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1. Air France And Delta Set Transatlantic Venture 

 デルタ、エアフランス、大西洋線提携強化 

 

DL 航空と AF/KLM は、10 月 17 日、大西洋線で、LHR 空港と米主要都市を結ぶ路線開

設を含む広範囲な提携（joint venture = 共同事業）を開始すると発表した。 
この提携は、来年 3 月末から発効する Open Sky 協定を早速利用している。 今迄、LHR
乗入れ権を独占していた BA, VS, AA, UA（LHR 4 と呼ばれている）は、この新路線開

設により、大きな打撃を受けるだろう。 DL と KL は、2010 年からは、提携の第 2 段

階として、両社の大西洋線全便をコードシェアーする。 
 

第１段階路線提携 備  考 

 AF  LHR=LAX   7/W Open Skies による新規路線開設 

 DL  LHR=JFK   14/W Open Skies による新規路線開設 

 DL  LHR=ATL   7/W Open Skies による新規路線開設 

AF LHR=CDG 12/D→7/D 
（高速鉄道との競争激化による減便） 

LHR スロット捻出の為の減便し、余裕となるス

ロットを DL にリースする。 

AF+DL CDG/ORY/LYS=JFK/CVG/SLC 欧州諸都市と北米諸都市を結ぶ直行便強化 

両社の大西洋便は、コードシェアーとして運営される。 
この共同事業により $1.5bn（1,750 億円）、第 2 段階で +8.5bn（9,800 億円） の収入を

もたらすだろう。 

 
 

この提携の他に、AF は、LHR スロット 1 便分を CO 航空にリースする。 KL は、LHR
スロット 3 便分を NW にリースする。 
DL, NW, AF/KLM は SkyTeam アライアンス メンバーで、既に競争法適用免除の承認を

受けているが、4 社間で、収入と利益の 50:50 配分とマーケティング協定拡大のために、

新たな競争法適用免除を、両岸の競争管理当局に申請する。 
 

【関連記事】 nytimes.com, 10/18/2007 BA Circles BMI And American Airlines: Report 
BA が、DL + AF 提携拡大に対応して、BMI 買収に乗り出した。 更に BA は、一度、

競争法管理当局より承認されなかった AA との合併案の検討を再開させている、と

REUTERS が伝えている。 
■ 
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  FT.com, 10/15/2007: DTW, 10/17/2007 

2. Singapore Airlines takes delivery of first A380 

 シンガポール航空、A380 型機 1 番機 受領 

 

A380 型機の 1 番機が、10 月 15 日、19 ヶ月遅れで、仏ツールズで、ラウンチング キャ

リアの SQ に引き渡された。 SQ は、A380 型機×19 機を発注している。 この 1 番機

は、10 月 25 日から、SIN=SYD 線に就航（B747 型機から A380 型機に機材を変更）す

る。 初便の座席は、全席が e-Bay のオークションで販売され、総額 $1.3m（1 億 5,000
万円）の売上は、全てシンガポールと豪州の慈善団体に寄付される。 
 

投入路線 
SQ の A380 型機の客室仕様は、F クラス（1 階）×12 席（豪華スイート個室）、C クラ

ス（2 階）×60 席、Y クラス（1 階及び 2 階）×399 席の合計 471 席となる。 
機内のエンタメ システムでは、オンディマンドの 100 本の映画、180 本の TV プログラ

ム、700 コンパクト ディスクとラジオ放送 22 局が用意される。（このエンタメ システ

ムは、既に B777-300 型機に導入されている。） SQ は、2 号機〜3 号機を来年初頭に受

領して、SYD=SIN=LON 線毎日 3 便を、B747 型機から A380 型機へ変更する。 当該

路線は、カンガルー路線として有名。 SQ は、LHR 空港のスロット不足の為に、今迄、

この路線の供給拡大（増便）を実施出来なかったが、A380 型機への大型化により供給

拡大を可能にする。 2008 年 4 月に受領する 4 号機は、SIN=東京線に就航させる。 SQ
は、総 2 階建て A380 型機を、メーカー標準仕様の 3 クラス 550 席よりも少ない 471 席

として、より大きなスペーシャス感を顧客に強力にアピールする。 

 
F クラス仕様 
12 の“Suite”（“F クラス”の呼び方を止めて“Singapore Airlines Suite”と呼んでいる）

は、4 フィート×7 フィートのスペースを持つ個室で、完全なプライバシーを保つ事が

出来る。（クラス コードは“P”ではなくて“R”が使われる。）（安全規則上、覆いの

上部と下部は、室内が見える様にメッシュ上になるので、完全なプライバシーが保たれ

る訳では無い。） 
 

最も革新的なデザインは、分離したマットレスに有る。 革張り座席（肘掛け収納時、

幅 35 吋）の背もたれを手動で前にたたみ、仕舞ってある形状記憶型マットレスを引き

出して lie-flat 座席の上に敷くと、長さ 2m×幅 69cm×厚さ 6.5cm の長方形のベッドが出

来あがる。 真中の 2 つは、パーティションを最下部迄降ろすと、ダブルベッドにする

事が出来る。 このダブルベッド仕様は、2 セットが用意されている。 
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各個室には、23 吋の液晶 TV が装備されている。 このシステムは、ワード・スプレッ

ドシート・プレゼンテーションのソフトを内蔵している。 フラッシュの為の USB ポ

ートを使用して個人ファイルを開けば、顧客は、自分のラップトップを使わなくても済

む事になる。 SQ は、この個室を、通常の F クラス運賃比 +20%〜 +25%高い値段で

販売する。 
 

C クラス仕様 
A380 型機のビジネス・クラスは、基本的には B777-300 型機のビジネス・クラスと変わ

らない。 しかし、フラット・ベッド座席は、それよりもヤヤ広目の 34 吋となる。 座

席配置は 1-2-1 の 5 列配置で、隣の旅客を跨がずに通路に出る事を可能にしている。 

Suite と同様、USB ポートと AC 電源を備えるが、TV スクリーンは 15.4 吋となる。 SQ
は、B777 型機のビジネス・クラスと同様、この座席を通常運賃よりも +15%〜 +20%
高く設定する。 
 

Y クラス仕様 
Y クラスの座席は、32 吋ピッチとなる。 座席幅は、肘掛けと肘掛けの間で 19 吋とな

る。 背もたれの厚みが薄くなっている事、エンタメ・システムの装置が座席下部から

取り除かれた事により、レッグルームは、寧ろ改善されている。 TV スクリーンは 10.6
吋。 USB ポートと AC 電源は、3 席に 1 席で利用可能になる。 
 

 
■ 
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   wsj.com, 10/16/2007 

3. From Luxury to Bare-Bones: Discount Airlines Specialize 

 LCC、得意顧客相手にニッチを目指す 

 

振興航空会社の 1 社は、機内音楽ビデオを提供し、紫とピンクのムード照明を点け、そ

して客室乗務員には黒のシックなユニフォームを着用させている。 かと思えば、もう

1 社は、ボーディング・ブリッジを使用せず、タラップを使用して、飲料水まで有料化

して、客室乗務員には目的地を宣伝する T シャツを着せている。 
 

ハイブローの Virgin America Inc.と、ローブローの Skybus Airlines Inc.の両社は、米国に

於ける LCC 業界が如何に成熟したかを、如実に物語っている。 嘗ては、振興航空会

社は、短距離・多頻度・座席指定無し・単純運賃・愛嬌タップリの客室乗務員の Southwest
航空を、そっくりそのまま真似る事ばかりを考えていた。 しかし、今では、Southwest
のクローンを作るだけでは、市場で生き残って行けなくなっている。 
 

小売店業と同じ様に、ディスカウント航空会社は、その会社固有の強み（或は専門性）

身につけ始めている。 彼は、全ての顧客に対してではなく、特定の顧客にアピールす

るニッチになる事を試みている。 Southwest が空の Wal-Mart とするならば、新たな競

争者達は、Wal-Mart よりも安売りするダラーストアー或はホールセール・クラブになる

事を狙っている。 そして、他の振興航空会社は、Target や Kohl’s の様に、より高い品

質を提供して Wal-Mart の上を行く事を試みている。 つまり、消費者の選択が、それ

だけ増加する事になる。 
 

元運輸省の幹部であった航空コンサルタントの Patrick Murphyは、「最近のローコスト、

或は、新ビジネス・モデルは、驚くべきバリエーションと形態を有している」、「国内線

と国際線で、我々が見た事が無い様な、多くの新種の航空会社が出現するだろう」、と

語っている。 
 

米国では、LCC のシェアーは、30%を超えており、2000 年以降、その成長は加速化さ

れている。 そして、彼等は、過去数 10 年間市場を席巻していた、所謂、伝統的航空

会社と互角に競争する迄に競争力を付けている。 
 

極めて多くの LCC が空に犇めき合っているので、新規参入者達は、比較的安い運賃で

ファンシーなサービスを提供するのか、激安運賃でもって全く何もないサービスとする

のか、何れかの生き残り策を探さなければならない。 
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Spirit 航空の CEO B. Ben Baldanza は、「価格か、プロダクトかの何れかで競争すること

になるのであって、両方でもって勝負する事は出来ない」、と語っている。 Spirit 航空

は、15 年間、LCC 事業を経験した後で、最近、超 LCC 航空会社にモデルを変更し、機

内の飲料水を含み、文字通り全てを有料化してしまった。（Spirit は、空気以外は全て有

料だと、しばしば冗談を言っている。） 
 

主としてカルフォルニアと NYC 間を運航している Virgin America は、既存航空会社の

UA 航空や AA 航空よりも安い運賃で、革張り座席の F クラス キャビンの販売に精を

出している。 Virgin America は、コーチ キャビンでは、殆どの航空会社同様、機内食

を有料化しているが、座席の個人用TVのタッチスクリーン コンピューターでもって、

顧客が機内食を注文する事が出来る様にしている。 
 

多種多様な機内エンターテイメントのオファリングも、航空会社にとっては、収入発生

源となる。 英国の実業家 Sir Richard Branson の Virgin Group が立ち上げた Virgin 
America は、45 本のオンディマンドの映画を、1 本×$8 で販売している。 20 本の音

楽ビデオと、幾つかのライブの TV ショーと音楽チャネルは無料であるが、“Heroes”
や“The Office”の如くのプレミアム ショーは、$1.99 で販売する。 
 

Skybus は、機内エンタメ システムを持っていない。 機内清掃の手間を軽減する為に、

座席背面の、物入れ袋も設置されていない。（物入れが無い分、座席間隔を詰める事が

出来る。） Skybus の客室乗務員は、カートに食べ物・香水・時計・チョコレートなど、

収入を得られると思われる物は何でも販売する。 これ等の周辺収入があるからこそ、

Skybus は、タッタの運賃 $10 で、毎便×10 席の販売を可能にさせている。 
 

革新的な Spirit のモデルは、激安運賃で顧客を飛行機に詰め込み、捉えた顧客に対して、

その他の商品を販売して収入補填をはかると言う業界トレンドを、率先して実施してい

る。 
 

嘗て、古い航空機でもって、DTT や北東部の都市から休暇デスティネーションに飛行

機を飛ばしていた Sprit は、米メジャーの 6 位以上には、割引航空会社が 1 社も存在し

ていない事に気が付いた。 そこで、数年前に、LCC が乗り入れていない、ラ米やカ

リブ線に於ける最大のディスカウント航空会社になる事を決意した。 Spirit は、依然

として、多くの旅客をNYCやDTTやその他の都市からフロリダに運んでいるけれども、

今では、南米の Lima や Peru までにも乗り入れている。 
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MD-80 型機を全て A319 型機に更新し、そして、採算性を徹底的に向上させる為に、A319
型機の座席数を、US 航空の同型機の 124 席より多い 144 席仕様としている。 10 月 1
日からは、水・コヒー・ソーダ・マッフィン・クッキー・グラノーラを $2 で販売して

いる。 そして、受託手荷物×1 個は $10（オンライン事前購入は $5）、前方の広目の

座席へのアップグレードは $45 を徴収している。 Spirit の平均片道運賃は $100 で、1
旅客当たり約 $15 のエクストラ収入を稼いでいると言う。 Spirit 航空の CEO B. Ben 
Baldanza は、「顧客は、航空券購入時には $5、$10 に神経を集中させているが、一度航

空券を購入してしまうと、その後の支出には余り気にかけない」、と語っている。 Spirit
は、特別割引運賃（税サ別の片道 $9 或はそれ以下）を会員だけに e-メールで教える“$9 
Fare Club”を、年会費 $29.95 で販売している。 
 

Spirit の完全ノーフリル サービスは、余りのケチケチさに嫌気した一部の顧客を逃がし

ている事も事実だ。 Baldanza は、何処かでサービス方針の修正が必要になるかも知れ

ない事を認めている。 彼は、「顧客の反応如何によっては、我々は、トレンド セッタ

ーとなるか、愚か者となるのか何れかだ」、と語っている。 ■ 
 

 

 
 

情報 292 平成 19 年 10 月 22 日 7 TD 勉強会 



 
 
The PhoCusWright SPOTLIGHT, September 2007 

4. Multi-Channel Distribution: 
Focus on European Hospitality 

「連載」マルチ チャネル流通： 

 欧州ホスピタリティー業界（１） 

 

 

Market Overview and Consumer Behavior 
 
過去 5 年間で、ホテル流通は、インターネットによって、ますます複雑化されつつある。 

インターネットは、前例に見られないほど市場を透明化し、流通戦略を変更しているば

かりか、競争力を維持する為に必要とされる市場参加者達の専門的知識のレベルにも影

響を与えている。 新たな流通の世界は、ビジネス戦略と情報システムをどの様に調整

し、各種のチャネルに亘って品質の良いコンテントを如何に管理するかを理解する事を、

市場のプレイヤー達に要求する。 
 

極めて分散化された欧州市場では、新たな、そして、ダイナミックな流通プロバイダー

達が、年がら年中、異なった成功レベルで市場に参加しているとは言え、限られた数の

プロバイダー達がホテル流通を支配している。 マジョリティーのホテルは、非公開企

業で国際的チェーンに属していない。 これが、欧州のホテルとビジネスの関係を有す

る流通プロバイダーの企業達に、重大な影響を与えている。 直販は、依然として、平

均的な 100 室を擁する欧州のホテルにとって、最も重要な流通チャネルを構成している。 
 

しかしながら、進みつつあるチャネル シフトは、消費者が、旅行をショップする為に

インターネットを使用する傾向がますます強くなっている中で、ホスピタリティー流通

市場が大きな変化を遂げようとしている強力な暗示に他ならない。（Table 1.参照） 
 

欧州に於けるホスピタリティーの流通は、独立プロパティーと同様に、地域的なより小

さなホテル・チェーンを、global distribution system（GDS）やインターネットの如くの

電子的チャネルに連結させる事を可能にする、central reservation system（CRS）プロバ

イダーの会社によって、主として支配されている。  
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Micros Fidelio、Protel、Springer Miller も、流通ソリューションを提供しているが、ホテ

ルのより小さなグループに役立つコールセンター サービスや旅行社コンソーシア販売

の如くの販売とマーケティング サポート無しに、唯一コネクションのみを提供する。 

勿論、任意ホテル・チェーン（voluntary hotel chains）（ソフト ブランディングと販売と

マーケティング サポートを伴ったリプレゼンテーション企業）（即ち；Worldhotels, Utell 
International, TOP International Hotels, Great Hotels of the World）は、欧州市場で確固たる

ポジションを得ている。 
 

 
 
 

この市場には、他よりも、よりダイナッミクなセクターが存在する。 伝統的 CRS ビ

ジネス プロバイダーは、Pegasus ODD（online distribution database で、Pegasus スイッチ

経由でコネクティビティーを提供）経由の多くのオンライン旅行社 Web サイトに対し

てと同様、GDS に対する一定のトランザクション手数料を、主たる収入源としている。 

そして、ホワイト レーベルのインターネット予約エンジンが、サービスを完結する為

に提供されている。 伝統的 CRS プロバイダーは、彼等のシステムのトランザクショ

ン数増に常に関心を持っているが、中小のホテル・チェーンからの機能（変更）のリク

エストにより忙しく、彼等のオファリングの拡大とか、モバイルのソリューション等の

新たなチャネルへの接続には手が回っていない。 
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欧州のホテル コンテントの 70%以上は、ノンブランド アフィリエーテッドである。 

独立ホテルとより小さなチェーンは、競争が激しくなって来ているので、最近は、より

高度のリスクに立ち向かう姿勢を見せている。 最近の流通市場への参入者は、独立ホ

テルの間で影響力を得ている、新たな、そして、興味深いソリューションを開発しつつ

ある。 
 
 

European Consumer Behavior 
 

業界の最もダイナミックなセクターは、インターネット ベースの企業である。 欧州

に於ける文化と言語の違いが、オンライン旅行社のビジネスを、依然として高度に分散

化させている。 これに加えて、北米市場で或る程度の成功を収めたメタサーチ検索エ

ンジンの Kayak の如くの新たなタイプの流通チャネルが、欧州に照準を合わせ始めつつ

ある。 新たな Travel 2.0 ベースのソリューションは、継続して成長し、欧州市場を大

きく改革するだろう。 次の数年間で、増率はゆっくり低下するだろうけれども、オン

ライン チャネルの成長は依然としてピークにあり、オンライン市場は、サプライヤー

に対して、最も高い潜在的成長力を与えてくれるだろう。 
 

市場に於ける多くの変化は、ホテル自身による戦略的行動よりも、欧州の消費者の行動

シフトにより引き起こされている。 オンライン旅行社は、オンライン販売を動かす中

心的な役割を担っている。 しかし、それは、ホテルの自身のチャネルで売られている

よりも、安い値段による消費者への販売により達成されている。 
 

事実、これ等の多くの出来事は、最近、遂に、欧州市場に於ける何らかの対策が必要と

されているけれども、欧州ベースのチェーンの収入拡大の為の総合的努力と言うよりは、

大手国際ホテル・チェーンのオンライン戦略の拱手傍観によって起きている。 
 

今までは、インターネットは、“ベスト価格保証”とコスト削減に対する一般的プッシ

ュで溢れ返っていた。 確かに、消費者の最初の動きは、より安い価格の検索（と言う

よりは、むしろ価格の透明化）にあったが、今では、第二の波として、少々のユーロを

節約するよりも、より重要とは言わない迄も重要な、トラベル 2.0 の世界で期待される、

より高いレベルのサービスや情報や支援を探し求めている。 
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Distribution Channel 
 

今日の流通の各種プレイヤーに関する簡単なサマリー（Table 2.参照）は、次の通りで

ある。 
 

Hotel Direct 
 

電子的チャネル（インターネットと GDS）の開発と増加にも拘らず、今日の欧州ホテ

ル業界にとっては、ホテル ダイレクト予約が最も重要である。 これ等の予約は、イ

ンターネット予約エンジンや GDS を経由せずに、ホテルの従業員との直接的なコンタ

クトと特徴づけられる。 
 

これ等のコンタクトは、予約部門、或は、フロント・デスクへの電話により実施されて

いる。 多くの一般的ゲストは、以前の滞在中に直接予約している。 このレポートは、

電子的流通を主題としているけれども、現実は、多くの予約は、依然としてホテルとの

直接コンタクトで実施されている。 しかしながら、この割合は、オンラインのシェア

ーが継続して拡大するので、次の数年間では、継続して低下するだろう。 
 
 

GDS 
 

伝統的 GDSs 経由で処理されている予約は、40%か、ホテルの場所にもよるが、それ以

上を構成している。 各ホテルは、自分達が公正なシェアーを得ているのかを、別にレ

ビューしなければならない。 Galileo やその他の GDSs がレジャー市場への参入拡大を

試みているけれども、GDS ビジネスは、依然として法人ビジネスに大きく依存してい

る。 
 

明らかな間違いは、ホテルが、「GDS にリストしさえすれば収入が増加する」、と考え

ている事である。 レジャー市場では、この手の戦略は、少しは成功する事が出来るだ

ろうが、GDS は、法人予約で動かされており、言い換えれば、ビジネスの関係とネゴ

シエーテッド・レートによって動かされている。 
 

欧州のホテルは、GDSs の重要性を看過してはいけない。 London, Rome, Paris, Frankfurt
の様な GDS が強い都市では、幾つかのホテルは、彼等の収入の 50%以上を GDSs 経由

で上げている。 
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Supplier Web Site 
 

最も良く議論されている通り、電子的流通手段の最適コスト効率は、先ず間違いなく

Web サイトに存在する。 ホテルは、Web サイトを、将来の戦略的流通チャネルとして

見ている。 消費者が、旅行のオンライン購入（或は、少なくともショップ）を優先さ

せている為である。 ホテルは、このトレンドから利益を得る為に、オンラインで積極

的に行動しなければならない事を認識している。 そして、最終的に、流通の支配権を

取り戻して、消費者の購入行為に直截影響を及ぼす事を欲している。 
 

オンライン直販分野に於けるベンチマーク セッターは、自社直販サイトで高いレベル

の成功を収めているローコスト航空会社（LCC）である。 ホテルは、自身のプロダク

トの販売とマーケティングの多くを、第三者に依然として依存している。 例外は、お

よそ 80%のオンライン化率を有する、Travelodge の如くの英国のホテル・チェーン達で

ある。 これ等のホテル・チェーンは、LCC の戦略と同様に、超インターネット流通

依存戦略を試みている。 
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大手の国際ホテル・チェーンは、自分自身の Web サイトのプロモートに成功している。 

全 Hilton ブランドの Web サイトは、2006 年の全収入の 17.2%に達した。 欧州ホテル

の Sol Melia は、この分野で大きな成功を収めている。 2006 年に、Sol Melia の Web
サイトは、全収入比 13%の E103 million（170 億円）を売上げた。 これを達成する為

に、Sol Melia は、およそ E100 million をこのチャネルの開発に投資した。 
 

戦略的には、インターネットは、ホテルにとって、重要な大きな成長力を持つチャネル

である。 例えばダイナミック パッケジング ツールの導入によって、ホテルの Web
サイトで、追加的なサービスが提供されている。 この事実は、このチャネルからの利

益を最適化する為には、一体、何処迄、第三者パートナー達に依存するべきなのか？ の
疑問を投げかけている。 ■ 
 

次週 Third-Party Model, Merchant Model, Commission vs. Merchant Model, Extranets, Extra 
Management Tools, GDS-Powered Web Sites, ODD, Direct Connects, Travel 

Metasearch・・・・・に続く。 
 
 
 
 

   TD 勉強会 

5. AA, DL, CO, WN 航空の 第 3 四半期決算 

 

AA, DL, CO, WN ×4 社の第 3 四半期決算が発表された。 4 社共、大幅な増収増益を

達成した。 好決算にも拘らず、株式市場では、今後の需要の見通しと燃料の高騰に嫌

気して、航空会社株の値を下げている。 何時もの通り、各社別の決算概要を報告する。 
 

（１） AA 航空 （10 月 17 日発表） 

 
 +$160m（185 億円）の増益により、利益$175m（203 億円）を達成した。 収入は、

+1.7%増加して $5,946m（6,840 億円）となった。 
 PRASM +5.0%、旅客イールド +2.3%（過去 10 四半期連続増加）、L/F 83.9%（3Q

過去最高）（前年 81.7%）を達成した。 
 CASM は、+3.9% 増加した。（2003 年から 2007 年上半期迄の追加労務費加算調整

費用 $40m が無ければ +3.1%増となる。）（数値は全てメインライン値。） 
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 収入には、+5.7%増を達成した“その他収入” $352m（405 億円）が含まれる。 そ

の他収入には、予約変更手数料、アップグレード販売、機内食販売、第三社整備

収入が含まれる。 
 燃料費を除いた場合の CASM は、前年同期比 +4%増加した。 客室改修投資の早

期消却などがコストを押し上げている。 AA は、継続して 2007 年コスト削減計

画▲$300m（350 億円）に取り組んでいる。 
 B737 型機×3 機のデリバリーを、2009 年 2Q に早めた。 これは、燃料消費▲20%

効率化計画の一環。 この×3 機を含め、2009 年〜2012 年にかけて、B737 型機×

47 機のデリバリー早期化を計画している。 
 

 

 
 

 欧州線の増強を計画している。 ORD = MOW Domodedovo 線を 2008 年 8 月から

開設する他、ORD から日本、欧州、ラ米に加えて、ロシア、中国、インド線を開

設する。 
 来年早々から、JFK 発 MIL, BCN 線を開始する。 あわせて、JFK=Stansted 線を毎

日 2 便に拡大する。 
 AA 路線に於ける低運賃検索を容易にする、コンピューター デスクトップにダウ

ンロード可能なツール DealFinder を導入した。 
 American Airlines Vacation は、AAVacations.com の購入とショッピング機能を強化し

た。 
 $1.3bn（1,500 億円）をかけて、JFK ターミナルを一新した。 
 年金基金へ $200m（230 億円）を積み立てた。 
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AA CFO Thomas Horton は、投資家の一部から求められている、リジョナル航空会社

American Eagle、投資顧問子会社 American Beacon Advisors、FFP の AAdvantage の売却

について、慎重な検討を加えたいとした。(wsj.com, 10/18/2007) 
 

上段→下段：3Q’07→2Q’07→1Q’07→4Q’06→3Q’06 

□ 
 
 

（２） DL 航空 （10 月 16 日発表） 
 

 +$168m（195 億円）の増益により、利益 $220m（255 億円）を達成した。 税前利

益 $363m（420 億円）は、四半期別決算の史上最高利益となる。 
 収入は、+10%増加し、$5,227m（6,015 億円）となった。 
 債務を▲$1.0bn（1,170 億円）減少させた。 この 3Q に、プロフィット シ
ェアリング引当金 $160m（185 億円）を積み立てた。 

 国内線供給を▲1.8%削減し、国際線供給を拡大（ラ米 +13.3%、大西洋 
+12.5%、太平洋 +58.5%）した。 これで、内際別シェアーは、内 65%：際

35%となった。 2005 年 9 月は、内 76%%：際 24%であった。 
 PRASM +6%、旅客イールドは +2.6%、L/F は 83.1%（前年 80.2%）を達成し

た。（何れもリジョナルを含む。） 
 CASM は、僅か低下した。 燃料費とプロフィット シェアーを除外すると、

CASM は、▲3%近く低下する。（メインライン コスト） 

 

 

REV 

million 

OPP 

million

NP 

million 

ASM 

billion

Yield 

cent 

L/F 

% 

現金* CASM Fuel 

cent ¢ガロン 同等物

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) 

5,879 

(-1.6%) 

467 

(476) 

317 

(291) 

42.6 

(-4.4%)

13.10 

(12.81)

83.6 

(82.6) 

11.14 

(10.88)

207.5 6.4bn 

(5.7) (209.5) 

5,427 

(+1.6%) 

248 

(115) 

81 

(-92) 

41.6 
(-2.5%)

13.28 

(12.85)

78.1 

(77.2) 

10.91 

(10.61)

184.2 

(189.0) 

5.9bn 

(4.8) 

17 

(-600) 

42.1 12.77 

(12.28)

78.8 

(77.9) 

10.92 5,397 185 5.2bn 187.6 

(202.1) (-1.1%)(+4.4%) (-380) (11.57) (4.3) 

A

A 

5,847 

(+6.6%) 

284 

(39) 

15 

(-153) 

215.8 44.5 12.80 81.7 11.02 5.5bn 

(-2.4%) (10.62)(11.96) (81.2) (187.6) (5.7) 
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上段→下段：3Q’07→2Q’07→1Q’07→4Q’06→3Q’06 

* = リジョナル運営を含む。 ** = この他に $1bn undrawn revolving credit facility 有り。 
□ 

 
 
（３） CO 航空 （10 月 18 日発表） 

 
 増益 +$4m（4.6 億円）により、利益 $241m（280 億円）を達成した。 収入は、

+9%増加し、$3.8bn（4,370 億円）を達成した。 
 9 月末迄に、プロフィット シェアリング引当金 $157m（180 億円）を積み

立てた。 
 国内線供給 +4.7%を上回る、国際線供給を拡大（ラ米 +1.1%、大西洋 +11.3%、

太平洋 +0.2%）した。 
 PRASM +6%、旅客イールドは +4.1%、L/F は 84.3%（前年 82.7%）を達成し

た。 
 CASM は +3.1%上昇した。 燃料費をコンスタントに置くと、CSAM は 

+3.3%増となる。 
 定時性達成インセンティブとして、社員に$12m を支払った。 

 

 

REV 

million 

OP P. 

million

Net P. 

million 

ASM 

billion

Yield* L/F* CASM Fuel* 

cent cent % ¢ガロン 

現金 

同等物

5,227 

(+10%) 

453 

(168) 

220 

(52) 

34.7 

(+3.1%)

13.63 

(13.29)

83.1 

(80.2) 

10.13 

(10.16)

221 

(225) 

3.0bn 

含 0.6bn

r.cash**

5,003 

(+6.5%) 

4,90 

(369) 

1,768 

(-2,205) 

32.1 

(+0.1%)

14.23 

(14.01)

82.8 

(79.7) 

10.41 

(10.23)

209 
3.7bn 

含 0.3bn
(214) 

r.cash 

4,144 

(+11.4%) 

155 

(-485) 

-130 

(-2,069) 

29.5 
(+0.4%)

13.75 

(13.0) 

77.1 10.03 

(11.12)

193 

(192) 

4.0bn 

含 1.1bn
(76.2) 

r.cash 

4,138 

(+5.3%) 

6 

(-675) 

-1,981 

(-1,238) 

30.2 
(-4.3%)

13.35 77.5 

(73.8) 

10.41 
3.5bn 

202 
含 0.9bn

(12.75) (11.48) (206) 
r.cash 

D

L 

4,659 

(+8.1%) 

168 

(-240) 

52 

(-1,130) 

33.6 13.35 80.2 10.15 3.9bn 219 

(-4.2%) (11.97) (79.2) (10.25) (182) (4.0) 
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 年金基金へ、$125m を積み立てた。 
 10 月 1 日から、EWR=Mumbai 線を開設した。 
 B737-500 型機×15 機を、ロシアのリース会社に売却する契約を締結した。 

航空機の引き渡しは、2007 年 11 月〜2008 年 12 月。 
 

上段→下段：3Q’07→2Q’07→1Q’07→4Q’06→3Q’06 

    * = unrestricted cash and short term investments 

□ 

 
 
（４）WN 航空 （10 月 18 日発表） 

 
 +$114m（135 億円）の増益により、利益 $162m（190 億円）を達成した。 収入

は、+10.5%増加して$2.5bn（2,900 億円）となった。 営業利益は、▲$10m 減益し

て、$251m（290 億円）を計上した。 
 前年度比較で注意を有する点は、次の通り。 

・ 昨年 8 月の LON テロ計画発覚によるセキュリティー強化が、2006 年 3Q 決算

の収入にネガティブに影響している。 
・ 費用には、早期退職者への特別退職一時金 $25m が含まれる。 従って、これ

を除去すれば、営業損益は、 $15m の増益となる。 
・ 昨年度の営業外費用には、SFAS 133 に基づくヘッジング活動に関する$183m の

unrealized “other loss”が含まれる。 

 

 

REV 

million 

OPP NP ASM Yield 

million million billion cent 

L/F 

% 

CASM

cent 

Fuel 

¢ガロン 

現金* 

同等物

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 

3,710 

(+5.8%) 

263 

(244) 

228 

(198) 

26.4 

(+6.1%)

12.78 

(12.59)

83.5 

(82.9) 

10.82 

(10.72)

207.8t 

(210.9t) 
3.18bn

3,179 

(+7.9%) 

64 22 

(-66) 

24.1 

(+4.7%)

12.55 

(12.06)

79.1 

(78.2) (11) 

10.56 

(10.35)

189.4t 

(190.4t) 
2.64bn

3.157 

(+11.0%) 

20 

(-94) 

-26 10.64 

(10.50)

200.6t 23.9 12.11 80.2 

(-43) (+6.0%) (11.77) (78.1) (207.3t) 
2.48bn

C

O 

3,518 192 237 25.7 12.34 82.7 10.52 221.5t 2.5bn 

(109) (61) (+8.6%) (11.70) (81.7) (9.93) (188.0t) (+17.2%) (2.5) 
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 PRASM は +2.1%、旅客イールドは▲0.8%、L/F は 76.6%（前年 74.7%）（3Q 最高

L/F）を達成した。 
 CASM は、+3.9%増加した。 燃料費を除いた単位コストは、+2.2%上昇した。 
 燃料ヘッジ プログラムで $189m（220 億円）を獲得した。 2007 年 4Q は 90%を

約 $51/B で、2008 年は 70%を約 $51/B で、2009 年は 55%を約 $51/B で、2010 年

は 25%を約 $63/B で、2011 年と 2012 年は 15%を約 $64/B と $63/B で夫々予約。 
 2007 年 4Q より供給増を抑制する。 そして、2008 年には、座席マイルの増加を、

前年比 +5%〜+6%に押さえ込む予定。 
 4Q には +9 機、2008 年には +29 機の B737-700 型機を導入する予定であるが、2008

年の導入機数の▲10 機の減機を計画する。 
 

上段→下段：3Q’07→2Q’07→1Q’07→4Q’06→3Q’06 

REV OPP  

million  million

NP 

million 

ASM 

billion

Yield 

cent 

L/F 

% 

CASM

cent 

Fuel 

¢ガロン 

現金* 

同等物

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*

2,583 

(+5.5%) 

328 

(402) 

278 

(333) 

24.9 

(+9.2%)

13.02 

(13.24)

76.1 

(78.0) 

9.03 

(8.95) 

161e 

(150e) 

2.11bn

(1.75) 

2,198 84 

(98) 

93 

* Included $1.1bn in fuel derivative collateral deposits. In addition, the company had a fully 
available unsecured revolving credit line of $600m. 

□ ■ 
 

以上は、各社のプレスリリース、wsj.com, 10/17-19、FT.com, 10/17/2007 から編集した。 
 

次頁に、4 社の 10 日間チャートを添付した。 19 日（金）は、ダウ工業株三十種平均

は▲$366 安となったので、メジャー4 社の株価も影響を受けている。 
 
 

(+8.9%) (61) 

23.6 

(+7.2%)

13.11 

(12.68)

68.0 

(69.2) 

8.93 

(8.70) 

159e 

(151e) 

1.93bn 

(1.75) 

W

N 

2,276 

(+14.5%) 

174 

(83) 

57 

(70) 

23.9 

(+10.0%)

13.04 

(12.59)

70.2 

(69.6) 

8.79 

(8.49) 

155e 1.76bn 

(2.53) (120e) 

2,342 261 48 23.7 12.71 74.7 9.94 156e 2.3bn 

(248) (210) (+8.8%) (11.68) (74.9) (8.68) (101e) (+17.7%) (2.99) 
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6. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通 & TD  
 
 

（１） ARC 9 月実績 
ARC の 9 月実績は、前年同月比 +3.38%増の $5.5bn（6,350 億円）となった。 １日当

たりの 1 店舗平均精算額は、$10.387 であった。 国内線販売額は、▲2%近く減少し、

$2.9bn（3,340 億円）、国際線は +6.32%の $2.5bn となった。（販売額には税及び手数料

は含まれない。） ARC 公認旅行社数は 18,564、サテライト航空券プリンターは 1,583
台、キャリア数は 161 社であった。(DTW, 10/12/2007) 

 
（２） プライスライン、掲載料徴収開始 
Priceline は、10 月 16 日、バーゲンハンター向け低価格間際販売とオンライン特別販売

オファーの、PriceBreaker サービスの強化を実施したと発表した。 この強化の中で、

Priceline は、サイトに掲載したバーゲンから、サプライヤーに対して、彼等のサイトに

直接リンクする事が出来る広告の掲載を可能にした。 今迄は、サプライヤーの全

PriceBreaker リスティングは、Priceline のトランザクション エンジン経由で販売されて

来たので無料であった。 今度、新たに掲載料金を徴収する広告を導入し、サプライヤ

ー サイトへのダイレクト リンクを可能にする。(DTW, 10/17/2007) 

 
（３） 米議会で、トラベル プロモーション法成立の可能性が強くなって来た 
下院と上院で審議されている、Travel Promotion Act の成立の可能性が強まって来た。 
下院案（H.R. 3232）と上院案（S. 1661）には、現在、夫々90 人と 20 人の議員が共同提

案者となっている。 3 週間前は、11 人と 15 人しか居なかった。 Travel Promotion Act 
of 2007 は、Visa Waiver Program の 27 参加国の入国者から、1 人当たり $10 を徴収し、

その資金をインバウンド旅客誘致促進に使用する事を可能にする。 商務省により構成

される官民組織により、民間からの資金と合わせて、ファンド（$100m〜$200m≒115
億円〜230 億円）の管理が行われる仕組み。 米国は、外客誘致キャンペーンの為の公

的予算を保有していない先進国の中で唯一の国。 米国のインバウンド旅行者のシェア

ーは、2000 年以来 17%低下している。（TIA 調べ）(DTW, 10/17/2007) 
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（４） トラベロシティー、短期ボランティアー募集 
Travelocity が、短期ボランティアー プログラム“bite-size”を立ち上げた。 最初の“bite 
size”プログラムは、NPO の Earthwatch Institute が組織する 1 日のボランティアー旅行

で、カリフォルニア州の Monterey Bay の哺乳動物（ラッコ、イルカ、ザトウ鯨）を観

察する研究者のヘルプ。 この短期ボランティアー オプションは、Travelocity の Travel 
for Good プログラムの一環で、1 年前に、炭酸ガス削減イニシャティブの Go Zero と、

Change Ambassadors ボランティアー休暇プログラムと共に立ち上げられた。 

Travelocity によると、ボランティアー休暇に対する人気の上昇が継続している。 2007
年の同社サイトの人気投票では、11%の人達が、旅先で、何らかのボランティアー活動

を欲している。 この数値は、2006 年の 6%よりも大幅に増加している。(DTW, 
10/15/2007) 

 
 
 

 空 運  
 
 

（１）米 FAA、乗り入れ航空会社に JFK 空港の便削減を要請 
米 FAA と航空会社は、10 月 23 日と 24 日に、JFK 空港に於ける慢性的な遅延を解消す

る為の会議を開催する事となった。 この会議は、先の、ブッシュ大統領による“航空

便の遅延対策に取り組む”と言う約束に基づいて開催される会議。 JFK 空港では、2006
年 3 月から 2007 年 8 月迄の間に、定期便便数が +41%も増加している。 その結果、1
時間以上の到着遅延便数は、2007 会計年度の 10 ヶ月間（10 月〜7 月）で、前年同期比 
倍以上増加している。 最新のデータである 7 月では、JFK 空港の定時到着率は 58.7%、

定時出発率は 53.3%に低下している。 そして、同様の状況が、JFK に加えて、LGW
や EWR の両空港に於いても続いている。 

このスケジュール調整会議に加えて、米運輸省は、先月、New York Area Aviation 
Rulemaking Committee を編成した。 この委員会は、ピーク時間帯の着陸料を値上げす

る等の遅延対策に取り組み、遅延削減の為の市場ベースのメカニズムとオプションを模

索する。 この会議の招集に当たって、運輸長官 Mary Peter は、「遅延を無くす為の市

場ベースのインセンティブを見つけ出す事を優先し、便削減規制の導入は 1 つのオプシ

ョン」と述べている。(DTW, 10/15/2007) 
 

（２）中国の銀行が、英国航空の機材更新資金を用立てる 
Sunday Telegraph が伝える事によると、The Industrial and Commerce Bank of China（ICBC）
の金融リーシング子会社は、BA の×36 機の機材購入資金の手当に対して負債金融（debt 
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finance）を提供する。 
 

このファイナンスは、BA が、先月末、A380 型機×12 機、B787 型機×24 機を発注した

と発表した 1 週間前に決定された。 この融資は、中国の銀行が手掛ける最初の航空機

ファイナンスとなる。 中国は、巨大な貿易黒字を抱え、継続して溜まって行く外貨の

融資先を求めている。 中国最大の貸し手である ICBC は、2006 年に香港証券取引所に、

同市場最大の $22bn（2 兆 5,500 億円）上場に成功している。 

BA が発注した機材の価格は、エンジンを含め、カタログ価格で $8.2bn（9,500 億円）

に上る。 BA は、 2011 年迄のこの為の資金  $1.5bn を手当てしたと言う。

(channelnewsasia.com, 10/15/2007) 
 

（３）カルテル違反罰金の使途 
貨物運賃と燃料サーチャージの談合で、BA と KE に、記録的なカルテル違反の罰金 
$500m（600 億円）以上が科せられた。 これ等の罰金は、英国と米国の国庫に入れら

れる。 米国では、米国の旅行者に対する賠償を求めて、航空会社に対する民間の団体

訴訟が持ち上がっている。 しかし、これ等のカルテルによる犠牲者は、英国や米国の

市民ばかりで無く全世界に及んでいる。 

米国に於いて賠償請求に勝訴した場合は、賠償金は米市民だけにしか支払われない。 

これは、損害を受けた一部しか対象とされておらず、不公平だという意見が上がってい

る。 しかし、被害を受けた個人全員を救済するのは実際的でない。 そこで、集めら

れた罰金は、開発途上国に於ける競争法の啓蒙活動に使われるべきだと言う意見が根強

く存在する。 7 月に GVA で開催された、国連の Trade and Development Intergovernmental
グループの競争法専門会議で、チェコ代表は、罰金を管理する基金 International 
Competition Trust Fund を設立して、開発途上国に於ける競争法の教育や研究や啓蒙活動

に使う事を提案した。 米国は、チェコ自らが範をたれるべきだと反発している。 米

国では、競争法違反関連の民間による団体訴訟の罰金は、しばしば、競争法の研究と教

育に使われている。 裁判所は、支払われた罰金のこれ等への流用を許可している。（こ

れを法律用語で cy pres と呼ぶ。）(FT.com, 10/15/2007) 

 
（４）中東 LCC 台頭 
世界の石油の 20%を供給する中東地域で、LCC 航空会社が台頭している。 
来月に Kang Pacific Airlines が飛び出すと、ペルシャ湾岸の LCC 社数は×6 社（今年に

入ってからは 3 社目）を数える事になる。 アラブ 6 ヶ国（UAE、サウジアラビア、ク

エート・カタール・バーレーン・オマーン）が集まる Gulf Cooperation Council 間の航空

旅客は、2006年に、前年を +12.8%上回る 1億 900万人に達している。 Air Arabia, Jazeera, 
Sama の LCC×3 社は、既に、域内の 6.1%の供給を提供している。 中東では鉄道路線
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網が存在しないため、都市間の交通手段はバスに依存している。 
例えば、サウジの首都リャドから同国第 2 の港 Dammam まではバスで 5 時間 60 rials
（2,000 円）かかるのに対して、Sama の航空便を利用すると、55 分 69 rials（2,300 円）

しか掛からない。 
 

中東 LCC 本社所在地 備 考 

Air Arabia Sharjah, U.A.E. 2003 年創立、中東初の LCC 且つ最大路線 LCC 
2007 年上半期 123 万人（+58%）輸送、収入 513m 
dirhams（165 億円） 

Jazeera Airways クエート 年内に第 2 基地 Dubai 開設、第 3 基地検討中 

Sama サウジ 創立後 2 年で、Saudi Arabian Airlines に次ぐサウジ 2
番目の航空会社となる。 

Saudi Arabian 
Public Transport 

サウジ 域内線に加えてレバノン・エジプト・パキスタン・

インド 

NAS Air Riyadh, サウジ 2007 年 2 月創立 

King Pacific Fujairah, U.A.E. 資本金$10m、DC-10×1 機、フィリピン・バングラ

ディッシュ・インド・スリランカに路線展開する 

RAK Airways U.A.E. 2007 年 6 月創立、インド・イラン線を計画したが、

現在、トルコ行きのチャーター便を運航 

(wsj.com, 10/15/2007) 
 
 

（５）AirAsia X、11 月 2 日にゴールド コースト線に就航 
・ AirAsia の姉妹会社である AirAsia X が、11 月 2 日に Gold Coast 線に就航する。 
・ KUL を基地に、豪州・中国の 4 時間〜8 時間の路線を、第一段階の路線開発のター

ゲットにしている。 将来計画として、インド・韓国・日本・中東への乗入れを計

画する。 米国路線は計画していない。 
・ 資本金の構成は、AirAsia の創立者兼 CEO Tony Fernandes が率いるグループが 60%、

Richard Branson の Virgin Group が 20%、AirAsia が 20%。 
・ AirAsia X のビジネス・モデルは： 

① 航空機稼働時間、日間 17 時間〜18 時間（FSA は 11 時間〜12 時間） 
② A330 型機客室仕様、2 クラス ハイデンシティー（プレミアム×28 席 Y クラス

×390=31 吋ピッチ）（通常の客室仕様よりも +100 席増席されている。 なお、

11月 2日からの使用機材は、リースしたA330型機×1機≒315席となる。）（A330

型機新造機/390 席のデリバリーは、2008 年 9 月となる。） 
③ サブ空港使用による着陸料低減と空港折返し時間短縮 
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④ 地方政府とのマーケティング インセンティブ パッケージ契約 
⑤ AirAsia との施設とワークフォースの共同使用 
⑥ AirAsia の 75 路線との接続による L/F 向上 
⑦ 機内広告、ホリデー休暇パッケージ、旅行保険、自社クレジット・カード、機

内携帯電話、機内 Wi-Fi アクセス等の周辺収入 20%を確保 
⑧ 受託手荷物、座席指定、機内食、機内エンタメ、コンフォート・キット（毛布・

枕・アイマスク）の有料化 
・ 業界オブザーバー達は、▲50%の低運賃（Gold Coast 片道は $87 から）でもって、

この本格的長距離 LCC が成功するか否か、に注目している。 
(DTW, 10/15/2007) 
 

（６）中国航空当局、中国航空会社の一層のコンソリデーションを否定 
General Administration of Civil Aviation of China 長官 Yang Yuanyuan は、少なくとも近い将

来は、中国メジャー航空会社間のコンソリデーションは無いだろうと語った。 中国政

府は、メジャー3 社体制を継続させる意思を有しているが、航空会社間の提携活動には

干渉するつもりは無いと、彼は語った。 中国では、2002 年に 10 社の国内航空会社が、

国際、南方、東方の 3 社に合併させられた。 国際航空は、最近、東方航空の買収意思

がある事を発表し、周囲驚かせたが、その直後に、この計画を中止した。 東方航空に

は、結局、当初の計画通り、SQ とその親会社の Temasek が 25%を出資する事となった。 

以来、中国では、メジャー航空会社の M&A が噂されていた。(wsj.com, 10/17/2007) 
 

（７）Eos が来年更に路線拡大 
大西洋線全席ビジネス・クラス航空会社 Eos が、来春 EWR=STN 毎日便、来秋 NYC=PAR
線を開設する。 同社は、現在、JFK=STN 線に週 22 便を運航している。 7 機目と 8
機目の B757 型機（48 席）の導入により、これ等の路線拡大が可能になる。 2005 年

末に営業を開始したこの非上場企業は、未だに利益を計上出来ていない。 最近、$50m
（55 億円）の増資に成功した。(wsj.com, 10/18/2007) 

 
（８）無人飛行機の恐怖 
2006 年 4 月 25 日に、無人パイロット飛行機 unmanned aerial vehicle（U.A.V.）の Predator
（10,000 ポンド≒4.6 屯）がアリゾナ州の Sierra Vista の Libby Army Field で墜落した。 
遠隔操縦をしていたパイロットは、誤ってエンジンを切ってしまったのを気が付かなか

った。 しかし、その前に、遠隔操縦システムのシステムが、フリーズしてしまい、操

縦困難に陥っていた事も指摘されている。 現在、100 機以上の U.A.V.が米国で利用さ

れている。 これ等の無人機は、軍の偵察、山火事救援、国境監視などに広く使われて

いる。 現在迄に、3 機の U.A.V.が墜落している。 U.A.V.機には、衝突回避装置や氷
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結防止装置の装備を義務づけられていない。 また、空中で、他の航空機の航行を識別

する事が出来ない。 米国家運輸安全委員会は、U.A.V.機の民間空域への乗入れを禁止

するべきだと言っている。 同委員会は、U.A.V.機への、厳格な安全規則適用が必要だ

と言っている。(nytimes.com, 10/17/2007) 
 

 
An unmanned Predator plane, operated from a computer 30 miles away, crashed near a home in Arizona in 2006. 

Investigators said its operator had unintentionally turned its engine off. 

 
 

（９）メキシカーナ航空、Citigroup に買収される 
Mexicana 航空が、Citigroup の子会社 Banamex が率いる買収団に $249m（290 億円）で

売却される事となった。 メキシコ政府は、Aeromexico の$200m による買収を、国内

線シェアーが大きくなり過ぎるとして承認しなかった。(DTW, 10/18/2007) 
 

（10）アジア LCC×3 社、資金手当を模索 
アジアの LCC×3 社が、今後の事業拡大の為の資金を充当する為に、投資家達と協議を

重ねている。 
 香港の OASIS は、5%〜10%の株式を Value Partners に $30m（35 億円）売却する事

で合意した。 
 AirAsia X は、事業開始資金 $125m（145 億円）を手当てする為に、20%の株式を
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プライベート エクイティー企業に売却する交渉を続けている。 
 インドの Wadia ファミリーは、所有している LCC Go Airlines の株式売却を検討し

ている。 
 インドネシアの最大の民間航空会社 Lion Air は、B737 型機×22 機を発注する交渉

を行っている。 規制緩和が実施されたインドネシアでは、航空需要が、1999 年

の 630 万人から、昨年には、3,400 万人に増加している。 
 幾つかのバジェット航空会社は、上場による資金手当を検討している。 

(FT.com, 10/18/2007) 
 

【関連記事】アジア格安航空株取得 オリックス、投資目的で 10% 
 オリックスが、マレーシアの大手格安航空エアー・アジア傘下で中長距離専門格安航

空会社、エアー・アジア X の株式 10%を取得する見通しとなった。 取得金額は 40 億

円になるとみられ、今月末にも基本合意する見通し。（日経、10 月 20 日 朝刊） 
 
 
 

 水 運  
 
 

（１）シンガポール PSA、非コンテナ事業売却 
世界第 2 位のコンテナ ターミナル オペレーターPSA（シ）が、非コンテナ事業のオフ

ショアー マリン アクティビティーズを、約 $500m（600 億円）で Pacific Carriers に売

却した。 シンガポール政府系投資企業 Temasek に保有されている PSA は、世界第１

位のシンガポール コンテナ港でターミナルを運営している他、欧州やアジアのコンテ

ナ港に進出し、過去 10 年間で、国際コンテナ ターミナル運営業者に脱皮した。 PSA
は、世界第１位のオペレーターHutchison Whampoa（香港）の子会社 HPH の株式 20%を

取得している。(FT.com, 10/18/2007) 
 

（２）コスタ クルーズ、3,000 人乗りの大型クルーズ船発注 
Costa Cruises（Carnival Corp の子会社）が、16 番目と 17 番目のクルーズ船を、イタリ

アの Marghera に在る Fincantieri 造船所に発注した。 このクルーズ船×2 艘は、114,200
屯 3,012 人乗りで、総建造費は $1.4bn（2 艘分）（1,650 億円）する。 2011 年と 2012
年に就航する。(DTW, 10/18/2007) 
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 陸運 & ロジスティックス  
 
 

（１）UPS CEO 辞任 
世界最大のパッケージ デリバリー企業 UPS の会長兼 CEO を 6 年間勤めた Mike Eskew
（58）が辞任する。 後任は Scott Davis CFO（55）。 Eskew は、宿命的ライバル会社

の FedEx からのシェアー挽回を試みたが、余り功を奏さず、株価は、CEO 在任期間で、

FedEx の倍増に対し、+40%しか上昇しなかった。(FT.com, 10/15/2007) 
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 ホテル & リゾート  
 
 

（１）日本のラブ ホテル チェーン、英国の二部株式市場で 1 億ポンド調達 
10 月 15 日、Japan Leisure Hotels は、ロンドンの Aim 市場で、1 億ボンド（240 億円）

を調達する計画を有している事を発表した。 日本では、カップルに、ショート ステ

ーを提供するホテルが 25,000 軒存在する。 日本成人の 2%が、毎日ラブホテルを訪れ

ている。 この業界は、英国のホテル業界収入よりも多い、推定年間収入 £17.5bn（4
兆 2,000 億円）を上げている。 しかし、経済危機により、多くのホテルが売りに出さ

れている。 JLH は、これ等のラブホテルを、競争力ある価格で買収する事を計画して

いる。 そして、ホテル（ショート ステー）事業収入と、不動産価値の値上がりの 2
重の投資チャンスを、外国投資家達に売り込んでいる。(FT.com, 10/15/2007) 
 

（２）ディズニー、カルフォルニア アドベンチャー パークを改修 
Walt Disney Co.は、California Adventure パーク（55 エーカー）を $1bn（1,150 億円）か

けて改修する。 同パークは、2001 年 2 月に$1bn を掛けて建設したが、それ以来、Twilight 
Zone Tower of Terror やファミリー・ライドやショーに $100m（115 億円）以上を費やし

ている。 向こう 5 年間で、更に多くのアトラクションとパーク全体をアップツーデー

トし、新たなショップとレストランを展開する。 $1bn の投資により、1 日限りの入園

では無くて、より長期に滞在してくれるバケーション目的地としての Disneyland Resort 
in California の完成を目指す。 500 エーカーの Disneyland Resort in Anaheim は、

Disneyland と California Adventure テェーマパーク以外にも、Disney Grand Hotel & Spa（先

月、250 室増室）とその他の 2 つのホテルと、小売・ダイニング・エンターテイメント 
コンプレックスの Downtown Disney District を備えている。(DTW, 10/18/2007) 
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 その他  
 
 

（１） 運輸ダウ平均、ダウ平均の行き先を暗示しているのか？ 
 
 

予てより、運輸ダウ平均が、ダウ工業平均株価の先触れを示し

ていると言われ続けて来た。 つまり、工業が不振に陥れば、

原料や製品の輸送が減少し、従って、運輸業界の株価が低下す

ると言う訳だ。 

最近、運輸ダウ平均とダウ工業平均株価の差が拡大しつつある。 

運輸株が示している通り、株価は先行き値を下げるのだろう

か？ それとも、強力な世界経済が、米景気の不透明さを相殺

してしまうのだろうか？(wsj.com, 10/15/2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 
 

AF と DL が、共同して LHR 発の米国線に進出する。 米国と欧州連合間の大西洋線が、

来年 3 月末から Open Skies となるから、フランスの航空会社が、ロンドンから第三国に

空路を開設する事が出来る様になった訳だ。 
 
 

しかし、それ以外にも（それ以上に）、この提携を可能にした重要なファクターが存在
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する。 
 

それは、欧州高速鉄道 Eurostar のケントとロンドン間の高速運転開始だ。（11 月 14 日か

ら LON=PAR 間の所要時間が、▲20 分短縮して 2 時間 15 分になる。） 
 

話は、こういう事だ。 
① LON=PAR 間の Eurostar の高速運転が開始されると、ますます鉄道の競争力が強くな

り、航空から鉄道への旅客転移が進むだろう。（今年 1 月〜6 月の Eurostar の売上は、

+14%増加している。） 
② そうなると、LON=PAR 間の如くの高速鉄道と競合する短距離航空便は、ゆくゆく

は鉄道に駆逐されてしまうだろう。 
③ だから、AF は、来年 3 月から、この路線の便数を▲40%カットして、余裕が生じた

LHR 空港の発着スロットを、大西洋線へ転用する事を決定した訳だ。 
 
 

如何に Open Skies が出来ても、肝心の LHR 空港のスロットが取得出来なければ、自由

化の意味は半減（或はそれ以上減少）してしまう。 何しろ、英国は、欧米間旅客需要

の 40%のシェアーを有しているのだから、LHR のスロットは航空会社にとって金の卵

となっている。（LHR スロットは、グレー市場で、1 ペアー数億円で取引されていると

言われている。） 
 
 

Ryanair や easyJet などの欧州 LCC が、域内短距離路線から FSA（full service airlines）を

駆逐していると思ったら、（欧州航空市場では、LCC が、既に 40%近い旅客シェアーを

誇っている）、今度は、その LCC が、高速鉄道によって駆逐されてしまう。 
困った LCC は、今度は、短距離線から長距離国際線に進出する事になるのだろうか。 
事実、Ryanair は、大西洋線進出を計画し、Aer Lingus の買収を試みている。（昨年末の

敵対的買収は成功しなかったが、 Ryanair は、依然として Aer Lingus 株を 30%近く保有

し続けている。） 
MAXjet（米）、Eos（米）、Silverjet（加）、L’Avion（仏）などの全席ビジネスの LCC が

大西洋線に登場している。 アジアでは Oasis（香港）、Jetstar（豪）、AirAsia X（マ）

が存在する。 米国では、Spirit がラ米線とカリブ線に参入している。 Southwest は、

2010 年頃に、国際線進出を考えている様だ。 要すれば、短距離線専門であった筈だ

と思っていた LCC モデルが、長距離線にも適用され始めている。 
 

欧州 LCC は、自社仕立てのフライ＆ホテルのショート・パッケージにより、ツアオペ
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レーターをこの市場から追い出してしまった。（この煽りを受けて、欧州 4 大ツアオペ

が、Tomas Cook と Tui Travel の 2 社に統合されてしまった。 ツアオペが所有するチャ

ーター航空会社も不振に陥っているという。 Thomas Cook が LH と共同所有している

Condor も、欧州 LCC 第 3 位の Air Berlin に買収される様だ。） 

鉄道が LCC を駆逐するとなれば、今度は、フライ＆ホテルが、レール＆ホテルのパッ

ケージとなるのだろうか。 
 
 

こんな事を考えていると、世界の大手航空会社は、アライアンスの域を超えて、コンソ

リデーションに進んで行く様な気がしてならない。 間もなくスーパー キャリアが出

現するのではなかろうか・・・。 
 
 

旅客輸送や旅行の世界で、まるで、食物連鎖が進行している・・・。 （H.U.） 
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