる。 SkyTeam は T4 に、oneworld

は T3 に、Star Alliance は T1 に集合する。 T3 は、既に 10 年間におよぶ £1bn（2,050

億円）近代化計画が既に終了し、A380 型機用の新搭乗橋の準備が整っている。 Star

は、2012 年には Heathrow East に移転する。(FT.com, 3/10/2008) 

 

 

（９）米各社、受託手荷物有料化に走る 

燃料高騰に喘ぐ米航空各社が、受託手荷物の有料化に走っている。 UA と US は 5 月

5 日から 2 個目の受託手荷物に対して$50 を徴収する。 航空会社は、F クラス アップ

グレード、ファンシーなアルコール飲料、空港ラウンジの 1 日パスを含むアップセル販

売に飛びついている。 そして、今まで無料であったサービスを、基本的な輸送サービ

ス以上の全て — たとえば、機内食、コールセンター予約を、少数の航空会社は座席指

定までを、有料化し始めている。 

殆どの顧客は、この有料化に良く順応しているが、手荷物の多いレジャー家族旅行者に

対するインパクトは極めて大きい。 UA の場合、重量超過の 2 個目の大型受託手荷物

料金は、5 月 5 日からは往復 $450 する。 DL の場合は、重量 71 ポンドの 3 個目の受

託手荷物料金は往復 $660 もする。 料金は、航空会社によってかなり異なっている。 

超低運賃航空会社の Skybus や Spirit は、1 つ目の受託手荷物に $10 を徴収しているが、

大型手荷物には往復 $50 と、Southwest や jetBlue の$100 や、AA, UA, DL, CO などの往

復 $200 よりもかなり割安だ。 アラカルト運賃のパイオニアである Air Canada は、受

託手荷物無しの旅客には、▲$3 の運賃割引を提供している。 

UA の旅客の 4 人に 1 人は、複数の手荷物を預けており、その多くはレジャー旅客だと

いう。 受託手荷物の有料化により、年間 $100m（100 億円）の収入増を期待している。 

US の場合は、2 個目の手荷物を預ける旅客は全体の 8%で、およそ $75m の増収を期待

している。 
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“単体サービス”（unbundled service）とは、旅客が使用する分だけを支払えば良いサー

ビスを意味しているが、この新概念の登場で、航空会社の基本サービスが何であるかが

まちまちになっている。 各社の標準運賃に含まれるサービスが、航空会社毎に異なる

事態が発生している。(wsj.com, 3/11/2008) 

 

 

 

 

（10）EADS、2007 年決算で赤字計上 

EADS は、3 月 11 日、2007 年決算で E499m の欠損を計上したと発表した。 この欠損

は、軍用輸送機 A400M 型機のコスト超過と次世代民間機 A350-XWB 再設計関連支出増

が原因。 EADS は、2010 年までに▲E2.1bn（3,300 億円）に上るコストセーブ（Power 

8 リストラ計画）する計画実施の最中で、今年には、営業利益（EBIT ベース）で利益

計上ができるだろうと言っている。 ドル安に悩むエアバスは、為替差損をヘッジする

為に A350-XWB のサプライヤーに対して、ドル建てによる決済システムを導入する。 

 

 4Q’07 2007 備 考 

収 入 
E11.3bn 

(▲5.1%) 

E39.12bn 

(▲0.8%) 

2007 年受注機数 1,341 機（最高記録） 

2008 年受注見通し約 700 機 

営業利益 
▲204m 

(1.72bn) 

▲881 

(▲572m) 

$安による為替差損▲E1bn 

 

利 益 
259m 

(▲768m) 

▲499m 

(99m) 

米空中給油機受注で、業績回復が期待さ

れている。 4Q 含 A380 遅延チャージ 

(wsj.com, 3/11/2008) (nytimes.com, 3/12/2008) 
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Louis Gallois, left, the chief executive of EADS, Hans Peter Ring, the chief financial officer, with a model of a 

European spacecraft, before disclosing the company’s annual results on Tuesday. 

 

（11）ボーイング、空中給油機選定に異議申し立て 

先の米国防省の Northrop Grumman と EADS 連合に対する空中給油機発注（$35bn, 179

機）を巡って、ボーイングは 3 月 11 日 Government Accounting Office に対して公式な抗

議をファイルした。 ボ社は、給油機のスペックが突然変更される等、ペンタゴンの発

注先選定が公正に実施されなかったと抗議している。 GAO は、100 日かけてこの問

題を審査する。 米軍用機の国外メーカーを含む企業連合への発注は、安全保障上の問

題と軍需産業保護の問題とも密接に絡み、大きな政治問題になりつつある。(nytimes.com, 

3/11, 12/2008) 

 

（12）ノースウエスト航空、燃料購入でデリバティブ プラットホーム使用 

NW が、燃料高騰に対処する為に、コモディティーとエネルギー専門デリバティブ プ

ラットホームの使用を開始する。 これは、アセット マネジャー、投資銀行、外国為

替銀行、企業にデリバティブ取引の専門家とプラットホームを提供する SuperDerivatives

社が開発したプラットホームを使用する。(FT.com, 3/11/2008) 

 

（13）英航空当局ヒースローとギャトウイック空港料金大幅値上げ 

英 CAAは、2008年 4 月から、LHR 空港の料金キャップを搭乗旅客当たり £2.44（+23.5%）

値上げし、以降４年間はインフレ率 +7.5%増とすると発表した。 CAA は、今後 5 年

間に空港施設のサービス スタンダードの改善に約 £5bnの投資が必要と説明している。 

LHR 最大のオペレーターである BA を始め乗り入れ航空会社は、CAA の大幅値上げに

抗議している。 一部では、高度レバレッジ買収（£10.2bn）で BAA を取得したスペイ

ンのインフラ グループ Ferrovial（£9bn の負債借り換えに困っている）に対する優遇策

との批判が上がっている。(FT.com, 3/11/2208) 



情報 314 平成 20 年 3 月 17 日 - 12 - TD 勉強会 

 

（14）エミレーツ、ドバイ＝LAX 直行便就航 

Emirates が 9 月 1 日から DBX=LAX 直行毎日便（B777-200LR, F8+C42+Y216）を開設す

る。 これは、NYC 毎日 2 便と HOU 毎日 1 便に次ぐ 3 便目の北米直行路線。 DXB

→LAX は 16 時間 35 分。(DTW, 3/14/2008) 

 

（15）欧州連合、日欧線運賃談合捜査 

欧州連合が、日欧線運賃談合捜査を開始した。 3 月 18 日、LH と KLM が、欧州連合

に捜査を受けている事を明らかにした。 AF および AZ も捜査を受けている。 一方

JALとANAは捜査の連絡を受けていないと言っている。(wsj.com, 3/12, 13/2008) (FT.com, 

3/12/2008) 

 

（16）スタンステッド航空、第 2 滑走路 建設許可申請 

BAA は、3 月 11 日、Stansted 空港の第 2 滑走路建設許可申請を申請した。 これは、

2015 年までの第 1 段階で £2.5bn（5,000 億円）を投資し、2030 年までに現在の LHR 航

空利用旅客数と同じ人数の 6,800 万人を取り扱える能力を備える計画。 BAA は、これ

とは別に、当局に対して現在の単一滑走路の使用制限である年間 2,500 万人規制を、

3,500 万人へ拡大する事を要請している。 環境保護団体並びに騒音公害を懸念する地

元の強力な反対が予想されている。 英政府は、2003 年 12 月に発行した白書で、LON

南東部に 2 本の滑走路（STN と LHR）を新設する事を支持している。(FT.com, 3/12/2008) 

 

（17）ルフトハンザ、ジェットブルー提携 

LH が jetBlue と予約システムと FFP を連結する。 LH は

jetBlue 株 19%を買収し、jetBlue の基地である JFK を米国の

ハブ空港に仕立て上げる事を計画している。 これで、LH

は LHR における BMI 路線と合わせて（LH は BMI 株 30%

を保有）、大西洋両岸の 2 つの主要空港におけるフィダー網

を整備する。 LH は、昨年、+63%増益の E1.4bn（2,170

億円）の営業利益を計上した。 調整後営業利益率は 6.9%

で、このレベルは AF/KLM より+1%ポイント、BA の 9%（BA

は 10%と言っている）よりは▲2%ポイント下位に位置して

いる。(FT.com, 3/12/2008) 

Lufthansa plans to use JetBlue as its feeder partner in New York by 

linking booking systems and frequent flyer programmes. The German 

flag carrier bought a 19 per cent stake in the US airline in December. 
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（18）英国航空、2008 年業績 陰りを予想 

燃油比の高騰、世界（特に米国）景気の低迷の影響により、BA が 2008 年業績について

悲観的な見通しを立てている。 IATA は、世界の航空需要が、過去 3 年間の成長の後

下降局面入りをしていると言っている。（国際航空需要 2007 年 +7.4%、12 月 +6.7%、1

月 +4.3%、） Ryanair や easyJet も、サイクルが下方に向かいだしていると警告してい

る。 ところが、AF/KLM や LH は、2008 年について楽観的な見通しを立てている。 

AF/KLM は、プレミアム旅客が好調で、需要に対応出来ないと言っている。 昨年好決

算を計上した LH は、2008 年に 15 新路線を含む +7.5%増の供給拡大を計画している。 

コンソリ派の AF/KLM と LH が、単独独立派の BA よりも周期的な景気変動に左右され

ないのだろうか？ しかし、株式市場は経営陣の自信とは裏腹に、BA 同様両社を評価

していない。(FT.com, 3/12/2008) 
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（19）デルタ、マイレッジと現金で航空券購入 OK 

DL は、2 週間前に SkyMiles 会員に対して、現金と貯めたマイルの併用で航空券購入を

可能にした。 そして、アワード航空券用の座席を増加する。 DL では、2004 年から

2007 年の間に、マイルの積算が +27%も上昇したにも拘わらずアワード航空券用座席数

は増加されていなかった。NW は、先月、WorldPerks 会員に対してアワード航空券の半

分を現金で購入出来るようにした。 UA は、2006 年に J.P. Morgan Chase & Co.との提

携クレジットカードで貯めたマイルと合算した航空券購入を可能にしている。 

米航空各社は、使い勝手が悪化しているマイレッジ プログラムの強化に努力している。 

 (wsj.com, 3/13/2008) 

 

（20）フランス、2000 年コンコルド墜落事故で、コンチネンタルに賠償請求 

仏検察は、2000 年 7 月に発生した CDG 空港における AF/KLM のコンコルドの墜落事故

（乗員乗客 109 名全員と地上の 4 名が死亡）の原因が、CO 航空の DC-10 が滑走路上に

落下させたチタン破片によるものであると断定し、裁判所に対して審理の開始を要求し

た。 検察は、チタン破片がコンコルドのタイアを破裂させ、その破片が燃料タンクを

突き破って火災炎上墜落に繋がったとしている。 コンコルドは、1979 年以来、タン

ク強度の不足が航空機メーカーでも認識されていた。 裁判所は、検察の審理開始要求

を受理する義務を負っていないので、この審理が開始されるか否かは未だ分かっていな

い。(wsj.com, 3/13/2008) 
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（21）加年金ファンド、オークランド空港 40%買収 

Auckland International Airportの株主が、カナダ年金ファンドCPPIBの 40%（$1.5bn≒1,500

億円）の買収を承認した。 この買収が最終的に成功する為には、ニュージーランド政

府の承認の取得が必要となる。 NZ 政府は、自国の重要インフラに対する外資規制を

検討している。(FT.com, 3/14/2008) 

 

（22）ライアン航空、英国広告規則を批判 

英国の広告監視局（Advertising Standards Authority）

は、過去 2 年間で 9 回 Ryanair が英国広告規範を遵

守していないと指摘している。 Ryanair は、常軌

を逸した馬鹿げた規範には従えないと言っている。

(ASA は、法的な規範遵守の強制力を有していな

い。) 

ASA は、英国 3 紙に掲載された 1 月の Ryanair の広

告が不適切な写真を掲載しているとして、掲載停止

を命じている。 3 紙は直ちに掲載を中止したが、

Ryanair は、この広告を自社 Web サイトに掲載して

いる。 

The Advertising Standards 

Authority found this Ryanair ad 

was likely to offend. 

(wsj.com, 3/14/2008) 

 

 

 

 

 水 運  

 

（１）太平洋航路で、世界 3 大海運が提携 

世界 3 大海運の Maersk と Mediterranean Shipping Company と CMA CGM が、太平洋航路

で提携する。 この異例の提携は、アジア米国間貨物の低迷に対応する為の措置と見ら

れている。 香港、深圳塩田港、高雄、上海、青島と LAX の航路 Eagle Express と、大

連、新港、上海、寧波と Long Beach 及び Oakland を結ぶ航路 New Orient Express に、

Maersk が 4 コンテナ船、MSC が 4 船、CMA CGM が 2 船を配船する。(FT.com, 3/10/2008) 

 

（２）シンガポール、新クルーズ ターミナル建設 
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シンガポールが、Marina South に 2010 年にオープン予定の新クルーズ ターミナルを建

設する。 この新ターミナルの建設で、同国のクルーズの取り扱い能力は倍増する。 

2007 年には、前年を+10%上回る 943,000 人のクルーズ船客がシンガポールを訪れてい

る。(DTW, 3/12/2008) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）中国鉄道建設総公司、初値予想を下回る 

中国鉄道建設総公司（CRC）の上海と香港の両証取におけるダブル上場初値は、世界的

な株式市場不振を反映して期待を下回り、上海では 11.64 人民元（3 月 10 日、上場価格

9.08 人民元比+28.2%）、香港では HK$12（3 月 13 日、上場価格 HK$10.70 比+12.1%）の

結果に終わった。 CRC は、この上場で $5.4bn（5,400 億円）に上る資金調達に成功し

た。 この上場は、今年の世界最大規模の上場。(wsj.com, 3/11, 14/2008) 

 

（２）欧州高速鉄道網拡大 

11 月には、LON と PAR/BRU 間の全線の高速走行が可能になり、所要時間が▲20 分短

縮された。 1 月にはアルプス横断トンネル（工費$3.5bn≒3,500 億円、全長 22 マイル）

が開通し、スイスとイタリアの都市間の所要時間を 75 分に▲45 分短縮した。 

先月は、MAD と BCN が高速鉄道で結ばれ、所要時間が▲2 時間短縮されて 2 時間 35

分となった。 International Union of Railways によれば、欧州では、1 月末時点で 2,600

マイルの高速鉄道網が建設中となっている。（内 1,400 マイルがスペイン路線） そし

て、5,300 マイルが計画中だ。 消費者が、便利で早い高速鉄道の利用を増加させてい

る。 Eurostar のチケット販売は昨年 +15%増加した。 航空旅客が高速鉄道利用にシ

フトしている。 短距離航空路線がノーフリル サービスを展開しているのとは反対に、

高速鉄道は、33 インチピッチの快適な座席を配置し（Ryanair は 33 インチ）新聞や雑誌

を無料（1 等と 2 等）で提供し、DVD の貸し出しまで実施している。 そして、手荷

物や電話予約や座席指定に追加料金を徴収しない。 

しかし、高速鉄道料金はまだまで LCC の低運賃よりかなり高い。 LON=PAR は、easyJet

で $83（4 月）するのに対して Eurostar では $180 もする。（にも拘わらず、この区間で

は Eurostar が 2/3 のシェアーを誇っている。） 欧州高速鉄道網が拡大するにつれ、短

距離の航空旅客需要は鉄道に益々シフトするだろう。(wsj.com, 3/12/2008) 

 

 

 



情報 314 平成 20 年 3 月 17 日 - 18 - TD 勉強会 

 

 

 

 

 

A few trips on SNCF trains will have music and dancing. 

 

 

 

 

 

 

Eurostar trains offer free newspapers and magazines in some 

cars. 

 

 

 

 

（３）UPS、6 週連続で需要減少を経験 

米パッケージ デリバリーの UPS が、6 週連続で全てのセクターに亘って需要減少を経

験していると発表した。 米経済の景気減速を反映している。 UPS は、第 1 四半期の

利益見通し（1 株当たり利益 94 セント〜98 セント）を下回るかもしれない。(FT.com, 

3/13/2008) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１）モーテル 9 がデザイン変更 

Accor North America は、全米に展開して 960 軒のモーテルを近代的な格好良いデザイン

に変更する。 このデザイン変更は、コンペにより選ばれた英国の設計家 Priestman 

Goode が担当する。 Goode は、Virgin Train の電車の社内インテリアで有名。(wsj.com, 

3/12/2008) 

 

（２）PKF、2008 年の ADR 予測を下方修正 

PKF Hospitality Researchが、2008年のADR予想を +4.5%から +3%に下方修正した。 こ
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れは Moody’s Economy.com による個人所得成長率の 12 月時点予測 +2.6%から +1.6%の

変更に起因する。 PKF は、2008 年の平均的米国ホテルの収入増を ADR 予測と同率の 

+3%と予想している。(DTW, 3/10/2008) 

 

（３）欧州連合、米国オンライン賭博禁止が不公正取引に該当と主張 

EU のトレード コミッショナーPeter Mandelson が、2006 年のオンライン賭博禁止法は

不公正取引にあたるとして、詳細な調査を開始する。 そして、両国間で満足が行く解

決が図られない場合は、WTO への提訴も辞さないと語った。 彼は、米国が自国の競

馬のオンライン賭博を認めながら、海外のオンライン賭博業者を閉め出しているのは、

自国企業を保護した不公正取引に当たると主張している。(FT.com, 3/11/2008) 

 

 

 

 その他  

 

（１）23 歳の億万長者 

【3 月 7 日 AFP】米経済誌「フォーブス（Forbes）」が 5 日

に発表した「The World's Billionaires（世界の億万長者）」で、

米ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）大手フェー

スブック（Facebook）の創業者マーク・ズッカーバーグ（Mark 

Zuckerberg）CEO（23）が最年少億万長者になった。 同誌

は、元ハーバード大学（Harvard University）の学生だったズ

ッカーバーグ氏の個人資産を、控えめに見積もったフェース

ブックの時価総額 50 億ドル（約 5130 億円）と、同氏が保有

する 30%の株式に基づき、15 億ドル（約 1540 億円）とした。 

同社の時価総額は、前年米マイクロソフト（Microsoft）が同社株式の 1.6%を 2 億 4000

万ドル（約 246 億円）で取得したため、150 億ドル（約 1 兆 5400 億円）にも上ると言

われていた。 フェースブックの投資家を含め専門家からは、現在同社にそれだけの額

の価値があるかどうかには疑問の声が上がっている。それは同誌によると、1 億 5000

万ドル（約 154 億円）と試算されているフェースブックの年間売上高を評価した結果だ

という。(c)AFP (http://www.afpbb.com/article/economy/2360758/2707340) 
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表紙： 

#124 カラス Ⅲ 

6 色 3 版 （骨板：シナベニヤ） 

H 147mm×W 210mm 

2000 年 2 月作 


