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1. Travel Weekly Special Report: What if everyone could travel? 

 10 億人の新国際ツーリスト誕生 

 

パスポートを持った事が無い数億人の人達が、旅券と航空券と少しの金を所持して海外

旅行に出掛け始めたら、一体どう言う事になるのだろうか？ 旅行業界にとってはまさ

に喜ばしい事ではあるが、目的地の文化の保護や環境問題への対応やインフラの整備な

どの問題に適格に対処しなければならないのは言うまでもない。 既に、インドや中国

や南米の諸国から、多くのツーリストが世界を旅行し始めている。 そして、それは北

米やその他の先進諸国の景気後退による旅行業界へのインパクトと丁度重なって発生

している。 
 

この問題が、World Travel Tourism Council 主催の Global Travel & Tourism Summit（4 月

20 日〜22 日於 DBX）の主要議題となるようだ。 4 月 15 日の Travel Weekly 社の記事

の目に付いた所だけを、以下に箇条書きにする。 
 

 国連の World Tourism Organization は、2006 年の 8 億 4,000 万人の全世界のツーリ

ストが、2020 年までには 16 億人に増加すると予測している。 
 WTTC は、2008 年の世界ツーリズム経済で中国が、昨年の第 4 位から第 2 位に飛

躍すると言っている。 
 WTTC は、“旅行の自由”は“表現の自由”と同様に、世界の人々の特典ではなく

て権利であると主張している。 セキュリティー、環境、ローカル文化への影響、

インフラ、旅行業界の人材の育成等の問題に対して正しく対処する必要があると

訴えている。 

 米国では、厳しいセキュリティー チェックが訪問者の反感を買っている。 米国

のインバウンド旅客数は、2000 年以来▲7%~▲8%も減少している。 テロ対策と

ツールズム振興とを上手くバランスさせる必要がある。 
 充分な資本を有した新たな旅行業界をリードする人達が登場している。 彼等は、

中東（特にドバイ）やアジアのディベロパー、ホテル運営業者、航空やその他の

新興リーダー達だ。 
 旅行業界への彼等（“rising leaders”）の参入は、既存のプレイヤー達にどんな影響

を与えるのだろうか？ 既存の成熟した市場のプレイヤー達にとっては、新たな

参入者達との競争が激化するだろう。 そして現在の旅行プロダクトの、5 つ星品

質への向上を迫られるだろう。 

 旅行業界のプレイヤー達は、否応無しに世界成長プラットホームに組み込まれる
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ので、世界で何が起きているかに今まで以上に敏感であらねばならない。 
 或る旅行社は、大量の国際スーリストの誕生のペースに合わせたインフラと輸送

力の整備が不可欠だと言っている。 ホテルや航空座席不足の解消が迫られるだ

ろう。 
 業界の次の時代を背負う人材を育成しなければならない。 破壊され易い目的地

の文化の保護や環境問題への対応も必要だ。 
 WTTC は、世界大旅行時代幕開けに、業界は知恵を発揮しなければならないと訴

えている。 
■ 
 
 

2. DL+NW 合併（続き） 
 
DL と NW の取締役会は、4 月 14 日夕刻、両社の合併を承認した。 司法省の反競争法

の審査を経て、M&A に好意的な判断を下すと言われている残り僅かとなったブッシュ

政権下で、今年末か来年初めの認可取得を目論む。 
この合併は、NW のバリューを約 $3.6bn（3,600 億円）と見積もり、NW 株 1 株を DL
株 1.25 株と交換による買収方法（負債増大を回避）が採用されている。（一方が他方に

支払わなければならない $165m のブレークアップフィーが存在する。） 
大きなシナジーを発揮するという両社幹部の説明とは裏腹に、株式市場を含めた周囲は

この合併に冷めた反応を見せている。 4 月 15 日 16:00 時点の株価は、DL▲13%、NW
▲8.4%と大きく値を下げた。（原油価格の値上げ更新を反映して、AA, UA, CO も一斉に

株価を下げている。） Fitch Ratings は、同日、①当局の認可取得 ②統合リスク ③合併

後の供給削減レベルの見通しが付かないとして、DL の $2.5bn のクレジット ファシリ

ティーのアウトルックの格付けを“stable”から“negative”に変更した。（4 月 18 日、

S&P は、UA と CO のアウトルックについても“stable”から“negative”に変更した。） 
 

 
 

Richard H. Anderson, chief of 

Delta, left, and Douglas M. 

Steenland, Northwest’s chief, at a 

news conference on Tuesday. 
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以下に、主要各紙のニュースを纏めてみる。 
 
 

【その１】過去の合併は、余り成功していない 
 

過去の米航空会社間の合併/買収には、成功事例が余り多く無い。 
・ UA は、Pan American のマイアミ ハブと南米路線を買収したが、その全てを競争会

社に譲ってしまっている。 
・ DL は、Western Airlines と LAX のハブを買収した、買収当時の 1988 年には LAX で

12.4%の旅客シェアーを誇っていたが、現在では 7.6%に低下している。 
・ AA は、AirCal と Reno Air を買収して西海岸路線の強化を試みたが成功しなかった。 
・ 旧 US は、Pacific Southwest Airlines を買収したが、結局は西海岸路線から撤退した。 
・ も新しい合併である America West と旧 US の合併は、3 年近くも経つにも拘らず

未だパイロットの単一シニオリティー・リストの作成に成功していない。 現 US は、

昨年、定時到着率と手荷物ハンドリングで米メジャーの品質ランキングで 下位を記

録した。 
 
 

【その２】DL+NW の合併目論見は成功するのだろうか？ 
 

DL と NW は、この合併により以下の収益の増加とコスト削減で▲$1bn（1,000 億円）

のシナジーの達成を計画している。（統合合併プロセス完成は 2012 年となる。） 
・ 単一企業による路線の拡大（DL 欧州線と NW 東南アジア線を結合して、世界のど

の航空会社にも負けない 67 カ国 400 都市に広がる路線網を築く） 
・ より多くのハイイールド法人旅客の獲得 
・ 強力な市場プレゼンスによる価格設定力の向上 
・ フリート 適化、予約システム合同、管理組織機能の合理化によるコスト削減 

・ ハブの閉鎖は予定しない。 フロントラインのスタッフのレイオフも予定しない。 
 

しかし、これ等の計画が、意図した通りに実行されるのだろうか？ 
・ 既に DL と NW は、SkyTeam の同盟航空会社との間で競争法適用免除を受けた大西

洋 4社協定を提携しているので、この合併による新たな収益増加は余り期待できない。 
・ 仮に CO が UA と合併するとなれば、CO は SkyTeam から Star Alliance へ乗り換える

だろう。 そなると、SkyTeam に所属する DL と NW の NYC での競争力が弱まるだ

ろう。（CO は NYC の重要な資産 EWR ハブを所有している。） 
・ 米国内路線では Southwest を始めとする LCC からの挑戦と、国際路線では機材更新
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に積極的な海外他社との熾烈な競争が待っている。 
・ DL と NW のフリートは、機材更新が大幅に遅れている。（図参照） ILFC の創立

者で会長の Steven Udvar-Hazy は、両社の機種更新費用は少なく見積もっても $20bn
（2 兆円）となるだろうと語っている。（DL の MD-88×119 機の平均機齢は 18 年、

NW の DC-9×90 機の機齢は 40 年近い。） 

・ 両社の異なる型式（19 モデル 10 航空機ファミリー）と経年機が多いフリートは、

コスト増の要因となるだろう。（DL はボーイング、NW はエアバス機が多い。） 
・ 企業文化の統合は、ダイムラー+クライスラー合併にも見られる如く、難しい問題だ。 
・ 以上に加えて燃油費高騰の問題がある。 或るアナリストは、この合併シナジーは、

連続する燃油費高騰を精々相殺するに過ぎないだろうとコメントしている。 
 

 
 
 

【その３】合併審査の行方は？ 
 

多くの業界識者達は、この合併が司法省の審査をパスするだろうと予想している。 
・ DL と NW の路線はその殆どが重複しせず、お互い補完し合う路線網となっている。 
・ 既に DL+NW+SkyTeam の競争法適用免除が司法省によって認められている。 
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・ LCC の旅客シェアーが、米国内線市場の 1/3 までに成長している。（競争環境は担保

されている。） 
・ 当局は、合併承認の条件として両社のハブである Cincinnati と Memphis の放棄を要

求する可能性があるが、これ等のハブを放棄したとしても DL+NW 合併の全体に与え

る影響は僅少である。 
・ 世界の強力な航空会社に対抗できる米国の航空会社を作らなければならない、とい

う要請もある。 また燃油費の高騰による影響も配慮されるだろう。 
 
 

【その４】コンソリのドミノ現象が発生する 
 

DL+NW の合併は、米国の他のメジャーの合併を誘発すると言われている。 そして米

航空業界の再編を促し、ひいてはその全体像を大幅に塗り替える事になるかも知れない。 
・ UA と CO は、一時中断していた合併協議を開始した模様である。 
・ UA は、その一方で、US との協議を 1 ヶ月前から開始していると言われている。 
・ AA は、NW に対抗ビッドするという噂が流れている。（或るアナリストは、先ずこ

れは無いと言っている。） 
・ AA が CO と協議しているという情報がある。 
・ アナリストは、時価総額 $1bn 以下の US が、メジャーにとって恰好の買収候補とな

ると分析している。 安い買収コストは、即合併シナジーでオフセット可能になる。 
・ 何れのその他の合併も、DL+NW 合併とタイミング合わせて、当局の審査を同時に

切り抜けて、ブッシュ政権下での合併を成功させる戦術をとるだろう。 
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（その５）【DL+NW 合併は、旅客のためになるのか？】 
 

DL+NW の経営陣は、この合併が、消費者、コミュニティー、株主、社員（組合）全て

にとって Win-Win の関係をもたらし、燃油費高騰にも対応して、海外の強力なライバ

ルと競争する力を備える事ができると喧伝している。 本当にそうなるのだろうか？ 
彼等は、この合併は“引き算”では無くて“足し算”によるものであると言っている。 
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この通りになればしめたモノだが、しかし、そのようにはならないだろう。 そして、

それは何も DL+NW のケースだけに留まらず、UA+CO などの後続が予想されているそ

の他の米メジャー間のコンソリにも同様に言える事のようだ。 
米国の航空会社の問題は、機材更新と顧客サービスに廻す充分な資金を保有していない

事である。 効率の悪いハブ空港からの旧態依然とした路線網の運営を継続している。 

そして、Southwest や jetBlue や今では Virgin America などのローコストのライバル達に

国内線旅客シェアーを奪われている。 2 年前から漸く収支改善に成功して、フリート

更新にヤット手が付けられるようになった矢先に、運悪く今度は記録的な燃油高騰と景

気後退による収支悪化に再び直面している。 
 

完全な選択が許されるならば、誰も米国の航空会社の国際線には乗らないだろう。 お

粗末な機内食、無愛想な客室乗務員、古い機材、フルフラットにならないビジネスクラ

ス座席、どれをとっても劣っている。 アブダビの Etihad に乗った経験を有している旅

客は、決して米国の航空会社には戻って来ないだろう。 DL は、 近になって国際線

に使用する B777 型機×2 機にフラットベッド座席をヤット取り付けた。 そして 2010
年までに全機に装着する。 しかし、先月末から発効している大西洋オープンスカイに

よる競争激化には、全くと言ってよいほど対応が遅れている。 
 

DL は NW を買収して、手元現金を $7bn（7,000 億円）に拡大して、余り革新的な挑戦

無しにジーッと燃油費高騰が止むのを待っているかのようだ。 
▲$1bn のコスト削減シナジーも、過去の航空会社間の合併の実際が示している通り、

意図したようには実現出来ないだろう。 マイレッジのおまけと法人需要向け大幅割引

インセンティブにより、国内線から多くの旅客を国際線にフィードする事を目論んでい

るが、これとて LCC の市場浸食と自身の国内供給削減で、上手く機能するかどうかが

懸念されている。 
 

もう 1 つの低生産性の代表的存在である米国の自動車業界を見て観るが良い。 クライ

スラーは、今週、米国における小型車生産をアウトソースする日産との提携を発表した。 

日産のピックアップバン車は、クライスラーが製造する。 そして米国の販売網を 1 社

にコンソリする。 このケースは、ビッグがいつもビューティフルとは限らない事を教

えている。 ビッグ故に、負のスパイラル時にはマイナスもそれだけ大きくなる。 $7bn
の手元現金の保有だって、十分ではないかも知れない。 DL CEO Richard Anderson は、

新 DL はより多くの投資能力を備えると言っているが、合併に付き物の予期せぬ支出が

障害となる可能性も強く残っている。 
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DL と NW は未だ試みていないにも拘らず、レイオフを発生させないと言っている。 そ

してハブ空港の破棄も実施しないと言っている。 合併により供給削減と運賃値上げが

発生するならば、消費者にとっては大きな負の影響が発生する。 この合併は、本当に

皆のためになる合併となるのだろうか？ 投資家やウオール街だけのためとなるなら

ば問題だ。 
 
 

 
 
 

このレポートは、以下の記事から編集した。 
FT.com, 4/15/2008  Delta – Northwest to transform industry 
FT.com, 4/15/2008  US airline stocks slump of merger news 
FT.com, 4/15/2008  Airline mergers in a holding pattern 
wsj.com, 4/16/2008  Regulators Are Unlikely to Ground Air Deal 
wsj.com, 4/16/2008  Airline Deal Isn’t Done Yet 
wsj.com, 4/16/2008  What’s in a Merger? For Fliers, Not Much 
wsj.com, 4/16/2008  What’s Nest in Airline Mergers? 
wsj.com, 4/16/2008  Fleet Could Be Just Plane Trouble 
nytimes.com, 4/16/2008 Delta’s Chief Faces Skeptics as He Tries to Sell Deal With NW 
FT.com, 4/16/2008  The airline merger that will not fly 

■
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3. 第 1 四半期決算 AA, CO 欠損、WN 大幅減益 

 

燃油費高騰の煽りを受けて、米メジャー各社の四半期決算の減益幅が拡大している。 

AA と CO はそれぞれ▲$328m（減益▲$409m）と▲80m（減益▲102m）の欠損を計上

した。 Southwest は、+$34m（減益▲$59m）の純益を計上したものの、燃油ヘッジゲ

インを除けば実質大幅欠損となる。 3 社の決算概況は以下の通りである。 
 
 

（１）American Airlines 
 
・ 経常損失▲$328m を計上。 これは、前年同期の利益 $81m から▲$409m の減益。 
・ 収入は、+5%増の $5.7bn であった。 悪天候と緊急整備点検による運休で、▲$75m
〜▲$80m の減収が発生した。（4 月の 3,000 便運休の収支インパクトは、第 2 四半期

の計上となる。） ASM は▲1.5%低下、L/F は 78.1%から 79.1%に上昇した。 
・ CASM は、12.63 セントへと +15.7%上昇した。 この上昇の原因の殆どが燃油費に

よる。 燃油単価はガロン $2.73 に +48%上昇。 燃油費を除くと +3.3%増となる。 
・ 期末現金（含む短期投資）を $4.9bn を確保した。 ネット負債は、前年同期比で▲

$1.5bn 減少して$10.7bn となった。 
・ American Beacon Advisor Inc.を Lighthouse Holdings Inc.に $480m で売却する。 この

他、American Eagle を売却する予定であるが、未だ具体化されていない。 
・ 経年機の MD-80 型機の機材更新を急ぐ。 今年中には更新機である B737-800 型機

×34 機を受領する。 2009 年には更に×36 機を受領予定。 
・ 2008 年供給を更に前年比▲1.4%（メインライン）減少させる。 国内線供給は▲3.6%、

国際線は +2.5%増加させる。 リジョナルは▲2.1%。 
・ 2008 年通期の燃料単価をガロン $2.98 と

予想している。 年間燃油消費量の 29%相

当をバレル $72（ジェット燃料ではガロン 
$2.42）でヘッジしている。 

・ 確定給付型年金基金に $25m を繰り入れ

た。 4 月 15 日には更に $50m を繰り入れ

る。 AA は、2002 年より累計 $2bn を基金

に繰り入れている。 

・ aa.com 経由予約に対して、電子小切手による航空運賃の支払を可能にした。 これ

により顧客の口座から航空運賃代金を直接支払う事が可能になった。 
・ Facebook Platform の新たなアプリケーション Travel Bag を立ち上げた。 これによ
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り顧客は、仲間達と旅行エクスペリエンスの情報を交換する事ができるようになった。 
・ aa.com のモバイル バージョンを立ち上げた。 予約、変更、運賃閲覧、アップグレ

ード、マイレッジ会員登録、空港ラウンジ 1 日パス購入等の機能を備える。 

・ B767-200 型機×6 機に、機内携帯電話サービスのための Aircell 社の機器を装着した。 

今後大陸横断路線に投入する全 15 機に装着する。 

 
第 1 四半期 決算  上段→下段：1Q’08→4Q’07→3Q’07→2Q’07 

（注）ASM〜Fuel 迄の各データは、メインライン数値 
 
 
 

（２）【Continental Airlines】 
 
・ 燃油費高騰が原因で、▲80m の純損を計上した。 
・ 収入は +12.3%増の $3.6bn であった。 供給(ASM)は +4.8%増、L/F は 80.2%から

79.7%に▲0.5%ポイント低下した。 路線別供給は、国内線▲0.7%、大西洋 +17.2%、

ラ米 +7.2%、太平洋 +8.8%、リジョナル▲0.9%。 
・ CASM は +11.6%増加した。 燃油費一定とし特別項目を除去した場合は、▲0.3%
の減となる。 

・ 燃油単価（税込み）は、+47.6%増加した。 第１四半期で 22%の消費量をヘッジし

て $29m のゲインを獲得した。 第 2 四半期は約 18%|、第 3 四半期は 5%をヘッジし

てある。 
・ 第１四半期に、B737-900ER 型機×7 機と B737-800 型機×3 機を受領し、B737-500
型機×3機を $42mで売却した。 今年中に合計×32機のB737-800/900型機を受領し、

 

 

REV 

million 

OPP 

million

NP 

million 

ASM 

billion

Yield 

cent 

L/F 

% 

現金* CASM Fuel 

cent ¢ガロン 同等物

5,697 

(+5.0%) 

-107 

(248) 

-328 

(81) 

41.0 

(-1.5%)

13.48 

(12.82)

79.1 

(78.1) 

12.63 

(10.91)

273.2 

(184.2) 

4.9bn 

(5.9) 

5,683 

(+5.3%) 

-69 

(185) 

-69 

(17) 

42.2 

(+0.4%)

13.23 

(12.77)

80.2 

(78.8) 

12.01 

(10.92)

239.7 

(187.6) 
5.0bn 

5,946 

(+1.7%) 

319 

(284) 

175 

(15) 

43.2 

(-7.7%)

13.09 

(12.80)

83.9 

(81.7) 

11.45 

(11.02)

216.5 

(215.8) 

5.8bn 

(5.5) 

A

A 

5,879 

(-1.6%) 

467 

(476) 

317 

(291) 

42.6 

(-4.4%)

13.10 

(12.81)

83.6 

(82.6) 

11.14 6.4bn 207.5 

(10.88) (209.5) (5.7) 
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B737-500 型機×14 機が売却される。 B737-300 型機×

14 機の追加退役を 2008 年 9 月から2009年 4月にかけて

計画する。 この退役は、2008 年と 2009 年に計画され

ている 34 機の B737-300/500 型機の退役に追加される。 

2009 年には B737 型機×18 機と B777-200ER 型機×2 機

を受領する。 
・ プロフィット シェアーとして社員に $158m を支払っ

た。 月間定時性目標 2 回達成で、$6m を社員に支払っ

た。 
・ 確定給付型年金基金へ $60m を繰り入れた。 4 月 10
日には、更に$24m を繰り入れた。 しかし、今年繰り

入れ予定額である $164m の繰入については慎重な検討

が必要。 

・ 3 月 29 日より、NYC と HOU からロンドン LHR へ広

胴機による毎日 2 便を開始した。 
・ 2009年 1月より、B737型次世代機とB757-300型機で、

LiveTV 社の衛星放送 36 チャネルの機内放映を開始する

契約を締結した。 同時に機内 Wi-Fi 環境を整える。 
・ DL+NW 合併合意により、NW が保有する黄金株を $100 で買い戻した。 これによ

り、CO は自由に M&A を実施出来るようになった。 
 

第 1 四半期 決算  上段→下段：1Q’08→4Q’07→3Q’07→2Q’07 

NP 

million 

ASM REV OPP Yield L/F CASM 

million million billion cent cent  % 

Fuel 

¢ガロン 

現金**

同等物

3.570 

(+12.3%) 

-66 

(64) 

-80 

(22) 

25,2 

(+4.8%)

13.45 

(12.55)

78.8 

(79.1) 

11.79 

(10.56)

279.65t 

(189.48) 

約 2.5bn

(2.64) 

3,523 

(+11.6%) 

80 

(20) 

                 * = は税前利益   * * = unrestricted cash and short term investments 
                （注）ASM〜Fuel 迄の各データは、メインライン数値 

71* 

(-26) 

25.4 

(+6.1%)

13.03 

(12.11)

79.7 

(80.2) 

11.08 

(10.64)

250.8t 

(200.6t) 
約 2.8bn

3,820 

(+8.6%) 

280 

(192) 

241 

(237) 

27.1 

(+5.4%)

12.84 

(12.34)

84.3 

(82.7) 

10.85 

(10.52)

220.5t 

(221.5t) 
3.0bn 

C

O 

3,710 

(+5.8%) 

263 

(244) 

228 

(198) 

26.4 12.78 83.5 10.82 207.8t 

(+6.1%) (12.59) (82.9) (10.72) (210.9t) 
3.18bn
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（３）Southwest Airlines（WN） 
 
・ 純益 $34m を達成した。 これは前年の第１四半期の $93m より▲$59m の減益。 
・ 特別項目を除いた場合の純益は $43m となり、前年同期の$33m よりも +$10m
（+30%）の増益となる。 

・ 収入は +15.1%の $2.53bn、供給(ASM)は、+8.2%、

L/F は 68.0%から 69.8%に増加した。 
・ 燃油単価は、ガロン $1.98 に +20.7%上昇した。 

ヘッジ ゲインは、$302m に上る。 ヘッジの状況

は右表参照。 
・ CASM は +8.5%上昇した。 燃油費を除くと 

+2.4%の上昇となる。 
・ 2008 年の導入機（新造 B737 型機）は、当初計画通り 29 機となる。 退役機 22 機

は見直しがあり得る。 2009 年の導入機を 28 機から 14 機に半減し、この年の供給（退

役機無し）を +2%~+3%以下に抑制する。 
 
 

第 1 四半期決算   上段→下段：1Q’08→4Q’07→3Q’07→2Q’07 

* Included fuel derivative collateral deposits.  
 

■

 

 

REV 

million 

OPP NP ASM Yield 

million million billion cent 

L/F 

% 

CASM

cent 

Fuel 

¢ガロン 

現金* 

同等物

2,530 

(+15.1%) 

88 

(84) 

34 

(93) 

25.1 

(+6.4) 

13.72 

(13.11)

69.8 

(68.0) 

9.69 

(8.93) 

1.98e 

(1.64) 

3.1bn 

(1.93) 

2,492 

(+9.5%) 

126 

(174) 

111 

(57) 

25.2 

(+5.6%)

13.64 

(13.04)

69.3 

(70.2) 

9.37 

(8.79) 

187e 

(155) 

2.1bn 

(3,848)

2,588 

(+10.5%) 

251 

(261) 

162 

(48) 

25.7 

(+8.1%)

12.61 

(12.71)

76.6 

(74.7) 

10.06 

(9.85) 

169e 

(156e) 
1.6bn 

W

N 

2,583 

(+5.5%) 

328 2.11bn278 24.9 13.02 76.1 9.03 161e 

(1.75) (402) (333) (+9.2%) (13.24) (78.0) (8.95) (150e) 
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nytimes.com, 4/19/2008 

4. Airline Faults Shifting Rules About Safety 

 アメリカン航空の MD-80 型機オングラは必要だったのか 

 

先週、AA 航空が MD-80 型機×300 機の緊急整備点検のために、およそ▲3,000 便を欠

航させ 30 万人のストランド旅客を発生させた。 AA CEO は、この問題は、全て自分

が責任を負うと顧客に陳謝した。 しかし、AA の整備部門の担当者は、匿名を条件に

この問題は FAA に責任があると言っている。 今までは、FAA が発行する耐空性改善

指令については、その整備手順の実施に当たっては或る程度の航空会社の自由な解釈が

許されていた。 それが、Southwest の整備点検期限の見過ごしが発覚された後に、突

然厳格な指令通りの整備が求められる事となったとその担当者が言っている。 
 

 
Engineers at American Airlines contend the Federal Aviation Administration has unfairly changed rules on airline 

compliance with safety orders and is making unreasonable demands about how much interpretation is allowed. David 

Carr works on a wiring harness 

 

問題となったのは、着陸装置の格納庫内の配線が、胴体内面のボルトと接触して配線皮

膜を損傷しショートを引き起こすのを防止する改善指令の実施方法だ。 FAA の改善

指令は、ボルトとナットの装着方向を細かく指示していたが、AA はこの指令の許容範

囲と判断して、ナットの代りに狭い箇所の整備作業に向いているナットクリップを使用

した。 FAA の整備監査でこれが問題にされたと言う訳だ。 元 NTSB メンバー整備

エクスパートは、FAA が突如ルール変更を行ったと言っている。 以前であれば、次

の整備サイクルの段階で取り替えれば済む事で、何も 300 機の航空機を緊急に駐機させ

る必要は無かったとコメントしている。 今回の FAA 整備監査は、10 の耐空性改善指
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令の航空会社の遵守如何のチェックに基づいて行われた。 FAA は、6 月までに、およ

そ 2,300 の耐空性改善指令の 10%について更にチェックする。 厳格なチェックが実施

されるのであれば、今回の様なスケジュール混乱が再度発生する可能性がある。 
 

運輸長官 Mary E. Peters は、何が起きたのか？ 何故起きたのか？ FAA と AA の意見の

食い違いは何なのか？ について FAA と AA の両者に 14 日以内の報告を求めた。 ま

た同長官は、シニアー エクスパートの委員会を指名して、彼等に FAA の安全文化の改

善に関して 140 日以内の提言作成を求めた。 その他、運輸長官は、整備検査期限の超

過を知らせるシステムの導入、FAA 検査職員の離職直後の FAA 監査に直接関連する航

空会社整備部門への就職禁止、整備不良の任意開示の場合のペナルティーの情状酌量の

制限を決定した。 
 

 
 
 
The F.A.A. directive was designed to protect 

a cable from chafing against bolts on the 

airplane's frame. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Andrew Rook, right, a technical crew chief 

for avionics at the maintenance base, 

expressed frustration with shifting federal 

directives. "We don't know what the rules 

are," he said. 

 

 

 

■ 
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5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  
 

（１）YTB、ホールセラー買収か 
YTB International が、ホールセラー旅行社の買収を検討している事が、証券取引員会へ

提出した資料で明らかになった。 Referring travel agents (RTAs) に対する既存の旅行オ

ファリングを補完する。 YTB は、この詳細を開示していない。 
IATA の旅行社コミッショナーは、YTB が陳情していた IATA ライセンスの復活を却下

した。 同コミッショナーは、YTB が IATA 規則に違反して、IATA 数値コードを RTAs
に貸与しサブ契約している事を明確に認めた。 その上で YTB が要請していた ARC ナ

ンバーの継続使用については、IATA が既に 4 月 10 日の書簡で、その事を明らかに要求

していないと評定した。 従って YTB は、IATA のリファレンス無しに、継続して ARC
ナンバーを使用する事が確実となった。(DTW, 4/10,16/2008) 
 

（２）チューイ、ロシアで旅行社設立 
TUI Travel と S-Group Capital Management（キプロス）が、ロシアと連合諸国でレジャー

旅行を取扱う合弁企業設立に関する MOU を締結した。(DTW, 4/10/2008) 
 

（３）米国境税関局、国際登録旅行者プログラムを導入 
U.S. Customs and Border Protectionが、6月10日からGlobal Entryプログラムを導入する。 

このプログラムは、頻繁に旅行する善意の旅行者のより迅速的且つ合理的なセキュリテ

ィー審査を可能にする。 事前に Global Online Enrollment System に登録を済ませた善意

の海外旅行者（犯罪歴がなく、過去に入国審査で待機検査を命じられていない旅客）は、

通常の旅券審査を迂回して Global Entry キオスクによる自動化された迅速審査を受ける

事ができる。 登録料金は $100。 指紋による照会テクノロジ—が、このシステムに応

用されている。 テスト運営が 5 月 12 日より JFK, HOU, WAS Dulles 空港で開始される。

(DTW, 4/14/2008) 
 

（４）国際線運賃高騰（アメックス調査） 
America Express Business Travel の“2007 Business Travel Monitor”によると、同社の顧客

は、2007 年に平均 $1,836（前年比 +7.6%、2004 年比 +21.3%）の平均国際線運賃を支

払った。 国内線運賃は、平均 $230（前年は$231）であった。 2007 年の平均ホテル

宿泊費は、海外ホテルで $266（+15.7%）、国内ホテルで $157（+11.3%）となっている。 

国内レンタカー代金は、平均 $72（+4.4%）であった。(DTW, 4/15/2008) 
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（５）ニュヨーク市、第１四半期インバウンド旅客 +12%増 
第１四半期に、NYC を訪れたツーリストが推定 950 万人に達した。 これは、前年同

期比 +100 万人の増加となる。 ドル安がインバウンド ツーリストを増加させている。 

彼等の消費額は、$5.6bn から $6.3bn に +13%増加した。(DTW, 4/16/2008) 
 

（６）US 航空、窓際と通路際座席に$5 徴収 
US 航空が、5 月 7 日から、客室前方の数列の窓際と通路側座席（Choice Seats と呼ばれ

る）に $5 の割り増し料金を徴収する。 FFP プログラムのエリート ステータス会員

は無料。(DTW, 4/17/2008) 
 

（７）マイクロソフト、フェアーキャスト買収 
Microsoft が、航空運賃の 適購入時期を予測するサイト Farecast（SEA）を $115m（情

報筋）で買収した。 Expedia を売却した Microsoft の新たなオンライン旅行領域へのイ

ニシャティブなのであろうか。 Farecast は、2002 年に Washington 大学のコンピュータ

ー科学者によって設立されたオンライン旅行検索新興会社で、過去の運賃の時系列の変

動を調査して、運賃が値上がりするか値下がりするかを予測し、顧客に 適な購入時期

をアドバイズする。 予測的中率は 70%と言われている。 予測が外れた場合（運賃が

予測よりも高くなった場合）は、差額を払い戻す。 Microsoft が、Farecast を彼等の Live 
Search に組み込むか否かは分かっていない。 Farecast 買収には、Google, Expedia も興

味を示した様子で、この動きが Microsoft の買収額を高くしたと見られている。

(PhoCusWright, 4/18/2008) 

 

（８）ホテル、ホットワイヤーに秋波 
Hotwire が、ホテルのインベントリーの獲得が、 近楽になっていると言っている。 今

までは、オキュパンシーとレートの上昇に恵まれたホテルがインベントリーの提供を絞

って来たが、ここに来て多くを提供し始めたという。 景気後退によりオキュパンシー

がフラットになり、レートが低下し始めているのだ。 今年の 1 月〜3 月では、ホテル 
レートはどの等級においても約▲10%低下している。 ホテルは、在庫処理を願う一方

でレート低下に神経質になっている。 その点で、 後までサプライヤー名を明かさな

い Hotwire 人気がサプライヤー間で高まっている訳だ。 しかし航空は、供給削減が影

響して、インベントリーは増えていないと Hotwire は言っている。 

Hotwire は、Air Fare Savings Hub と呼ばれるベスト航空運賃検索の新機能を開発した。 

また Deal Engine と呼ばれるエアー&ホテルの特売検索ツールも導入している。(DTW, 
4/14/2008) 
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 空 運  
 

（１）英国航空、ヒースローT5 移転で幹部 2 人を解雇 
BA CEO Willie Walsh は、T5 の移転の躓きで、operation director Gareth Kirkwood と

customer service director David Noyes の幹部 2 人を引責辞職させた。 CEO 自身は、問題

解決に専念すると辞職を否定している。 BA の大株主の Standard Life Investment（BA
株 4.2%を保有）が、T5 移転のトラブルで、今後 2 週間の定期的会議の開催を要求した。 

4 月 14 日の会議には BA 会長と CEO が共に出席する。 BA に関する悪いパブリシテ

ィーが継続している。 スーパー モデルの Kate Moss が特別待遇された上に、彼女の

荷物の紛失で 1 万ポンドの支払を余儀なくされたというニュースが流れている。 

4 月 30 日に予定されていた T4 の長距離便の T5 移転は、既に 6 月４日まで少なくとも

5 週間延期されているが、移転完了は 10 月までかかると言われている。(FT.com, 
4/14-15/2008) (wsj.com, 4/15/2008) 

S&P は BA のアウトルックを“stable”から“negative”に変更した。 燃油費高騰と景

気懸念に加え、今回の T5 移転の躓きを評価したと言っている。 クレジット レーティ

ングの格付けは、現行の BBB-を維持している。 BA の格付けは 1990 年代の A から

2003 年 7 月に BB+のジャンク ボンド レーティングに格下げとなり、昨年 6 月に BBB-
に復活している。(FT.com, 4/18/2008) 
 

（２）カンタス、パシフィック（べ）との提携強化 
QF は、子会社の Jetstar とベトナムの Pacific Airlines との提携を強化する 
Pacificを 6 月には Jetstar Pacificにリブランドし、今後 6 年間に大規模な拡張を計画する。 
QF は、昨年 Pacific の 18%を取得したが、これを 2010 年までに 30%まで拡大する。 
Pacific は、フリートを今年 +5 機、2009 年更に +5 機増機して、国内と国際路線を拡大

する。 同社は、現在ベトナムの国内 3 路線を運営している。 年内に 7 路線に拡大す

る。 2007 年の収入 $65m は、今年には Jetstar との提携開始により $145m へ倍増する

と期待されている。 ベトナムの経済成長は、今年 +7.5%と予想されている。 航空需

要は、昨年の 150 万人から 2020 年には 324 万人に拡大すると予測されている。(FT.com, 
4/14/2008) 

 

（３）バージンブルー（豪）、プロフィット ワーニング 
豪州第 2 位キャリアの Virgin Blue が、4 月 14 日、今年の利益が▲50%減益する見通し

であるというプロフィット ワーニングを発表した。 昨年の記録的利益 A$216m が、

A$140m 以下になると予想している。 この発表直後、同社の株価は▲22%急落した。 

62.8%を所有している Toll Holdings（豪ロジス 大手）は、Virgin Blue の売却を再考す
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ると言っている。 Toll の売却延期は、2006 年に A$6bn で Virgin Blue 買収して以来こ

れで 2 度目となる。(FT.com, 4/14/2008) 
 

（４）インド航空業界 ▲$1bn 欠損 
インド航空業界が、先月終了した 1 年度で▲$1bn の欠損を計上した模様である。 こ

れは、前年度比倍の損失となる。 主たる原因は、過当競争によるイールドの低下と燃

油費高騰。 インド 大の民間航空会社の Jet Airways は、12 月 31 日に終了した第 3 四

半期決算で、▲911.2m ルピー（23 億円）の欠損を計上した。 Jet の創立者であり会長

の Naresh Goyal は、インド航空業界でコンソリが始まると予想している。 そして、Jet
も良い買収候補が見つかればチャンスを逃さないと語っている。 Jet は、1 年前に Air 
Sahara を買収し、ライバル社の Kingfisher が Air Deccan を買収している。 国営の Air 
India は、同じく国営の Indian Airlines と合併した。 インドの航空需要は、過去 4 年間

年率 +25.5%で増加している。 そして次の 2 年間は、年率 +16%増と予測されている。

(FT.com, 4/24/2008) (wsj.com, 4/15/2008) 

 

（５）GE、FAA 承認無しでエンジン部品使用 
また米航空業界で、整備上の問題が発生した。 GE は、長年にわたって、FAA 承認を

受けずにエンジン部品を使用していた事を認めた。 重整備を終了した、若しくはアッ

プグレードされたエンジンに特定の部品を装着する場合は、詳細なエンジニアリング分

析を受けて、その部品のサービス期間や点検期間を決定する手順がとられなければなら

ないが、GE はこれを実施していなかった。 およそ CF-6 の 50 台ほどのエンジンがこ

のケースに該当する。 この問題で、安全性に即影響する事は無く、緊急点検のための

航空機の駐機の必要性も発生しない。 FAA は、整備マニュアルの変更を含め、6 月ま

でにこの問題を解決すると言っている。 CF-6 エンジンは、ここ数年間、安全上の問

題が連続して発生している。 特定の型式に対して頻繁な点検が要請されている他、1
月には逆噴射システムの信頼性を確保する為に、強化した点検を要請する FAA の整備

指令が出されている。(wsj.com, 4/18/2008) 
 

（６）ストランド旅客に対するコンペンセーション 
先週の整備緊急点検で数千便が欠航し、およそ 30 万人の人達がストランドした。 冬

の悪天候、夏の空の混雑、そして今回の整備点検で、今年 4 月までの 1 年間で、前年比 
+32%増の合計 78,897 便が欠航した。（FlightStats.com 調べ） 航空会社は、自己都合に

よるストランド旅客に対しては、食事、宿泊、輸送を保証しなければならない義務を負

っている。 しかし、燃油費の高騰に悩まされている航空会社は、なかなかこの保証を

したがらない傾向が強くなっている。 また彼等はその保証基準も明らかにしない。 

基準を公開して、顧客に過度な期待を抱かれるのを怖れているのだ。 遅延便に対する
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保証も、何れだけ遅延したら保証されるのか、2 時間から４時間以上と、各社まちまち

の基準を設定している。下表は、各社の保証状況の概要を示している。(wsj.com, 
4/15/2008) 
 

 

 
 

（７）今年 7 回目の米国内線の大幅運賃値上げ 成功するか？ 
先週、UA によって先鞭がきられた今年 7 回目の大幅運賃値上げに、各社がマッチング

してい る。  多 くの運賃 が 大で 往復  +$170 まで値 上げされ ている。 

FareComparison.com によると、燃油サーチャージは国内線で $50、欧州線で $215、太

平洋線で $280 となっている。 ジェット燃料のスポット価格は、先週ガロン $3.56 に

跳ね上がった。 2005 年 1 月は、ガロン $1.39 であった。 

NW は、国内の特定路線で導入した往復運賃規則の 低滞在日数の増加を撤回した。 

航空会社は、安いレジャー用の運賃のビジネス旅行への使用を禁じる為に、土曜日滞在

などの 低滞在規則を導入している。 NW の滞在日数増加は、マッチングする企業が

少なく競争上不利となっていた。(nytimes.com, 4/15/2008) 
 

（８）旅客、サウスウエストを整備不良で訴える 
Southwest の旅客が、過去 6 年間に亘って充分な整備を実施せずに航空機を運航してい

たとして、アラバマ州 Birmingham の連邦裁判所に Southwest を訴えた。 この訴訟は、
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Southwest の旅客 4 人によって起こされたが、団体訴訟のステータスが得られれば、原

告数は数千人の規模に膨らむだろう。 Southwest は、規則に違反して 40 機以上の整備

点検期限を超過した B737 型機の運航を継続していたために、FAA より $10.1m の罰金

の支払を要求されている。(DTW, 4/16/2008) 
 

（９）中国東方航空、人民元高で黒字復帰 
中国東方航空の昨年度決算（中国会計規則に基づく）は、人民元高が燃油高騰を相殺し、

純益 5 億 8,650 万元（84 億円）となった。 前年度決算は、▲29 億 9,000 万元の損失。 

収入は、+14%増の 435 億 3,000 万元であった。 中国人民元は、昨年米ドルに対して

7%高くなっている。 同社は、運転資金を補完する為に、12 ヶ月以内に中国銀行間ボ

ンド市場で 14 億元ほどの短期社債発行を計画している。 同社は、前年の巨額の損失

と大きな負債を抱えており、資金を確保する為の戦略的投資家を探している。 

SQ に対する 24%の株式売却（売却価格 H$3.80/株）は、

中国国際航空の親会社 China National Aviation Holdings
の反対にあって成功していない。 CNAH は東方航空

に対して H$5/株による 30%買収の対抗ビッドを行って

いるが、SQ との戦略提携を優先させたがっている東方

航空の合意を取り付けるのに失敗している。(wsj.com, 
4/15//2008) 

A China Eastern plane and an Air China jet 

prepare to take off from a Beijing airport 

 

（10）米運輸省、オフロード賠償金を倍額に値上げ 
米運輸省は、オフロード旅客に対する賠償金を倍額に値上げする新たな規則を発表した。 

これによると、強制オフロードの場合の賠償金は、適用運賃の倍額（ 大 $800）プラ

ス代替輸送の提供となる。 この他、今まで 60 席以下の航空機の旅客オフロードはこ

の規則の対象とされていなかったが、新たな規則では 30 席から 60 席の小型機も対象と

する事となる。 目的地に当初スケジュールの 2 時間以内（国際線の場合は 4 時間以内）

に到着する場合は 大 $400、2 時間以上遅延する場合は 大 $800 となる。(DTW, 
4/16/2008) 

 

（11）伊次期首相ベルスコーニ、AZ 救済で窮地 
先の選挙で圧勝した Silvio Berlusconi（来月首相に就任する）が、選挙公約である AZ の

救済（外資 AF/KLM の手に渡さない）で窮地に立たされている。 “イタリアによる

イタリアの翼を飛ばす”を宣言して、愛国心を煽る選挙戦術を弄したものの、冷酷な現

実に直面している。 イタリア経済界は、ソッポを向いて誰も AZ 買収に名乗りを上げ
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ない。 Berlusconi は、政府保有株 49.9%を AF/KLM に売却する（そして合併新会社株

3%を保有する）今月末までの命の現政府の案を拒否したものの、それに変わる具体的

な代替案を提示出来ないでいる。 アナリストは、伊第 2 位の航空会社である Air One
がイタリア国内の買収コンソーシアム編成に成功するまでの間、Berlusconi が EU の反

対を押し切ってでも政府による繋ぎ運転資金をAZに拠出する可能性があると言ってい

る。 一方 IATA は、AZ に国際精算システムへの保証金の繰入を要請した。 満足い

く保証金の支払が実施されない場合は、AZ の精算システムの参加を中止させると IATA
は言っている。(FT.com, 4/17/2008) 

次期伊首相の Berlusconi は、欧州連合規則が政府補助を禁止しているにも拘らず、来週

にも AZ に対して市場レートによる短期融資 E100m〜E150m（160 億円〜240 億円）を

実施する意向である。 この短期融資により、AZ は少なくもと 5 月末まで営業を継続

出来るだろう。 Berlusconi は、ロシアのプーチン大統領と会談し、アエロフロートの

AZ 買収参加を要請した。 アエロフロートは、一度 AZ 売却入札に参加したが条件が

折り合わずこの話から撤退した経緯を有している。 アエロフロートが AF/KLM と買

収コンソーシアムを組むのか、再び単独買収を試みるかなどの詳細は全く明らかにされ

ていない。(FT.com, 4/18/2008) 
 

（12）コンチネンタルで 燃料不足ケース増加 
米運輸省の検査官が開示した資料によると、EWR 空港で、昨年 100 回以上も残存燃料

が少ないケースが CO 機で発生している。 CO 機のパイロットは、EWR 空港管制に対

して「残存燃料が少ない」と連絡し、管制官に急いだ着陸承認をさせるケースが頻発し

ている。 FAA は、このような表現が適切なのかについて調査を開始した。 CO は、

何れも便も FAA が決めている法定残存燃料を上回っているので、安全上全く問題はな

いと言っている。 使用機材にも問題があるのかも知れない。 CO は、大西洋線に小

型の B757 型機を使用しており、満タンでも着陸時点の燃料が低位となる場合が多くな

るようだ。 CO は、EWR において 70%のトラフィックのシェアーを有している。

(wsj.com, 4/17/2008) 

 

（13）米運輸省、LGA 空港にスロット競売制を提案 
米運輸省が、空港混雑を解消する為に、LGA 空港に 5 年間有効となる競売制を導入す

る提案を行った。 この案は、同空港利用航空会社に一定数の発着枠を拠出させて、そ

れをプールして競売するシステム。 拠出枠の一部は、混雑解消の為に使用が中止され

る。 この計画は、60 日間の利害関係者の意見聴取後に 終化される予定。 航空会

社や空港は、既得権の喪失ないし顧客の選択幅の縮小を理由に、この制度の導入に強く

反対している。 競売による収入は、NYC 地域の管制施設改善などの混雑解消のため

の投資に廻される。(wsj.com, 4/17/2008) 
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（14）US 航空パイロット組合分裂 
2005 年に合併した US 航空では、America West 出身のパイロットと、旧 US 出身パイロ

ット（East パイロットと呼ばれている）の間で単一シニオリティー・リスト作成の交渉

が行き詰まっている。 両方とも ALPA 組合に所属しているが、旧 US 出身パイロット

は、新組合 US Airlines Pilots Association（USAPA）結成を求めた。 そして、その賛否

を求める組合投票が実施された。 総勢 5,238 名のパイロットの内 2,723 が投票に参加

し、その内の 2,254 人が USAPA 結成に賛成した。 ALPA は、全米の 41 社の航空会社

の 56,000 人のパイロットが参加している。(DTW, 4/17/2008) 
 

（15）大西洋全席ビジネスクラスのイーオスが、$50m 資金注入 
大西洋全席ビジネスクラスの Eos 航空（米）が、既存投資家から $50m の資金注入を仰

ぐ事となった。 Eos は、収支の詳細を発表していないが、証券取引委員会への資料に

よると、2007 年の 1 月〜9 月の間に収入 $52.9m に対して▲38.9m の損失を計上してい

る。 Eos は、2005 年末に大西洋全席ビジネスクラスを就航させた新興航空会社で、現

在 B757（ライフラット座席 48 席）×4 機により JFK=STN を週 44 便運航している。 5
月からは、追加 2 機により EWR=STN と STN=DBX 毎日便を開始する。 この資金注

入は、2005 年の $87m、2006 年 11 月の $75m、昨年 8 月の$50m と 3 度に亘る資本増強

に続く資金手当。 記録的な燃油費の高騰で、新興航空会社の経営状況が極めて不安定

となっている。 大西洋全席ビジネスクラス航空会社では、既に Maxjet 航空が昨年 12
月に倒産したほか、HKG=LON と HKG=YVR を運航していた長距離 LCC が、2 週間前

に運航停止に追いやられている。 Silverjet(英)は、救済買収者を募って潜在的投資家達

と緊急協議を持っている。 また、米国では Skybus, Aloha, ATA が 近運航を停止し破

産法による保護を申請した。 新たな $50m の資金注入は、5 月 1 日に 終化される。

(FT.com, 4/19/2008) 

 
 
 
 

 水 運  
 

（１）デルタクイーン退役 
1926 年に建造された木造運河クルーズ船の Delta Queen（176 人乗り）が、今年の 24 ク

ルーズをもって退役する。 昨年 8 月、議会は 1996 年法（注）の Delta Queens に対す

る適用除外の今年 10 月 31 日以降の延長を認めなかった。 
（注：50 人乗り以上大型木造船の就航を禁止した法）(DTW, 4/14/2008) 
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（２）ディズニー クルーズ、ロンドン事務所開設 
Disney Cruise がロンドンに事務所を開設し、欧州でクルーズ販売を強化する。 Disney 
Cruise は、Meyer Werft 造船所で 2011 年と 2012 年に就航する新造クルーズ船 2 隻を建

造中。(DTW, 4/15/2008) 
 
 
 

 陸 運 & ロジスティックス  
 

（１） ドイツ国鉄 部分民営化 
ドイツ連立政権内の社会民主党とキリスト民主党の間で、Deutsche Bahn の部分民営化

がヤット合意された。 欧州 大の鉄道とロジグループの Deutsche Bahn は、75.1%を

所有するホールディング会社となり、残りの 24.9%の株式が民間に売却される。（民間

への株式が 25%未満に制限されて、民間からの役員ポストが意図的に排除されている。） 

この株式放出は、およそ E3bn〜E5bn（4,800 億円〜8,000 億円）の資金を捻出するだろ

う。 その一部は DB の将来の投資資金に廻されるだろう。 DB 社は、2010 年に予定

されている欧州連合域内の鉄道自由化に照準を当てて、自身の民営化を政府に陳情して

いた。 連立政府内の正式決定は、4 月 28 日に予定されている。(FT.com, 4/15/2008) 
 

（２）CSX 第１四半期決算 純益+46%増 
米鉄道第 3 位の CSX が、第１四半期で前年同期比 +46%増益の $351m の純益を達成し

た。 昨年同期の利益は $240m。 収入は、+12%増の $2.7bn であった。 同社は、

輸送品目の多角化が、景気後退の影響を受けずに好決算を可能にした原因と語っている。 

CSX は、2010 年までの間、+18%〜+21%の 1 株当たり利益成長を見込んでいる。 同

社は、現在、3G Capital Partners と Children’s Investment Fund の間で委任状取得合戦に巻

き込まれている。 TCI は、インサイダー トレーディングで CSX 会長と取締役を訴え

ている。(wsj.com, 4/15/2008) 
 

（３）ユーロスターが好調 
ポンド安や景気後退懸念にも拘らず、英国と欧州大陸を結ぶ高速鉄道 Eurostar 好調だ。 

ロンドンの始発駅を Waterloo から St Pancras に移転後（つまり全線高速運転開始後）3
ヶ月間で、収入が前年同期比で +25.2%増加して £178m（356 億円）となった。 英国

発旅客は 55%、欧州大陸発旅客は 45%の構成となっている。 英国と欧州大陸の流動

は、航空が 1 億 3,500 万回、鉄道が 830 万回を数える。 今後、旅客の航空からのモー

ダルシフトが期待されている。(FT.com, 4/15/2008) 
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 ホテル & リゾート  
 

（１）民主党大物議員、連邦準備制度委員会に賭博法の改定要求 
Barney Frank（民主）が、連邦準備制度委員会に対して、金融業界に対するインターネ

ット賭博の送金規制を中止するように求めた。 同議員の要請は、これが 2 度目となる。 

下院の金融サービス委員会議長の Frank は、米国市民のクレジットカードによる賭け金

の支払を妨げ、海外の賭博 Web サイトの時価総額を▲数 100 億ドル減少させた Unlawful 
Internet Gambling Act of 2006 に挑戦している。 彼は、4 月 11 日、財務省と連邦準備制

度委員会による賭博禁止法を 終化する規則の制定を禁じる法案を導入した。(FT.com, 
4/12/2008) 

 

（２）プライスウオーターハウス、力強いホテル投資の継続を予想 
PricewaterhouseCoopers は、米国のロッジング業界の 2008 年投資が、景気低迷が懸念さ

れている中で、前年を +6.4%上回りおよそ $5.85bn となると予測している。 ロッジン

グ業界は、2006 年と 2007 年にそれぞれ $5bn と $5.5bn の力強い投資を行っている。

(DTW, 4/14/2008) 
 

（３）MGM ミラージュ、400 マネージャー ポスト削減 
Las Vegas Strip 大カジノオペレーターの MGM Mirage が、400 人以上の中間管理職を

コスト削減の為にレイオフした。 これは 8 月以来の収益悪化への対応で、年間およそ

▲$75m のコスト削減に繋がる。 MGM Mirage は、Bellagio, MGM Grand, Mirage, 
Mandalay Bay の外合計 10 のプロパティーを保有し従業員 66,000 人を雇用している。 

Bear Stearns の調査によると、5 月 4 日〜10 日の週の Las Vegas Strip の平均客室レートは、

前年同期比で▲20%近く低下して $194 となっている。 同期間のコンベンション参加

人数は、101,000 人から 66,900 人に▲34%減少している。 MGM は、昨年 12 月に合弁

企業の MGM Grand Macau をオープンし、現在は Las Vegas Strip に 2009 年にオープンす

る $8.1bn の City Center コンプレックスを建設中。(nytimes.com, 4/15/2008) (wsj.com, 
4/15/2008) 

 

（４）マリオット、▲34%減益 
Marriott International は、第１四半期決算で前年同期比▲34%減益の純益 $121m を計上

した。 有効客室当たりレート（RevPAR）は、全世界で +6%、米国で +2.3%それぞれ

上昇した。 有名ブランド Courtyard や Ritz-Carlton のお陰で、収入は +3.95%増の 
$2.95bn であった。(DTW, 4/17/2008) (wsj.com, 4/17/2008) 
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 その他  
 

（１）グーグル、ネット収入 +46%増 
Google の 1 月〜3 月のネット収入が +46%増加して $3.7bn となった。 旺盛な検索エ

ンジン広告の増加が続いている。 ペイドクリックは +20% 増で、前年同期の +45%
前四半期の +30%よりも、伸び率が低下している。 Google の株価は、4 月 18 日 $100
近く急騰した。(FT.com, 4/17/2008) 
 

 

 
 

（２）イーベイ第１四半期 増益+22% スカイプ売却か 
eBay の総グロス販売額（gross merchandise volume）が +12%増加して $16bn（1 兆 6,000
億円）となった。 近の数四半期に亘る低下していた取扱高が、漸く下げ止まりを見
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せた。 これに呼応して、ネット トランザクション収入は +14%増加して $1.3bn 近く

となった。 しかし、1 年前の四半期の成長率 +21%には届かなかった。 市場からの

収入は +19%増加した。 求人広告のような新しいビジネスが収入増に貢献している。 

PayPal や Skype 事業も、殆どのアナリストの収入予想を上回った。 総収入は、前年同

期比 +24%の $2.19bn であった。 純益は +22%の $377m。 

eBay は、ほぼ 3 年前に $3.1bn で買収した Skype（昨年 $1.4bn に減損）を、中核 e-コマ

ース事業とのシナジーの捻出が困難である場合は売却するかも知れないと言っている。 

Skype は、第１四半期に 3,300 万人の新規登録者を獲得し総利用者数を 3 億 900 万人に

増加させ、収入$126m を得ている。 そして今年 $500m の収入を得る事を計画してい

る単体で採算が取れる事業となっている。 また、年間 $2.3bn の収入を得ている成長

率 +30%の PayPal の売却を eBay が検討している、という噂がシリコンバレーで飛び交

っている。 幾人かの銀行家は、PayPal は $20bn（2 兆円）（eBay 時価総額の半分）の

価値があると言っている。 PayPal のトランザクションの多くは、eBay とは関係ない

商品の売買に使用されているので、グループ内で保有している戦略的意味合いが薄いと

言うのだが、eBay はこれを否定している。(FT.com, 4/17/2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 
 

今週のニュースを読んでいて、今更ながら航空や旅行の業界がサイクリックな業界であ

る事を思い知らされた。 2001 年 9 月 11 日以降（実際は、それの一寸前からであるが）

の大きな“底”からヤットの事で脱出した米航空業界が、今度は記録的な燃油費高騰に

よる収支悪化に直面している。 前回では 9-11 同時多発テロや SARS が事態を悪化さ

せたように、今回はサブプライム問題に起因する景気の後退が、周期的に訪れる不可避

的な下降局面の状況を厳しくしている。 
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米航空業界は、厳しいリストラによる自助努力と、多くの企業は破産法の保護を受けて、

前回の底を何とか乗り切ったが、今回の局面への対応では収支改善策は既に殆ど全て使

い切ってしまっていて僅かしか残っていないようだ。 つまり、乾き切った布からは一

滴の水も絞れない。 その上、頼みの綱の破産法による保護を申請しても、信用市場の

収縮で繋ぎ資金の獲得ができない状況が生じている。（事実、資金繰りの苦しい小規模

な航空会社数社が、既に連続して運航停止に追いやられている。） 
 

DL と NW は、合併にすがって今回の難局を乗り切ろうとしている。 他のメジャーも

M&A による生き残りを模索しているようだ。 米航空業界に再編の嵐が吹き荒れるか

も知れない。 ウオール街のアナリスト達は、1+1=2 とはならないとこの合併を評価し

ていない。 機材更新と顧客サービス投資を怠って来た米国航空会社同士の合併では、

欧州や中東やアジアの“5 つ星品質”を誇る競合他社には到底太刀打ちできないと彼等

は言っている。 そして、米航空業界を米自動車業界になぞえている。 
 
 
 

旅行業界では、航空とは全く反対の話があるようだ。 景気後退局面が“幸いして”、

オンライン旅行社が盛り返しているというのだ。（これは PhoCusWright が 2 月に発行し

たレポート「Online Travel Agencies Make a Come Back」にそう書いてある。） 

 

近まで破竹の勢いで市場シェアーを伸ばして来たオンライン旅行社が、ここに来て、

市場の成熟化とサプライヤーの直販拡大により（それと一般検索エンジンの市場参入に

より）元気を失い始めていた。 そして、アナリスト達に“トランザクション型モデル

からメディア事業を取り入れたビジネスモデルへの変更を迫られている”とまで言われ

始めていた。 
 

ところが、景気後退局面で在庫を抱え出したサプライヤー（特にホテル業界）が、オン

ライン旅行社に今まで以上のインベントリーの提供を開始している。 また景気後退に

より、消費者が（法人顧客を含めて）安い運賃をますます探す事になる。 だから、比

較検索に強いオンライン旅行社がより頻繁に使われるようになるだろうというのだ。 

値を下げている Expedia 株は今が買い時だと、証券アナリストが自身の市場分析レポー

トに書いている。 （H.U.） 
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表紙： 

#186 シューズ 

1 色 1 版 （骨板：桜）

H 175mm×W 250mm 

2003 年 6 月作 
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