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nytimes.com, 9/18/2007 

1. Crude Oil Price Climbs to Another Record 

原油価格 バレル $80 を超える ＜NYC 商品取引所＞ 

 

9 月 17 日、NYC Mercantile Exchange で、原油価格が最高価格 $80.57 を付けた。 市場

が引けた後の取引でも続伸している。 10 月デリバリーの低硫黄分原油は $81.51 でク

ローズした語、アフターアワー取引で$82.16 まで上昇した。 ロンドンでは、11 月デ

リバリーのブレント北海原油が $77.59 を付けている。 

投機筋が、これからやって来る冬期の暖房用需要の増加により、原油の供給不足を予想

している。 
連邦準備銀行の▲0.5%ポイントの大幅金利引き下げが近く実施されると言う観測が、原

油や他の商品取引の値上げに追い打ちをかけている。 連銀の金利引き下げにより、市

場は、経済はクレディット危機を乗り切ると期待している様だ。 
 

原油価格は、2002 年比で 4 倍となっているけれども、インフレ要因を調整すると 1979
年のイラン革命時のバレル $90 を超えていない。 OPEC は、先週、11 月 1 日から、

日量 50 万バレルの少量増産を決定したが、今年 +30%上昇している市場の加熱ぶりを

冷ますには力が不足している。 
 

Goldman Sachs は、今年末にはバレル $85 になると予想している。 $90 となる高いリ

スクも存在すると言っている。 そして来年末には、$95 になるかも知れないと言って

いる。 IATA は、2008 年に $80、2009 年は $90 と予想している。 
米国では、ここ 8 週間原油の供給が最低レベルに止まっている。 一方、ガソリンの供

給は、2005 年のハリケーン カタリーナ襲来による、幾つかのメキシコ ガルフ湾岸精

油所の破壊以来、これも最低レベルの供給が続けられている。 
 

その他のコモディティーも、昨日高騰した。 金は、過去 16 ヶ月で最高を記録した。 

金利カットの期待に支えられて、投資フローが活発化するのかも知れない。 市場にダ

ブついている金が、商品市場に流れ込んでいる。 
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四半期別 米国ジェット燃料平均単価
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1999 年 1 月 4 日 ¢0.965 

2007 年 9 月 10 日 ¢2.924 

 

ガロン当たり $3 の大台突破

が目前に迫っている。 
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米連銀は、9 月 18 日、指標金利（最重要の政策金利であるフェデラルファンド金利の

誘導目標）を▲0.5%ポイント下げて 4.75%とした。 これは、予想されていた下げ幅よ

りも 2 倍も大きい。 株式市場は、これに好感して値を上げている。 S&P 500 銘柄は、

9 月 19 日、+2.92%上昇し 1,519.78 を付けた。（nytimes.com, 9/19/2007） 
 

 

■ 
 
 
 

nytimes.com, 9/20/2007 
2. An Air Travel Activist Is Born 

米国内線定時性悪化、航空旅行活動家誕生させる 

 

昨年 12 月 29 日、数千人の AA 航空の旅客が、ストランドした。 AA の 67 の便が、空

港のタクシーウエー上で、少なくとも 3 時間以上離陸待ちで待機する事となってしまっ

た。 機内の飲食物は底をつき、人々は怒り始め、トイレからの汚物の臭いが充満し、

機内は地獄と言って良い程の様相を呈した。 
 

怒り心頭に発したストランド旅客の中に、Kate Hanni（47）が居た。 今迄一度も苦情

のレター等書いた事が無かった彼女は、AAの対応の拙さに激怒して、航空会社が旅客

を機内に閉じ込めたままで長時間離陸待機する事を、法律で禁止させる事を決意した。 

彼女は、稚拙なサービスに対する政府の監視がなっていないので、航空会社はやりたい

放題勝手な事を実施していると憤慨している。 そして、www.flyersrights.comを立ち上

げ、既に彼女の活動に賛同する 18,000 人の支持者を得ている。 
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スケジュール混乱が発生しているのは、AA の便に限った

事ではない。 過密スケジュール等の原因により、米国の

国内線の定時性が、最悪の状況となっている。 JetBlue の

スケジュールは、今年 2 月 14 日に、メルトダウンしてしま

った。 少なくとも 9 便が、6 時間以上タクシーウエー上

で、機内に旅客を閉じ込めたまま待機した。 

今年 6 月までの半年間の米国内線の定時性は、運輸省が統

計を取り始めた 1995 年以降、最悪を記録している。 6 月

には、国内線全便の 32%が遅延している。 同月のタクシ

ーアウト時間（taxi-out time = ゲートを離れてから、離陸ま

での時間）は、過去 10 年間で最長を記録した。 6 月は 462
便、7 月は 276 便が、3 時間以上タクシーウエーで待機して

いる。 
 
 
 
 
 

カルフォルニア州選出の Mike Thompson（共和党）は、Hanni 達の強い陳情を受けて、

早速、3 時間以上のタクシーウエー上の待機を禁止する法案を下院に提出した。 この

法案は、機長の判断で、2 回に限った 30 分の待機延長を認めているので、最長待機時

間は４時間に制限される事となる。 しかし、航空会社の強力なロビー活動により、

Thompson が提出したオリジナルの法案からは、この“降機条項”（get-off-the-plane 
provision）が削除されてしまい、骨抜きにされてしまった。（その他の条項である飲食

物の提供やトイレの清掃義務はキープされた。） 

しかし、ここでも、Hanni の行動力が物を言った。（彼女は今では、TV のニュース・シ

ョーのレギュラー出演者となっている。） Hanni 達からの必至の訴えを受けた

Thompson の数日間に亘る議会説得の結果、「航空会社は、長時間遅延時の旅客降機に関

する規定を、当局に提出しなければならない」とする条文が、昨日、追加され、当初の

法案よりは弱められてしまったが、“降機条項”が復活する運びとなった。 
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With a mock plane cabin in 

the background on 

Wednesday, Kate Hanni, left, 

head of an airline passengers 

group, spoke with Anjum 

Malik, right, who says an 

airline lost her carry-on bag 

during a flight. 

 
 
 

 
    http://www.flyersrights.com/index2.html 
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【関連記事】 
 
 

 Outgoing FAA chief warns airlines about poor scheduling 
米 FAA 長官、航空会社に定時性改善を要請 

 

FAA 長官 Marion Blakey は、9 月 11 日、彼女の 5 年間に亘る FAA 勤務の辞任スピーチ

で、定時性改善を航空会社に強く求めた。 彼女は、「航空会社が大型機による運航を

間引き、小型機による便を増やした過密ダイヤ設定が定時性悪化の原因だ」、「便の大幅

遅延に対して、既に旅客の忍耐は限度を超えている」、と語った。 そして、航空会社

が自発的な事態の改善に失敗するならば、政府によるスロット削減などの介入が、不可

避となるだろうと警告した。 
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航空会社は、次の様に反論している。 
① 小型機による多頻度運航は、旅客、特にビジネス旅客の要請による。 
② スケジュール調整の、航空会社間同士の話し合いは、競争法で許されていない。 
③ マーケティングの面から言って、単独の便削減はあり得ない。 
④ スケジュールの削減により、小規模コミュニティーへの航空便の確保がママならな

くなる。 
⑤ 定期便のスケジュール削減を要求するならば、コーポレット ジェット機も同様にカ

ットされるべきだ。（コーポレット ジェット機は、既に、NYC レーダー アプロー

チ圏で 30%を構成している。） 
⑥ 滑走路や、DFW や ATL で成功を収めている衛星誘導フライト アプローチの、より

良い利用による管制能力の向上にもっと努力するべきだ。 
 

しかし、航空会社の一部は、政府の介入によるスケジュール削減は、已むを得ないかも

知れないと言い始めている。 JetBlue は、最近 LGA 空港のスロット規制の導入を要求

した。 AA CEO Gerald Arpey は、暫定的なスロット コントロールが、唯一の定時性改

善策となるのかも知れないと語っている。(DTW, 9/17/2011) 
 
 

 Officials: Don’t blame Mother Nature for aircraft delays 
航空管制官、遅延は悪天候が原因でないと語る 

 

航空会社は、悪天候が定時性悪化させている張本人だと言っている。 
全米航空管制協会（NATCA）は、これに反論している。 確かに DFW や、それよりも

程度は低い ATL の例外を除いて、悪天候による前年以上の定時性悪化は、発生してい

ないと言っている。 そんな事よりも、航空会社の過密スケジュール設定と、管制官の

不足が定時性悪化の原因だと主張している。 
 
FAA も、悪天候が原因ではないと言っている。 しかし、管制官不足による定時性悪化な

どは、発生していないと言っている。 お互いに、責任は他人にあると言い合っている。 

FAA は、2025 年までに地上レーダー監視システムから衛星管理システムへの転換を計画し

ている。 2013 年にはその第１段階の大幅な管制能力改善がはかられるだろう。(DTW, 

9/17/2007) 
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 Labor Provisions May Stymie FAA Bill 

米下院条件付きで FAA 予算承認、上院案との整合が必要 
米下院は、267：151 で、今後４年間の $68bn（7 兆 8,200 億円）に上る、FAA の運営と

次世代の衛星監視による新航空管制システム更新に必要となる、ファンドの調達計画を

承認した。 
しかし、この民主党よりの法案には、共和党が反対している、① 管制官組合との賃金

交渉の再開若しくは調停の依頼と、② FedEx の組合結成を、ライバルの UPS よりも困

難にしている法的不均衡の是正の、2 つの問題を含んでいる。 共和党は、民主党の、

行き過ぎた組合寄りの政治姿勢を強く批判している。 

一方、上院は、下院とは別の法案を準備中で、今後、下院と上院の間の統一した法案作

りの調整が必要となる。 上院案には、最も議論の多い、商業便とプライベート機の全

てに対する便当たり $25 の管制料の徴収が含まれている。 また、上院案には、向こ

う 20 年間に亘って $25bn（2 兆 8,750 億円）が必要となる、次世代衛星管制システムの

導入費用の為の、FAA によるボンド発行の承認が含まれている。 

FAA 及びブッシュ政権は、航空管制の運営費は、現行の航空券税と燃料税に基づく現

行方式を改め、受けた管制サービスの多寡に従って受益者が料金を支払うユーザー・チ

ャージ ベースの料金体制を燃料税と共に導入するべきだと主張している。 
なお、下院を通過した法案には、共和党下院議員 Mike Thompson により提出された“旅

客権利規定”（passengers’ bill of rights）が組み込まれている。 
9 月 19 日、FAA は、NYC 地区の 2 つの空港の来年度スケジュールを抑制するために、

各運航航空会社に、来年度の事業計画の提出を求めた。(wsj.com, 9/21/2007) 
 
 
 
 
Travel Weekly, 7/23/2007 

3. 2007 Consumer Trends 

 連載 2007 年の旅行消費者動向（最終回） 

 

＜バケーション、長期と短期旅行がミックス＞ 
Vacation time, the long and the short of it 
 

Mary Ries は、今年夏に、ジャマイカで結婚式をあげるグループの予約を行った。 参

加者達は、何時間も飛行機に乗って、数百ドルを支払って、この結婚式に参加した。 
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しかし、殆どの参加者の旅程は、3 泊 4 日のショート トリップだった。 
ペンシルバニアの Doylestown の Thomas Travel で長く働いている Ries は、数年前は、こ

の様な予約に驚いていたが、今では慣れっこになってしまった。 
 

これだけ高い金をかけて遠距離に行く場合は、通常は、１週間は目的地に滞在して、結

婚式への参加をバケーションに変えてしまうのだが、この結婚式へ参加する 30 カップ

ルの内、タッタの 5 カップルの人達しか 3 泊以上泊まらなかった。 残りの人達は、3
泊して、直ぐに帰ってしまった。 
 

仕事に就いている年代の、アメリカ人達のバケーション期間は、短くなる一方だ。 し

かし、長期の旅行の増加傾向も見られ始めている。 多分、ベイビーブーマーがリタイ

アーしつつあり、短期と長期のミックスした旅行をし始めている事が影響しているのだ

ろう。 
 
 

仕事に就いている人達の旅行 
THE WORKING AGE TRAVELER 
 

直近の過去 10 年間、古いファッションの 2 週間バケーションが、忙しい仕事と家族の

スケジュールの合間の週末延長型旅行（所謂“ミニ バケーション”）によって、取って

変わられつつある。 この傾向は、特に 20 代半ばから、40 代半ばの、より長期の旅行

に出かけられない人達に多く見られる。  

Leisure Travel Monitor によれば、エコ ブーマー（1979 年以降生まれの人達）と、ジェ

ネレーション X（1965 年〜1978 年生まれの人達）は、長期旅行（4 泊以上の旅行と定

義されている）を実施する人達の小さいパーセンテッジしか構成しない。 
 

2004 年には、エコ ブーマーは、全米人口の 13%を構成していたが、このグループで長

期旅行を実施した人達は、略それと同率の全長期旅行者の 12%を構成した。 同じ様に、

ジェネレーション X は、人口比 25%を構成し、その長期旅行者も 25%を占めていた。 
しかし、2007 年では、この若い世代の人達は、人口構成比ほどは、長期旅行をしなく

なっている。 2007 年に於けるエコ ブーマー達は、人口の 19%を構成するが、その長

期旅行者はタッタの 8%しか存在しない。 ジェネレーション X は、人口比では 25%
であるが、長期旅行者では、それよりも少ない 21%を構成する。 
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2004 年では、若い人達の長期旅行者が全体の 37%を占めていたが、それが、2007 年に

は、29%にまで低下した。 これ等の年代のグループの“バケーション”は、伝統的な

バケーションではない。 しばしば、出張旅行を 1 日か 2 日間延長したバケーションの

形態がとられていると、Deloitte & Touche の旅行とホスピタリティーとレジャーのマネ

ッジング パートナーAdam Weissenberg が語っている。 
 

「バケーションの言葉の意味が、使う人によって異なる」、と Weissenberg は言う。 ベ

イビー ブーマー達にとっては、1 週間の休暇旅行、つまり、長年、旅行業界が追求し

て来た旅行を意味する。 しかし、より多くの人達が、週末旅行延長型の、出張旅行に

付け足した様な短期の休暇を取りつつある。 バケーションと仕事の時間の境界線が、

ボヤケ始めている。 社会の面から言えば、この傾向は良い事ではないかも知れないけ

れども、そして、元気を取り戻す為には最良の方法ではないかも知れないけれども、就

労環境は変化し、より多くの人達がテクノロジーやサービス産業で働いているのだから、

変化は起こるのは当たり前だ。 昔の様な、1 週間から 2 週間をまとめて休暇を取った、

伝統的な製造業のブルー カラーが多かった時代とは、現代は異なっている。 事実、

Monitor は、週末旅行は、2000 年の 46%から上昇して、全旅行の 51%を構成すると報告

している。 そして、目的地やサプライヤー達は、この傾向に適合している。 新しい

ビジネス ホテルに行ったならば、スパ サービスや彼等のヘルス クラブをアップツー

デートしているのに気が付くだろう。 出張者達が、彼等の妻を連れて来て、宿泊先の

ホテルをミニ バケーションのベースとしているからだ。 
 

休暇を完全取得しないアメリカ人が多くなっているので、バケーションが少なくなって

いる。 オンライン旅行社のExpediaは、この傾向に注目して、最近、忙しい仕事のス

ケジュールに適合した短期旅行を販売する  www.expedia.com/vacationdeprivation 
（deprivation＝欠乏／不足）を立ち上げた。 「アメリカ人は、何処の他の国民よりも、

有給休暇を完全使用しない」、とExpediaのスポークスウーマンKatie Deinesが語っている。 

過去 2 年間で、有給休暇を完全消化しなかった 1/3 のアメリカ人が使い残した有給休暇

日数は、昨年、3 日から 4 日に増えている。 「我々は、長い週末の“ブレエイケーシ

ョン”（break-ation）を取る事を奨励している」、と言っている。 

 
 
長距離の短期“ホリデー” 
THE LONG-DISTANCE SHORT “HOLIDAY” 
 

目的地のマーケターにとって、アメリカ人達の短期のバケーションの傾向は、大きな挑

戦とはならないようだ。 何故ならば、アメリカ人達は、長距離の飛行を厭わず、比較
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的短い期間滞在するからだ。 VisitBritain の最近の数値は、60%のアメリカ人が、7 泊

以下の滞在をしている事を明らかにしている。 米国からの訪問者にとって、英国は、

長距離デスティネーションであるけれども、それは VisitBritain にとって、克服しなけ

ればならない問題とはなっていない。 
 

Australian Tourism Commission の米州部長 Michael Londregan は、「アメリカ人は、時間不

足の人達として有名であるけれども、オーストラリアの潜在的訪問者として彼等を無視

等しない」、「ATC のマーケティング コンセプトは、予算に従うよりも、時間枠に沿っ

て組立ている」、と語っている。 オーストラリアを訪問するアメリカ人の短期滞在旅

行者は、1 ヶ所、例えば SYD に留まって、タッタの 1 週間の滞在を好む傾向を見せて

いる。 しかし、一方では、大学を卒業したばかりの休暇を取得した若い人達や、リタ

イアーしつつあるベイビー ブーマー達による、長期滞在も増えている。 従って、短

期も長期も増加している訳だから、アメリカ人の平均滞在日数は、増えても減っても居

ない。 むしろ、ベイビー ブーマー達の爆発的な旅行の増加により、平均滞在日数は、

増加するかも知れないと、ATC は期待している。 
 
 
 

ブーマー達の短長両刀使い 
BOOMERS MIX IT UP 
 

ミニ バケーションのトレンドを加速させている巨大なブーマー市場に、業界は、注目

している。 ブーマー達は、リタイアーしつつあるので、多分、彼等の前のどの世代よ

りも時間と金を持っている。 
Travel Monitor は、ブーマー達の世代が、長期滞在型の旅行に影響を及ぼしている事を

伝えている。 2004 年に、ブーマー達は、総人口の 37%を構成したが、長期旅行の構

成比では 33%に止まった。 3 年後の現在では、彼等は、総人口比で 35%を構成し、長

期旅行者の中では 43%を占めるに至っている。 「時間を気にしない、2 週間の長期旅

行をこなす、巨大な市場が存在する」、と Globus/Cosmos の CEO 兼社長 Philip Gordon
が語っている。 彼等は、短期旅行と長期旅行の両方を実施する。 スパ旅行や LAS
の週末旅行の如くの短期国内旅行を何時も実施し、それに加えて、アフリカ サファリ

や、オーストラリアのグレートバリヤー リーフなどの、数年かけて計画を練った長期

旅行（ライフタイム旅行）を実施するだろう。 □ 
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＜クルーズ、オプションが何でも用意されている＞ 
Much ado about cruising as you like it 
 

今年の National Leisure Travel Monitor は、クルーズに初めて乗る人達を対象として、彼

等のクルーズに対する願望が何であるのかを初めて調査した。 
彼等は、各種の洗練されたレストランとカジュアル レストランのオプション（それも

チップも何もかも全て込みの前払い料金制の）；ライブのエンターテイメント；パーソ

ナライズドされた寄港地の周遊旅行；バルコニー付きのステート ルーム；金庫付きの

大きなステート ルーム；24 時間ルームサービス；文化的なアクティビティー；フルサ

ービス スパ；フィットネス センターのオファリングを欲している。 
 

長年、チョイスがクルーズの利点で有る事をプロモートして来ている、北米のクルーズ

業界の協会Cruise Lines International Associationは、この調査結果は当然だと言っている。 

CLIA メンバーの新造クルーズ船は、（2000 年〜2010 年の間に、100 隻以上のクルーズ

船が建造された／る）、オンボード オプションの充実をウルサク要求する、クルーズ最

大のターゲットであるジェネレーション X とベイビー ブーマーの消費者のディマン

ドを反映させている。 
 

これ等の年代層は、彼等の生活様式や商品の購入の中に、豊富なチョイスを取り込んで

いる。 或るクルーズ船から降りて来る 100 人の人にインタビューしたならば、100 の

違ったクルーズ ライフの体験談を聞く事になるだろう。 それだけオンボード オプシ

ョンが多く用意されていると CLIA は語っている。 
 

これ等のチョイスに加えて、ゲスト達は、家庭での経験を遥かに超えた“何か”をクル

ーズに求めている。 ゲスト達は、“ウワー”と叫ぶ様な驚き（“wow” factor）の体験

を、それも、その為の努力をせずに手に入れる事を求めている。 彼等は、毎日の生活

のプレッシャーやストレスから逃げ出して、自由になりたがっているのだ。 それがス

パでの寛ぎであったり、新たな試みであったり、全く何もしない事であったりする。 こ

の延長線上には、パーソナライズドの寄港地の周遊旅行が存在する。 
 

超豪華クルーズのオペレーターSeabourn Cruise Lines は、クルーズの目的地の選定が重

要だと言っている。 ゲスト達は、新しい異なった場所への旅行を求めている。 
結局は、旅行者の記憶に長く残り続けるユニーク タッチの提供が、クルーズに求めら

れている。  
 

■   —— 連載 2007 年の旅行者消費動向 （終り） ——
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4. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通 & TD  
 
 

（１）ARC、旅行社流通チャネル機能強化 
ARC の販売部長 Michael Premo が、航空会社にとってより競争力有る魅力的な旅行社流

通チャネルとする様に努力していると、発言し周囲を驚かせている。 彼は、次ぎの様

に語っている。 
 ARC は、伝統的旅行社と同様、インターネットによって挑戦を受けている。 イ

ンターネット以前には、ARC の精算システムは、米国の航空券販売の 85%を取扱

っていたが、それが現在では 55%に低下している。 
 ARC の旅行社チャネルとしてのチャレンジは、航空会社のマネジャーが熱心に押

し進めている航空会社の直販に対抗して、競争力を付ける事だ。 
 航空会社のマーケティング部門が、旅行社に対して、ますます無関心になってい

る。 これ等の部門の担当者達は、インターネットに強い 20 歳代から 30 歳代の

人達で、旅行社と航空会社の過去からの関係には何の注意と感謝の念を払わない。 

これ等の人達は、“エージェンシー”の綴りも正確に書けない。 

 ARC 経由の旅行社販売チャネルの競争力を高める為に、e-チケットを導入し、Void
航空券を抑制した。 これ等の措置は、みな航空会社のキャッシュ・フローの改

善の為の策である。 また、e-チケットの導入は、航空券の窃盗や詐欺を大幅に減

少させた。（1992 年には、年間▲$35m の航空券詐欺による損失が発生していたが、

それが、現在では、▲$2m にまで減少している。） 

 航空会社の直販に対抗して、更に競争力を高める為には、ARC のコスト分担を現

在の航空会社 90：旅行社 10 を、50：50 に改める必要がある。 このコスト分担

の変更は、将来のテクノロジー投資の為にも必要だ。 従って、旅行社にとって

は値上げとなるけれども、このチャネルの強化の為には是非とも必要且つ合理的

な措置だ。（関連記事「情報 286」“ARC、年間理費大幅値上げを計画”参照。） 

しかし、Premo は、値上げを旅行社に納得させる事は、困難な仕事である事を認めてい

る。(DTW, 9/17/2007) 
 

（２）ヤフー、ソーシャル ネットワーク“Mash”立ち上げ 
Yahoo!が、SNS の MySpace や Facebook と同様の新たな Web サイト“Mash”を立ち上

げた。 Yahoo!が SNS を立ち上げるのは、以前の Yahoo! 360 に次いで 2 回目。 
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（Yahoo! 360 は、成功しなかった。） Yahoo!は、この Mash を立ち上げて、ライバルの

Google に遅れを取っているインターネット事業で、巻き返しをはかる。 
ソーシャル ネットワーキングの人気が爆発的に拡大している。 世界最大の SNS 
MySpace は、2005 年に News Corp に $580m（695 億円）で売却された。 MySpace の

次に大きい Facebook は、昨年 Yahoo!より $1bn（1,200 億円）による買収オファーを受

けたが、断ったと言われている。 Facebook の価格は、現在、$8bn〜$10bn（9,600 億円

〜1 兆 2,000 億円）すると言われている。 

Yahoo!は、Mash に、写真のシェアリング サイト Flickr、インターネット上のシェアリ

ング サイト del.icio.us、イベント プラニング サイト Upcoming.org の Web 2.0 のサイト

群を加える。(FT.com, 9/17/2007) 
 

（３）欧州連合、セバとアマの合弁企業設立を承認 
先週、EU は、Sabre と Amadeus の合弁企業 Moneydirect の設立を承認した。 垂直的に

も水平的には、Moneydirect は、その親会社 2 社とのオーバーラップは存在していない

と言うのが承認の理由。 Moneydirect は、Amadeus の米国に於けるシェアーが小さい

為に、米国の競争法によるレビューを必要としない。 Moneydirect は、ホテル・カー・

その他の旅行プロダクトに対するペイメント プラットホームを提供する。(DTW, 
9/17/2007) 

 

（４）航空会社 FFP カード人気、クレジット・カードに負ける 
シンシナティーのロイヤルティー マーケティング企業 Colloquy が 500 人のカード ホ
ルダーをインタビュー調査した結果、金融と小売のセクターのカードが、航空会社の

FFP カードよりも人気がある事が判明した。 インタビューした 50%が金融カードを、

53%が小売カードに満足していると回答したのに対して、航空会社の FFP カードに対す

る満足は 48%に止まった。 金融と小売カードに於いてさえも、航空券やホテルの報奨

に対する人気が高い。 しかし、報奨について一番人気が有るのは、キャッシュ バッ

ク（54.7%）で、旅行は 2 番人気（略 40%）に止まっている。 富裕層のカード所持者

の間では、小売割引券（retail certificates）（43.7%）の人気がトップで、以下航空券（35.3%）、

ホテル（17.4%）の順番となっている。 ロイヤルティー プログラムに参加しない人達

の、不参加の理由は、報奨を得るだけのポイントを稼げない（23%）、手数料を払いた

くない（17.9%）、報奨制度に価値を見出さない（12.2%）、ジャンクメールが嫌いだ（9.4%）、

ロイヤルティー プログラムは忙しない（8.7%）、報奨が十分でない（7.6%）の順とな

っている。(DTW, 9/17/2007) 
 

（５）紙の航空券廃止 間近 
来年 5 月末で、IATA に加入している航空会社の“紙の航空券”が廃止される。 米国
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以外のおよそ 4 億冊の航空券の e-化により、航空会社は、年間▲$3bn（3,600 億円）の

コストを削減出来るだろう。 また、航空券詐欺が減少するだろう。 ロシアは、航空

旅行に“紙の航空券”の所持を義務づけていた法律の変更を行った。 米国の航空券精

算機関である ARC は、“紙の航空券”の廃止を決めていない。 現在の e-航空券への転

換率は、IATA で 84%、ARC で 96.86%となっている。(nytimes.com, 9/18/2007) 
 

（６）アメックス、銀行部門売却 
9 月 18 日、American Express は、同社の国際銀行部門 American Express Bank Ltd.をロン

ドンの Standard Chartered に $1.1bn（1,300 億円）で売却し、中核事業であるクレジット・

カードに、よりフォーカスすると発表した。 この売却の 1 年半後に、Standard Chartered
は、American Express International Deposit Co.を、その時点の時価総額で買収する事にな

る。（現時点のバリュ−は、6 月末で $212m≒250 億円。） 

American Express Bank Ltd.は、American Express の上半期利益およそ $2.12bn の約 2.8%
を構成している。(nytimes.com, 9/18/2007) 
 

（７）トーマスクック英国ヘッドが辞任 
MyTravel 側の役員で唯一人残っていた Thomas Cook の役員が、経営方針の意見の違い

から辞任する事となった。 英国及びアイルランド担当 CEO John Bloodworth は、CEO
の職を 9 月 19 日付けで辞し、この 12 月には、取締役も辞める。 Thomas Cook は、6
月に旧 Thomas Cook と MyTravel の合併手続きを完了し、合併によるコスト削減▲£140m

（325 億円）を達成する為に、▲2,800 人のレイオフと、▲150 店舗の閉鎖を実施してい

る最中。 Thomas Cook は、経営陣の間の不仲説を否定しているが、業界筋は、“合併

企業に良く見られる現象”と言っている。(FT.com, 9/19/2007) 
 
 
 

 空 運  
 
 

（１）ノース、ミッドウエスト株 47%取得 
NW が、当初の発表によるよりもズーッと多い、Midwest 航空株 47%を取得する事が、

9 月 13 日付けの Midwest Air Group の証券取引委員会へのファイリングで明らかになっ

た。 NW は、これに $213.3m（250 億円）を支払い、航空サークルの投資で名高いプ

ライベート エクイティ企業の TPG が、残りの 53%を $238.1m（285 億円）で購入する

事になる。 

TPG と NW の買収連合チームは、Midwest に $451.4m（535 億円）（1 株 $17）の値を付
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けて、AirTran の買収オファーに競り勝った。（AirTran が敵対的買収を発表した前日の、

昨年 12 月 12 日の Midwest 株は、1 株 $9.08 であった。） 取り決めには、今後数年内

の、NW の Midwest 全株購入オプションが存在する。 
この買収は、Midwest 株主の合意の他、司法省の競争法に基づく審査が必要となる。 
NW と Midwest の両社は、2006 年 5 月より、FFP で提携し、現在コードシェアー便の運

営を準備中。(DTW, 9/14/2007) 
 

（２）エアバス A350-XWB 型機、完全カーボンファイバー製胴体に変更 
エアバスは、ライバル機の B787 型機との性能面に於ける競争力を強化する為に、

A350-XWB 型機の基本設計を再々度変更する。 A350-XWB 型機の胴体を、アルミ製

フレームにカーボンファイバー パネルを張った構造から、B787 型機が採用している、

完全ファイバー製に変更する事となった。 A380 型機は、2004 年の初期設計の段階で

は、フレームもパネルも全てアルミ製の胴体とする予定であった。 しかし、ユーザー

である航空会社から性能向上の強い要請を受けて、2006 年 7 月に、アルミ製のフレー

ムにカーボンファイバー パネルを張った胴体へ、変更を余儀なくされた。 今回、更

に性能向上（軽量化）をはかる為に、エアバスは、フレームとパネルの両方共を、完全

ファイバー製胴体に変更する事を決定した。 A350-XWB 型機は、来年末までに設計を

完了し、2013 年に初号機のデリバリーを予定している。(wsj.com, 9/15/2007) 
 

（３）フィリピン航空、破産管財人管理から離脱 
PR が、10 月に、破産管財人の管理から離脱する。 PR は、

6 月までの四半期で、利益を、昨年同期の $17.2m から 
$34.5m（40 億円）へと 2 倍に増益させた。 貨客の増収

が、この決算に好影響を及ぼしている。 同社は、フリー

ト近代化計画で、A320 型機×14 機（内×5 機オプション）

を発注中。(channelnewsasia.com, 9/17/2007) 
 

（４）タイ プーケット航空機事故、安全性に疑問 
9 月 16 日に発生したタイ バジェット航空会社 One-Two-Go の MD-82 型機（乗員 7 名+
乗客 123 名）（パイロットは機長がインドネシア人、副操縦士がタイ人で両名とも死亡）

が、豪雨の中、プーケット空港着陸に失敗し炎上した事故で、少なくとも 89 名（内外

国人 53 名）が死亡した。 この事故は、1998 年 12 月に SuratThani リジョナル空港で

墜落した TG 航空の A310-200 型機（146 名中 101 名が死亡）に次ぐ、タイ国内に於ける

最悪の航空機事故となった。 関係者は、ウインドシアーが原因ではないかと言ってい

る一方で、急速に成長しているバジェット キャリアの、安全性と整備品質が問われて

いる。 One-Two-Go は、タイのリジョナル チャーター航空会社 Orient Thai に属してい
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る。 Orient Thai は、2004 年の日本へのフライトと、2006 年初めの韓国へのフライト

で、整備の欠陥が指摘されている。 タイのもう 1 社のバジェット航空である Phuket Air
は、英・仏・蘭の航空当局より多数の整備不良を指摘された後、2006 年初めに倒産し

た。(FT.com, 9/16/2007) (wsj.com, 9/17/2007) 
 

 
FATAL FLIGHT: Thai workers peered through the windows of a plane that crashed in Phuket, Thailand, Sunday.  

 

（５）中国、×27 の国際路線を開設 
中国民間航空当局は、向こう 2 年間で、欧米路線を×27 路線追加すると発表した。 こ

れ等の路線は、中国国際（Air China）、南方（China Southern）、東方（China Eastern）、
上海（Shanghai）、海南（Hainan）5 社の航空会社に配分されるだろう。(channelnewsasia.com, 
9/17/2007) 
 

（６）シルバージェト、ドバイ線開設 
英国の全席ビジネス・クラス（使用機 B767 型機 100 席×3 機）の Silverjet が； 
・ 9 月 17 日、ドバイ線の開設を発表した。 
・ LON Luton 空港で、便出発前 30 分のチェックインを売り物にしている。 
・ 8 月の Luton=EWR 線の L/F は、80%を達成した。 
・ 9 月 23 日より、Luton=EWR 線の毎日 2 便目を就航させる。（当初計画では 7 月 2 日

から増便する予定であった。） 
・ 初年度の決算は、▲£18.2m（42 億円）の欠損となった。 これには、2006 年 10 月

に買収した Flyjet の暖簾代のインペアーメント チャージ（除却損？）が含まれる。 
・ Skyjet のチャーター運営を中止する。 Silverjet は、欧州大手ツアオペ 4 社のコンソ
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リデーションでもって、チャーター事業は、長期的に見て下降線を辿ると予想してい

る。 
(FT.com, 9/17/2007) 
 

 

 
 

（７）バージン アメリカ、機内インターネット来年開始 
Virgin America は、航空機の音声通信プロバイダーAirCell と契約して、2008 年に機内ブ

ロードバンド インターネット サービスを開始すると発表した。AirCell が提供するテ

クノロジーは、携帯電話の如くの空地周波数帯（air-to-grand spectrum）を利用したシス

テム。 搭乗旅客は、機内のエンタメ システム、自分のラップトップ、スマートフォ

情報 288 平成 19 年 9 月 25 日 19 TD 勉強会 



ーン、ブラックベリー、携帯ゲーム システムを使用して、e-メール、Web サーフ、オ

フィス ネットワークへの接続が可能になる。 このサービスの利用料金は、未だ決定

されていない。 今年の夏の初めまでに、AA は、AirCell を使って、同社の B767-200
型機×15 機で、ワイアレスのブロードバンドのコネクティビティーの利用を可能にす

ると発表している。(DTW, 9/17/2007) 
 

Alaska Airlines が、Row 44 Inc 社の衛星ベース システムによる、機内ワイアレス e-メー

ルやインターネット接続の試験を実施している。 このテストが成功すれば、Alaska
航空は、2009 年末までに、全てのフリート×114 機にこのシステムを装備する。 Alaska
は、衛星ベースのシステムを提供する初めての米国航空会社となるだろう。 Row 44
のシステムは、AirCell 等が提供する空地周波数帯を利用したシステムとは異なり、衛

星を使用する為に、より広範囲な地理的カバーレッジが可能になる他、より早いインタ

ーネット ブラウジングや、より多くの飛行中に利用可能なアプリケーション（映画や

TV ショーを見る事が出来る）を利用可能にする。 Air Cell のシステムは、能力的には

劣るけれども、より簡便なシステムでコストも Row 44 ほどかからない。 

Alaska は、このサービスを手頃な値段で提供し、追加収入源の確保を計画している。 
Southwest 航空は、AirCell にするか、衛星システムを採用するか、慎重な検討を行って

いる。(wsj.com, 9/18/2007) 
 

（８）スカイチーム アライアンス、欧州連合承認取得の為に譲歩 
SkyTeam は、アライアンス メンバー拡大に対する欧州連合の承認を取得する為に、ハ

ブ空港同士の連結を含む、幾つかの路線（AMS=DTT, AMS=Minneapolis, PAR=ATL, 
PAR=Cincinnati, ROM=ATL などのアライアンス独占路線）の一部の便を運休し、空港ス

ロットを明け渡す用意が有る事を、7 月 30 日に EU 競争監視当局に伝えた。 これに加

えて、SkyTeam は、幾つかの路線で、アライアンス外の競争他社とのインターライニン

グ契約を締結する用意が有る事を表明した他、アライアンス外の他社の FFP プログラ

ム アワードに、アライアンス航空会社の特定便を含める案を提示した。 

SkyTeam は、米国司法省に対してもアライアンス拡大の承認を求めている。(DTW, 
9/17/2007) 
 

（９）投資家グループが、$151m でアエロメヒコ買収を計画 
Citigroup のメキシコに於ける銀行部門 Banamex が、メキシコの投資家グループと組ん

で、Aeromexico を$151m（180 億円）で買収する事を計画している。 Aeromexico は、

既に、メキシコの親子投資家チームの Alberto Saba Raffoul と Moises Saba Masri から、

買収ターゲットにされている。 Aeromexico は、現在、Consorcio Aeromexico SA とメ

キシコ政府（62%を所有）によって保有されている。(DTW, 9/18/2007) 
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（10）ボーイング、向こう 20 年間の中国航空機需要を $340bn と予測 
ボーイング社は、9 月 18 日、向こう 20 年間に於ける、中国の民間航空機需要を 3,400
機と予測し、その購入額は $340bn（39 兆円）になると発表した。 前回は、2,900 機

（一本通路機が 64%を占める）と予測していた。 
中国の国内線需要が 1990 年より 6 倍以上に拡大し、依然として年率 +9%で増加しつつ

ある。 2026 年には、現在の規模が更に 6 倍に拡大するだろうと、ボ社は言っている。 

そして、その時点では、中国は、北米市場を上回る世界最大の航空旅客市場を構成する

だろう。(nytimes.com, 9/18/2007) 
 

（11）クレディット クランチが航空業界利益に影響 ＜IATA＞ 
IATA は、今年の業界利益を上方修正し、来年の見通しを下方修正した。 

 2007 2008 

利 益 $5.6bn（$5.1bn） $7.8bn（$9.6bn） 

原油平均単価想定 バレル $67（$63） バレル $80 ＜2009 年 $90＞ 

備 考 

 
 

好調な旅客需要と財務状況改善

で燃料高騰を相殺。 
クレディット クランチが、 
業界収支に影響。 
 

（ ）内は、今年 6 月予測 

 

今年の地域別利益見通しは、北米 $2.7bn、欧州 $2.1bn、アジア太平洋地区 $700m。 北

米の利益が、他の地区を上回るのは、7 年振りの出来事。(FT.com, 9/18/2007) 
 

（12）エアーアジア X、豪州と中国線 10 月開設 
マレーシアの長距離バジェット キャリア AirAsia X は、9 月 18 日、A330-300 型機（Ansett 
Worldwide Service からのリース機）を使用して、10 月から中国と豪州線に就航すると

発表した。 A330-300 型機の座席仕様は 390 席（通常仕様よりも+100 席多い）のデユ

アル クラス編成で、“プレミアム”座席の 28 席を Y ノーマル運賃で販売する。 

また、同社は、ボーイング（B787 型機）かエアバ

ス（A350-XWB 型機）かの何れかの機材を、×20
機購入する計画を有している事明らかにした。 

AirAsia X は、既に A330 型機×15 機を発注済みで、

この初号機は、2008 年 9 月よりデリバリーされる。 

これ等の機材は、LON 若しくは Manchester 線に投

入される予定。 
(channlenewsasia.com, 9/18/2007) 
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AirAsia X が、欧州線用機材の調達の為に、3 年以内にマレーシアの証券取引所に上場し、

10 億リンギ（335 億円）の資金を調達する事を計画している。 
既に Virgin Group が 20%を出資する事を決定している他、内外の投資家と、更に 20%の

投資について協議中であると言っている。 AirAsia X は、AirAsia と Virgin Blue（豪）

との提携企業（affiliate）。(channelnesasia.com, 9/23/2007) 
 

（13）イージージェット、グリーン税の導入を提案 
EasyJet が、9 月 18 日、航空旅客税（air passenger duty）に代って、使用する航空機別、

飛行距離別の炭酸ガス排気量に基づく税の導入を提案した。 現行の APD（2 月に、当

時の財務大臣 Gordon Brown により倍増された）は、航空の 40%を占める貨物機やプラ

イベート ジェット機には課税されないという問題がある。 また、APD は一律に課税

される為に、排気ガスの少ない航空機に対する恩典が考慮されていない。 EasyJet は、

環境対策には、より合理的な税制が導入されてしかるべきだと主張している。(FT.com, 
9/19/2007) 

 

（14）サウスウエスト航空、座席指定を見送る 
Southwest 航空が、オープン シーティング方式継続をする。 しかし、若干の修正を行

った。 今までの、チェックインの順番に従った A/B/C 順の搭乗案内は継続させるが、

各アルファベットのグループ内に、番号を付けて、更に搭乗順位をハッキリさせる。 こ

れで、旅客は、ゲートで並ぶ必要が無くなると、Southwest は言っている。（所謂 cattle-call
方式を中止する。） (waj.com, 9/19/2007) 
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（15）マックスジェット、上半期決算で欠損 
米国の全席ビジネス・クラスの航空会社 Maxjet が、今年上半期決算で、▲$31.9m（37
億円）の欠損を計上した。 
供給拡大によるコスト増に加え、予想以上の整備費の上昇と燃油費の高騰が欠損の原因。 

営業損失は▲$31.9（前年同期▲$30m）、売上高（turnover）は$27.3m（$15.7m）、旅客数

は+49%増加して 31,186 人であった。 ×3 機のフリートは、5 月と 6 月に長期の整備で

ラインを離れた為に、他社のチャーターを余儀なくされている。 Maxjet は、2005 年

11 月に JFK=STN に就航以来、LAS/WAS=STN と、8 月からは LAX=STN 線を開設して

いる。 そして、更に Fort Lauderdale/Miami, Orlando, SFO/SJC 線を検討している。 同

社は、2006 年（初年度決算）で、収入 $41.1m と▲$79m の損失を計上している。 そ

して、2008 年には、利益を計上出来る見通しであると言っている。 6 月には上場して

£47.3m の資金を得ている。 全席ビジネス・クラス航空会社で上場したのは、Silverjet
に次いで Maxjet が 2 社目となる。 大西洋線で全席ビジネス・クラスを運営している

航空会社は、Eos（米）、Silverjet（英）、L’Avion（仏）Maxjet（米）の 4 社が存在する。

(FT.com, 9/19/2007) 

 
（16）LH、エアバス機を大量発注 
LH が、エアバス機を大量発注した。 

 A330-300 型機 A320 型機 デリバリー 

LH 本体 —— ×30 機 2011 年より 

Swiss International × 9 機 × 2 機 A330 2009 年、A320 2011 年より

(wsj.com, 9/20/2007) 

LH は、冬期スケジュールで、国際線の供給を前年比 +5.7%拡大すると発表した。 欧

州線（特に東欧）と、米国やアジアの長距離線を増強する。(nytimes.com, 9/21/2007) 
 
 

（17）英国航空、オープン・スカイでヒースロー発米国線増便 
BA は、来年 3 月末から発効する大西洋オープン・スカイ協定に基づいて、LGW 空港

発 DAL 毎日×1 便と、HOU 毎日×2 便を、LHR 発に振り返る他、LHR 発 NYC, SEA, WAS
線を増便する。 このため、BA は、LHR=DTT 線を中止する。（今まで、BA の LHR か

らのテキサス州への乗入れは禁止されている。） 

この路線便数の変更で、BA の米国線は、米国 18 都市毎日 41 便となる。 NYC 線は、

週間 51 便から 55 便に増便される。 BA は、この他に、アフリカ北部へのオイル需要

の摘み取り強化を狙って、アルジェリア線も LGW 発から LHR 発に変更する。 
BA CEO Willie Walshは、LHR空港の 3本目の滑走路建設を含む空港拡張が無かりせば、

情報 288 平成 19 年 9 月 25 日 23 TD 勉強会 



英国経済は好ましく無い影響を受けるだろうと語った。 LHR の×2 本の滑走路は、既

に処理能力の限界に達しており、空港は、少なくとも 2,000 万人のキャパシティーを超

える利用者数をハンドリングしている。 英政府は、今年末より、公式パブリック コ
ンサルテーションを開始する。 これには、長期に亘るパブリックの意見の調整が必要

となるだろう。 

LHR 周辺住民と環境団体は、空港拡張計画に強い拒否反応を示している。 LHR 発着

の国内線は、15 年前の 21 路線から、現在 9 路線に減少している。 
BA は、来年 3 月末にオープンする£4.5bn（1 兆 575 億円）をかけた第 5 ターミナルに移

転し、初めて、LHR 空港に於ける、単一ターミナルによる一元的オペレーションを可

能にする。(wsj.com, 9/20/2007) 
 

（18）英バジェット航空会社で、ビジネス旅客増加 
英国最大の法人旅行取扱旅行社 Hogg Robinson Group（HRG）の 100 トップ クライアン

ト調査によると、英バジェット航空会社のビジネス旅客シェアーが、+30%増加して 12%
となった。 シェアーの増加により、彼等の価格も+10%上昇していると言う。 
一方、伝統的航空会社は、バジェットとの競争のために、エコノミー運賃を▲5%低下

させた。 競争の激化の為に、ビジネス旅客が増えているにも拘らず、全般的な運賃値

上げが、過去数年間で、最も抑制されている。 EasyJet のビジネス旅客は、全収入の

18%〜20%を構成している。(FT.com, 9/20/2007) 
 

（19）エアーベルリン、チャーター航空会社コンドールを買収へ 
欧州第 3 位の LCC Air Berlin が、2009 年 2 月に独チャーター航空会社 Condor を買収す

る。 Condor は、Thomas Cook の 75.1%と、LH の 24.9%により所有されている。 Air 
Berlin は、Thomas Cook の保有株全株を、2009 年 2 月時点の株価に基づく Air Berlin 株

30%と現金の組み合せにより購入する事となった。（2009 年 2 月までは、Air Berlin によ

る Thomas Cook 保有株の買収が禁止されている。） この取引は、総額 E500m（810 億

円）に上ると予想されている。 この買収は、独カルテル オフィスと株主である LH
の両者の合意が必要となる。 ライバル航空会社の拡大を、LH が許すのか？と言う問

題が残るが、Thomas Cook が LH 保有株を買収し、その 1 年後にそれを Air Berlin に売

却する案も浮上している。 Air Berlin は、昨年に DBA を、今年 2 月には LTU を買収

し、シェアー拡大を試みている。(FT.com, 9/21/2007) 
 

（20）エアーワン、アリタリア買収に再参加 
AZ は、9 月 20 日、AirOne と AZ 売却に関する協議を再開したと発表した。 8 月に会

長に就任した Maurizio Prato は、今年中に AZ の売却先を見つけたいと言っている。 そ

して、政府保有株売却に入札した AF/KLM, BA, LH, Aeroflot, プライベート エクイティ
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企業 TPG と協議を再開している。 伊政府は、7 月、政府が保有する AZ 株 49.9%の売

却に失敗した。(FT.com, 9/21/2007) 
 

（21）レジスター トラベル プログラムは成功するのか？ 
バイオメトリック情報を格納した$100 のカードを購入して、空港のセキュリティー レ
ーンを迅速通過出来る、Registered Travel プログラムの人気が思った程上がらない。 
（カード所有者の身元は、事前に、政府のセキュリティー データーベースと照合され、

安全な人物である事が確認される。） 
Verified Identity Pass Inc.は、Clear と呼ばれるカードを作成し、現在 65,000 人の会員を集

め、JFK, EWR, SFO など 10 空港で、Clear カード保有者に迅速セキュリティー通過サー

ビスを提供している。 VIP 社の当初計画では、米国の 30〜40 空港に展開し、40 万人

以上の会員を集める事が出来る筈だった。 競合会社には、Unisys と FLO（First Lane 
Option）Alliance が存在する。 Unisys のプログラムは、Reno 空港で開始されている。 

VIP 社は、靴を脱がないでセキュリティー検査が出来るスキャナー機の開発で、GE と

提携している。 TSA（国家安全保障省）は、既に 1 年以上も試験を行っているが、こ

のスキャナー機を未だに承認していない。 
VIP 社は、Clear は、飛行場のセキュリティーの迅速通過以外にも使えるポテンシャル

と有しているので（例えば、空港以外のセキュリティーを確保しなければならない場所

での使用）、必ず多くの会員を勧誘する事が出来ると言っている。 (nytimes.com, 
9/23/2007) 
 

 
Steven Brill holding a Clear ID card for his version of the Registered Traveler program. The system is now used in 10 

airports. 
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（22）キャセー、シンガポール航空をブロック 
以下は、香港の South China Morning Post の匿名情報筋として掲載された記事。 
（１）CX は中国国際航空（北京）と、17.5%の株式相互保有契約を締結している。 
（２）中国国際航空は、中国東方航空（上海）の 11%株式を保有している。 
（３）SQ と Temasek は、東方航空株 24%を $923m で取得する事に合意している。 
（４）この買収成立には、東方航空の 2/3 の株主の賛成を得る必要がある。 
（５） CX は、国際航空を利用して、SQ の東方航空株買収をブロックする事を試み

ている。 
（６）CX は、SQ に対抗して、東方航空株 $4bn（4,600 億円）の買収を試みている。 
(channelnewsasia.com, 9/22/2007) 
 
 
 

 水 運  
 
 

（１）世界最大コンテナ メーカー ブランブル（豪）株価上昇 
“風が吹けば桶屋が儲かる”ではないが、世界貿易が盛んになれば運輸業界が刺激され、

そして、その影響で、最終的にはコンテナ メーカーの業績も上がると言う事になる。 

世界最大のコンテナとパレットのメーカーであるBrambles（豪 SYD 時価総額A$19.6bn
≒1 兆 9,600 億円）の株価が、買収スペキュレーション、自社株購入、世界貿易の拡大

などの要因により上昇している。 豪州最大のロジ企業の Toll Holdings と、運輸インフ

ラのオペレーターである Asciano は、最近 Brambles 株（先月、株価が +6.4%上昇した）

を 4.6%購入し、株式公開買付をオファーするのではないかと噂されている。 Brambles
の利益の殆ど 90%は、同社のCHEP部門 ＜世界 45ヶ国の約 440ヶ所のセンター経由で、

2 億 8,000 万個のパレットとコンテナを提供している＞ からあげている。 Brambles
の株価は、9 月 13 日に A$13.83 を付けた。 アナリストは、買収には、少なくとも 1
株 A$15.30 のオファーが必要となると言っている。(wsj.com, 9/14/2007) 
 

（２）新造クルーズ船が続々登場 
Norwegian Cruise Lines の新造船 Norwegian Gem 丸（93,530 屯、写真：下）が、今週、

海上試運転を開始する。 独 Papenburg の Meyer Werft 造船所で 9 月 15 日に進水し、１

週間の試験航海を実施する。 そして、12 月 18 日に、NYC で船名命名式が予定されて

いる。 

フィンランド Turku の Aker Yards 造船所では、Royal Caribbean の Freedom クラスの３番

目のクルーズ船 Independence of the Sea 丸（160,000 屯）の船体が完成し、ドライドック
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からウエットドックに移動され、最後の艤装工事が開始されている。 2008 年 5 月に

イングランドの Southampton でデビューする。 この船は、欧州を母港とする、世界最

大のクルーズ船となる。(DTW, 9/18/2007) 
 

 
 
 

（３）ロヤルカリビアン、欧州クルーズ拡大 
Royal Caribbean Cruises が、欧州クルーズを拡大する。 下表は、RCCL の地域別供給構

成比を表す。 

 カリブ 欧 州 備 考 

2007 51%（56%） 21%（+14%） 
弱い 1QT 後、カリブ市場安定 
欧州収入+30%増加 

2008 48% 24%  

(DTW, 9/18/2007) 
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 陸運 & ロジスティックス  
 
 

（１）フェデックス四半期増益、年度見通し下方修正 
FedEx Corp.（テネシーMemphis）は、9 月 20 日、8 月に終了した第 1 四半期決算で、+4%
増益の純益 $494m（568 億円）を計上したと発表した。 収入は、+8%増の $9.2bn（1
兆 580 億円）であった。 FedEx は、年度利益見通しを、経済環境の緩和により、前回

の 6 月の予測よりも▲4%低下させ、1 株 $7〜$7.40 を、$6.70〜$7.10 に下方修正した。

(nytimes.com, 9/20/2007) 

 
 
 

 ホテル & リゾート  
 
 

（１）クレディット クランチと経済減速、ホテル需給緩和させる 
クレディット市場の撹乱が、 2008 年のホテル需給を緩和させるだろうと、

PricewaterhouseCoopers の調査が伝えている。 9 月 17 日に発表されたこの調査による

と、来年のホテル供給は、前回の予測の +123,400 室の増加から、▲3,000 室少ない 
120,400 室の増加となるだろう。 金利の上昇とファイナンスの縮小により、多くのホ

テル プロジェクトが延期されている。 2008 年の見通しでは、需要も▲1%（1 日当た

り▲約 24,000 室泊の減少）となるだろう。 前回は、平均的 1 泊当たり 2,892,000 室が

消費されると予測していた。 オキュパンシーは、需給の両面が同じ様に減少する結果、

前回予測と殆ど同率の 63%となると予測されている。 

一方、豪華ホテル セクターは好調だ。 メジャー ホテル チェーンは、豪華ブランド

を拡大している。 例えば、Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.は、現在、105,000
室を建設中で、その内の 70%以上が豪華あるいはアップスケールのホテルとなっている。

(wsj.com, 9/17/2007) 
 

（２）ヒルトン株主、ブラックストーンへの売却を承認 
9 月 18 日、Hilton の株主は、圧倒的多数（98%）で、Blackstone への$26bn（2 兆 9,900
億円、$20bn 現金 + $6bn 負債の継承）による売却を承認した。 これは、ホテル業界

最大の取引。 株主は、1 株当たり $47.50 を受け取る。 この価格は、7 月 3 日に買収

計画が公表される前日の株価の +40%高。 Hilton の買収により、Blackstone は、

InterContinental Hotels Group を抜いて、×15 ホテル ブランド 560,000 室を保有する、

ベッド数で、世界最大のホテル オペレーターに浮かび出る。 

情報 288 平成 19 年 9 月 25 日 28 TD 勉強会 



Hilton は、Hilton, Conrad Hotels & Resorts, Doubletree, Embassy Suites Hotels, Hamton Inn & 
Suites, Hilton Grand Vacations, Homewood Suites by Hilton, The Waldorf-Astoria Collectionを
管理しフランチャイズしている。 Blackstone は、Hilton の資産の大幅なバラ売りは実

施しないと言っている。(DTW, 9/18/2007) 
 
 
 

 その他  
 

（１）ブランソン、レコード チェーン店売却 
Sir Richard Branson が、Virgin ブランドの出発点となった英国とアイルランドの Virgin 
Megastores を、マネジメント バイアウト チームに売却した。 売却価格は不明。 オ

ンラインとスーパー等による廉価な CD 販売で、レコード小売店は挑戦を受けている。 

買収した Zavvi Entertainment Group は、“zavvi”にリブランドする。 

Branson は、「Virgin は、所有するよりも、世界のエンターテイメント小売オペレーショ

ンをフランチャイズする方向を選択する」、と言っている。 Virgin Group の関連企業は、

下図の通り。(FT.com, 9/16/2007) 
 

 
（企業名の前に付いている記号は、特別販売の有無、求人募集の有無のマークなので無

視して下さい。）( www.virgin.com ) 
 
 
 

編集後記  
 
 

100 年も前から、脱亜入欧の精神が染み付いているのか、日本人は、欧米にカラキシ弱

い。 
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Travel Weekly 社の“2007 年の旅行消費動向”に、「アメリカ人は、有給休暇を年間 4 日

も使い残している」と書いてある。 戦争後の日本の経済的な急成長で、米国の対日貿

易赤字が雪だるま式に増加した時に、日本人は働き過ぎだと非難した癖に、アメリカ人

の方がよっぽどワーク・ホーリックじゃないか！（H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表紙： 
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