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1. （株）航空経営研究所 ホームページ刷新 

 

（株）航空経営研究所のホームページが刷新された。 
このサイトは、内外の航空関連ニュースの速報と、アナリストの調査研究報告を掲載す

る。 以下は、同研究所社長の赤井氏の挨拶。 
 

 
ホームページ 更新のご案内 

 

陽春の候、皆さまにおかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 

航空会社を退職した仲間が、30 年以上培った専門性を航空事業のために活かしたい

と、専門シンクタンクを目指して昨年立ち上げました私ども㈱航空経営研究所も、地

道な活動を続けてまいりました結果基盤も徐々に整い、この度ホームページを更新し

て当研究所の活動を今まで以上にアピールできる段階となりました。 

 

メンバーも 9 人の主席研究員を中心に 13 名になり、夫々が自分の経験・個性を活か

して、研究・分析等の結果を記事や講義等の形にまとめ、また航空に係る様々な講座

を構築して、皆さまのニーズにお応えしてまいりたいと思っております。 

 

新しいホームページでは、そのような私どもの活動をタイムリーにご紹介するとと

もに、航空事業の研究分析に有用な情報やツール・ノウハウも提供してまいりますの

で、是非時々ご一瞥頂き、ご利用賜れればこの上ない幸せと存じます。 

（URL）http://www.aviatn.com/

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

皆さま方のますますのご繁栄とご発展をお祈り致します。 

 
平成 20 年 4 月吉日 
株式会社 航空経営研究所 

代表取締役研究所長 赤井 奉久 

研究員一同 
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Daily Travel Weekly, 4/8/2008 

2. Priceline’s 10-year trek to Net profits 

 プライスライン 過去 5 年間連続利益計上の秘密 

 

Priceline が過去 5 年間の連続利益を計上に成功している。 この 近の力強い成長は、

欧州とアジアにおいて急成長しているオンライン ホテル予約が支えている。 同社の

グループのグロス販売額は 2003 年の $1bn（1,000 億円）から 2007 年には $5bn（5,000
億円）近くに拡大し、その内の半分以上が米国以外の市場での売上げとなっている。 そ

して 2007 年には、前期比 99%増益の $157m（157 億円）の純益を計上した。 株価は、

2000 年のインターネット バブル崩壊とそれに続く 9-11 同時テロ以来ズーッと堅調な

値上がりを見せ、過去1年間で30%以上も上昇した1株 $120を上回る値を付けている。 
 

何が Priceline をそうさせているのだろう。 以下の理由が浮かび上がって来る。 
・ 質実剛健、堅実な経営。 
・ スタートレックのウイリアム シャートナー（カーク船長）を 10 年来宣伝に使用。 
・ Booking.com, Activehotels.com 買収による欧州オンライン  ホテル販売に成功。 

Priceline は、欧州で 16 カ国語によるサイト運営を実施している。 
・ ホテルチェーンが市場を支配している米国とは異なり、欧州では独立系ホテルが多

くオンライン ホテル旅行社によるホテル仲介予約の人気が極めて高い。 これに加

えて、LCC による安価な航空運賃がホテル需要を押し上げている。 即ち、それが、

オンライン ホテル旅行社のトラフィックを上昇させている。（欧州の人々は、米国人

に比べて年間倍近くの旅行を実施する。） 

・ ホテル予約企業 Agoda.com 買収によるアジア市場での急速な成長の達成。（Priceline
は、マージンの高いホテル販売の比重が高い。 これに反して Orbitz は、マージンが

低い航空券販売の比率が高い。） 
・ フライト&レンタカー パッケージ販売。 
・ 航空、ホテル、レンタカーの 適購入価格情報を提供する“Inside Track”の開発。 
・ “name-your-price”入札システムに対する 適入札価格情報の提供。（name-your-price
システムは、米国のみで展開されている。） 

・ ホテル客室料金の時系列の変動を追跡する“My Deals”の開発。 
・ 予約手数料の廃止。 ライバルの Expedia や Orbitz は、依然として予約手数料（1

予約平均 $5）を徴収しているので、Priceline 経由の購入の価格競争力が向上。 
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過去 1 年間株価推移

Red ライン=Expedia
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3. オアシス航空（香港）倒産の教訓 

 
Oasis Hong Kong Airlines が倒産し、4 月 9 日に運航を停止

した。 Oasis は、2006 年 10 月に、B747-400 型機×2 機を

リースし香港＝LON 線に就航した長距離 LCC のパイオニ

アの 1 社で、創立以来僅か 18 ヶ月で倒産に追い込まれた。 

現在は、B747-400 型機×4 機により香港＝LON 毎日便と香

港＝YVR 週 6 便を運航していた。 
 

燃油費高騰（Oasis の場合、営業開始時点より燃油費が 80%以上も上昇）に耐え切れな

い弱小のバジェット航空会社の倒産が相次いでいる。 米国では、昨年 12 月に大西洋

全席ビジネスクラス航空会社の Maxjet Airways が倒産した。 そして 3 月 31 日以降で

は、60 年間ハワイ離島間便を運営して来た Aloha や、LCC の ATA や Skybus の倒産が

連続している。 
 

Oasis の倒産は、以下の理由によると言われている。 
・ Oasis の長距離 LCC モデルは、実際には低運賃長距離会社のそれであって低コスト 
モデルが実現されていなかった。 CX のコスト構造と大差がない。 

・ 使用機材は燃費性能が悪い B747-400 型機で、客室スペースの 1/4 近くはビジネスク

ラス（ホットミールを提供）スペースに割り当てている。 使用機材の客室仕様が、

LCC モデル用となっていない。 
・ ローコストが実現されていないにも拘らず、運賃はビジネスクラスを競合他社の 1/3

で販売した。 香港→LON 片道は、HK$1,000（13 万円）。 
・ 脆弱な資本。 創立時に、香港の投資家 Reverend and Raymond Lee 夫妻（50%以上

株主）を始めとする投資家から$100m の資金を集め、昨年 11 月には Value Partners が
運営するプライベート エクイティー ファンドより $30m を調達したが、それ以上の

資金調達に失敗した。 

市場のブランド認知と法人需要市場へのアクセスが弱かった。 オンライン販売による

流通経費の削減も実現出来なかった。 
 

Wall Street Journal 紙は、Oasis の倒産はその他の長距離 LCC には影響を及ぼさないだろ

うと次のように書いている。 
・ Jetstar（豪）は、親会社の QF がバックに付いている。 QF 国内線からの乗り継ぎ

旅客の獲得、QF との共同運航などの手厚い支援により、2004 年の運航開始以来連続

利益を計上している。 
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・ 間もなく運航を開始する AirAsia X Sdn. Bhd.（マ）は、燃費性能の良い A330-300 型

機×25 機を発注している。 そして、通常の客室仕様よりも少なくとも 18%増席し

た座性配置を計画している。 LCC 長距離モデルが成功する為には、客室はハイデ

ンシティー、機材は高稼働でなければならない。 

・ Viva Macau は、中国で唯一賭博が許されているマカオ市場発着の路線を B767 型機

×2 機で運営している。 同社の 長路線（飛行時間 9 時間）は Macao=SYD となる

だろう。 マカオの 大カジノ 2 軒を運営する Las Vegas Sands Corp.と共同でパッケ

ージツアーを販売している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oasis Hong Kong Airlines went into liquidation Wednesday and canceled all flights. The chief executive officer, 

Stephen Miller, right, says the budget carrier still hopes to find an investor to buy its operations. 
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このレポートは、以下の記事より編集した。 
channelnewsasia.com, 4/9/2008  Hong Kong budget airline Oasis in liquidation 
waj.com, 4/10/2008   Budget Airline’s Collapse Carriers Lessons 
FT.com, 4/9/2008   Low-cost pioneer Oasis collapse 
FT.com, 4/9/2008   Tide goes out for world’s airline 
Nytimes.com, 4/10/2008  A Fourth Budget Carrier Halts Operations 

■ 
 
 

4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  
 

（１）トラベルポート、G2 スイッチワーク テクノロジ—購入 
Travelport が、G2 SwitchWorks の G2 Web サービスの中核であるポイントオブセール ア
プリケーション Kestrel（現在開発中）を含む幾つかのソフトウエアー開発ツールを購入

した。 Travelport は、このテクノロジ—を、Worldspan と Galileo を利用している旅行社

用の新たなデスクトップ ソリューションの開発の為に使用する。 Kestrel は、マルチ

GDS との親和性に優れ、Travelport はこのアプリケーションを使う事によって、

Worldspan あるいは Galileo のユーザーに対するインプット フォーマット変更を回避す

る。(DTW, 4/4/2008) 
 

（２）全米旅行者業界所属会員の 75%が黒字復帰（2006 年） 
ASTA の Financial Benchmarking Report は、75%の ASTA 会員旅行社が 2006 年に黒字を

計上し、2007 年と 2008 年も連続して利益を計上出来ると報告している。 2006 年の売

上利益率は 7.1%で、 大の費用は人件費と事務所費用となっている。 営業費用に対

する人件費（旅行社当たり平均 9.8 人採用）は平均 49.6%。（旅行社のロケーションによ

って 41.5%〜59%の乖離が存在する。） 73.6%がレジャー旅客販売旅行社。 この調査

は、ASTA 会員 491 社を対象に 2007 年 5 月に実施された。(DTW, 4/4/2008) 
 

（３）ARC レイオフ開始 
航空旅行市場環境の急変に対応して、ARC が従業員の 4%をレイオフした。 自然減耗

の補充中止により、実際のレイオフ人数は▲20 人以下に抑えられる。 ARC は、現在

料金値上げを提案中であるが、旅行社の猛烈な反対に遭遇している。(DTW, 4/7/2008) 
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（４）トーマスクック、豪華旅行会社を買収 
格安パッケージで有名な Thomas Cook が、アップマーケット市場展開の為に豪華旅行会

社の Elegant Resorts を凡そ £30m（60 億円）で買収した。 Elegant は、20 年前に設立

された旅行社（総資産£22.3m、昨年の年商£65m）で、昨年 2 万人の富裕旅客（1 予約当

たり平均 £10,000≒200 万円以上を消費）を取扱った実績を有している。 Elegant は、

現在宇宙旅行の Virgin Galactic を宣伝している他、カリブやインド洋向けの豪華ツアー

を販売している。 これは、2 月の Hotel4U 買収（£21.9m）以来の過去 3 ヶ月間におけ

る Thomas Cook の 4 社目の買収となる。 Landbanki のアナリストは、Thomas Cook に

は、ハイエンド過ぎて相応しい買収であったのかと、この買収に疑問を呈している。

(FT.com, 4/7/2008) 

 

（５）米オンライン販売成長継続 
米国のオンライン小売販売が今後 5 年間で約 50%増加して $300bn（30 兆円）に達する

と予測されている。 この予測はオンライン小売業者の全米協会である Shop.org が委嘱

した Forrester Research の調査。 旅行を除いた小売販売額は、昨年 17%増加して $175bn
（17 兆 5,000 億円）に達し全小売販売額の 6%を構成した。 今年のオンライン販売額

は、全般的な消費の減少が予想されている中で、16%増加して $204bn（20 兆 4,000 億

円）に達し、全小売販売額の 7%になると予測されている。 オンライン小売販売の堅

調な伸びは、景気後退に伴う格安商品購入の為の Web 利用拡大と、景気動向に左右さ

れないオンライン購入需要の 2 つによると分析されている。 

主要な調査結果は次の通り： 
・ 2007 年の 大オンライン購入品目は衣服の $22.7bn（2 兆 2,700 億円）、第 2 位はコ

ンピューター機器の $20.7bn（2 兆 700 億円）。  
・ オンライン小売業者の 90%が検索エンジン連動型広告を購入し、92%が e-メールを

利用している。 
・ 小売業者は、平均 32,000 の検索条件を管理し、77 回の e-メールを顧客に配信してい

る。 検索に $1.9m、e-メールに $300,000 を支出している。 
・ 検索結果による新規顧客獲得毎に平均 $8.60 を支出し、$110 の商品の販売に成功し

ている。（回答者 20 社） 一方、e-メールによる販売促進策では、新規顧客獲得毎に

平均 $6.85 を支出し、$120 の商品の販売に成功している。（回答者 33 社）(FT.com, 
4/8/2008) 

 

（６）カナダ、YVR の旅行社の IATA ライセンス復活を命令 
カナダ旅行社のコミッショナーは、YVR の旅行社の IATA ライセンスを復活した。 こ

の旅行社は BNW Travel Management 社で、米国の YTB（カードミル企業と批判されて

いる）と同様 IATA のライセンス剥奪で係争していた。 
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IATA は、BNW が、IATA の数値コードの第三者への貸与、サブ契約、賃借を禁止して

いる規則に違反したとして、IATA 数値コードを剥奪していた。 カナダでは IATA BSP
システムにより運営されているため、IATA 数値コード無しには航空券の発券ができな

くなる。（米国では ARC により運営されているため、IATA 数値コードを無くしても、

YTB のように発券を継続する事ができる。） 

しかしカナダのコミッショナーは、IATA の許可無しに IATA の名前やロゴや数値コード

を名刺等に表示する事を禁じた。(DTW, 4/9/2008) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）アメリカン航空、緊急整備再点検で▲1.500 便欠航 
米航空会社の緊急整備再点検による、機材の一時運航停止（駐機）が続いている。 

Southwest 航空の整備漏れ（昨年 3 月に Southwest は、期限内の胴体ひび割れ検査を怠っ

た 46 機の B737 型機を継続して運航させていた）の発覚がきっかけとなり、FAA は、

耐空性改善指令が全米の 118 航空会社でキチンと遵守されているかの検査に乗り出し

た。 AA, DL, US, WN では航空機の緊急再点検が必要となり、一時航空機を駐機させ

た。 このために多くの欠航便が発生した。 

AA では、着陸装置格納庫内の配線が FAA の指示通りに改修されているかの緊急再点検

が必要になった為に、保有している MD-80 型機×300 機を一時ラインから引き抜き駐

機させた。 AA は、先月も同様の理由で点検を実施しているので、今回の検査は 2 度

目となる。 この為に 4 月 8 日に▲460 便、4 月 9 日に▲1,094 便（全便数 2,300 便のお

よそ半分）が欠航し、10 万人以上の旅客に影響が発生した。 4 月 10 日にも▲900 便

の欠航が予定されている。 AA は、収入逸失（払戻）は勿論の事、宿泊が必要となっ

た旅客に対しては $500 バウチャーを提供している。 AA の損害は、莫大となるだろ

う。 

Alaska 航空も、同型機×9 機を整備点検の為に駐機させた。 先月 MD-88 型機と MD-90
型機を一時緊急駐機させた DL は、凡そ▲20 数便の欠航に止々まった。 
議会は、FAA の航空会社安全性監視体制の抜本的改善を益々強く求めている。 
FAA は、3 月 30 日から 6 月 30 日までの間の第 2 波の航空会社整備監査を開始した。 そ

して、地方整備検査局の局長が更迭された。 FAA 内部のこの問題に関係する人事異

動が更に続くだろう。 これ等の一連の問題は、ペンディングとなっている FAA 長官

人事（現在の候補者である Robert Sturgell の議会承認）をより困難とするだろう。 

航空会社の幹部は、匿名を条件に「行き過ぎたアクション（騒ぎ過ぎ）は、却って問題

を大きくしてしまう」との懸念を表明している。 
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下院のインフラと運輸委員会の公聴会に続いて、上院でも同様の公聴会が 4 月 10 日に

開催される。(wsj.com, 4/9-10/2008) (nytimes.com, 4/10/2008) (FT.com, 4/9/2008) 
 

AA は、4 月 12 日、3 機を除く 300 機の MD-80 型機のライン復帰の FAA 承認を取り付

けた。（既に 4 月 8 日には 226 機が復帰している。） そして同日午後から、ノーマル ス
ケジュールへ復帰する。 4 月 8 日から始まった欠航は、全部で 3,300 便近くに上り、

およそ $30m（30 億円）（S&P 推定）の損失を AA にもたらした。(nytimes.com, 4/12/2008) 
 

 
 

 

Passengers waited in lines at an American Airlines ticket counter at O'Hare International Airport in Chicago on 

Wednesday. 
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Passengers wait in line at O'Hare International Airport in Chicago Wednesday after American Airlines announced that 

it had canceled more than 1,000 flights amid re-inspections of wiring on MD-80 aircraft. 

 

 

A woman waited at La Guardia Airport in New York City on Wednesday to rebook after flight cancellations by 

American Airlines. 

 

 

（２）DL+NW 合併協議 
DL+NW 合併が来週にも発表される可能性が出て来た。 両社は、合併の前提条件とし

ていた合併合意前のパイロットの単独シニオリティー・リスト作成を断念して、合意形

成を急ぐ事で 終調整に入った。（両社のパイロット組合が単一リスト合意に失敗。） 

この背景には、残り僅かとなった共和党ブッシュ政権下での当局の合併認可を取り付け

る思惑が隠されている。 DL は、同社のパイロット組合に対して、少なくとも合併後
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の初期段階では、別個に DL パイロットを優遇して取扱う条件を提示している模様。 

DL は、より良い条件との引き換えに、労働協定に存在する合併に関する柔軟性を損ね

る文言の排除を組合に要求している。 一方、NW のパイロット組合は、合併後暫くの

間は現行労働協定の維持に同意している。（NW のパイロットとの労働協定には、合併

を規制する文言は存在しない。） 両社のパイロット組合の合併後の取扱が異なる事に

なるが、NW のパイロット組合は、DL パイロット待遇よりもレベルが低い条件に敢え

て合意して、合併後の単一シニオリティー・リスト作成の交渉で有利なポジションの確

保を狙っていると言われている。 

近の経営環境の急速な悪化が、両社をパイロット組合の

事前合意なしでの合併に走らせている。 2 月に基本的に

合意された合併計画も、その後の環境変化に対応して若干

の手直しを迫られるだろう。(FT.com, 4/6/2008) (wsj.com, 
4/9/2008) 

 

Delta Air Lines and Northwest Airlines have revived their 

talks to merge, people familiar with the matter said. The US 

carriers had inched close to an agreement in February but 

negotiations stalled 

 
 
 

（３）飛行中のエンジン停止の原因究明 
2006 年に上海空港にアプローチ中の Qatar 航空 A330 型機の 2 発のエンジンが同時に突

然停止した。 近まで、A330 型機の如くの双発大型機の飛行中の 2 機同時エンジン

停止はあり得ない事と考えられて来た。 Qatar 機は、エンジンの再スタートに成功し

て無事に着陸する事ができたが、この事故は航空業界に大きな警鐘を鳴らした。 

近代ジェットエンジンでは、エンジン内部に氷が付着する等考えられないとされて来た。  
しかし、航空会社、政府の安全担当当局、気候科学者達が共同して調査した結果、大型

の嵐の近くの高高度では、湿気が極小の氷の結晶となりそれがエンジン内部に凝結し氷

塊となる事が分かって来た。 この氷塊が、エンジンブレードを破損したり溶解して水

となって点火装置を濡らしてしまったりする。 飛行中の 2 機エンジン同時停止の発生

率は、10 億回に 1 回の確率と推定されていた。 しかし 2002 年からは、2 発エンジン

同時停止（flameouts と呼ばれている）が少なくとも 14 回発生している。 1 発エンジ

ン停止は、100 回以上も発生している。 

早速 FAA は、B747 型機を含む世界の凡そ 1,200 機の広胴機に適用する新たな規則を導

入した。 この規則によりこれ等の航空機のパイロットは、下降中におけるエンジン氷
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結防止装置の頻繁な使用を義務づけられる事となった。(wsj.com, 4/7/2008) 
 

 
 
 

（４）コンチネンタル航空、2 個目の受託手荷物に $25 徴収 
CO航空が、UA, US, DL, NWにマッチングして、2個目の受託手荷物に $25を徴収する。 

FFP エリート会員と Continental Airlines Presidential Plus クレジット保有者、および Y ノ

ーマルとプレミアム運賃支払旅客はこの料金の対象外となる。(DTW, 4/7/2008) 
 

（５）中国、台湾＝中国直行便の鍵を握る 
台湾は、年 4 回の休暇シーズンの特別チャーター便の運営を除いて、今まで台中間の直

航定期空路の開設を拒んで来た。 そのため、訪中する毎年 400 万以上の台湾の人々は

香港経由を強いられている。 CI と Evergreen の航空会社 EVA は、中国の航空貨物市

場への参入を阻まれている。 

台湾総統に選出された馬英久は、7 月までに週末チャーター便の導入、年末までに直航

毎日便の開設、来年からフル スケジュール便の運航開始を約束している。 CI は 2007
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年に記録的な▲T$2.52bn（83 億円）の欠損を計上し、EVA も 4 月に終了する年度で欠

損を計上すると予想されている。 台中直航定期空路の開設は、燃料高騰を完全に相殺

する程の力は無いが、少なくとも両社の収支向上に貢献するだろう。 
直航空路による台北＝上海間は 1 時間一寸となり、現行の香港経由の 6 時間が大幅に短

縮される。 航空運賃も大幅に値下がりする筈なので、台中間需要は飛躍的に増加する

だろう。 馬英久は、中国からの訪台需要を 7 月からは 1 日 1,000 人に、2012 年には

10,000 人に拡大すると約束している。 

台中間直航定期空路の開設は、台湾の航空会社にとっては、旅客便よりも貨物便の方が

ズーッと大きな経済効果をもたらすだろう。 空路開設により、航空貨物の流れは劇的

に変化するだろう。 台湾の航空会社は、台中間で往復 50 万屯、台米間で 25 万屯の新

たな航空貨物需要を獲得する潜在力を有している。 しかし中国は、世界の航空貨物

10 傑に入る CI と EVA の中国市場への参入により、自国の貨物専用航空会社の育成が

妨げられる事を怖れている。 従って、貨物専用便の自由化はゆっくりとしたテンポと

なるだろう。（台中間貨物便は、現在週 1 便のチャーター便運営に制限されている。）

(FT.com, 4/7/20089) 

 

（６）運航停止航空会社の旅客 早保護されず 
運航を停止に追いやられた航空会社の航空券を保持する旅客の救済を、他の航空会社に

義務づける連邦法は 2006 年 11 月に失効している。 連邦法は、片道 $50 の手数料で

運航停止航空会社が発行した航空券の受付と、運航停止後 60 日間の $50 スタンバイ料

金の提供を、他の航空会社に義務づけていた。 運輸省は、法律失効後もこの法が求め

ている内容の任意の履行を奨励して来たが、燃油高騰に喘ぐ航空会社には 早その余力

が無くなっている。 大手 2社を含む幾つかの航空会社は、先週運航を停止したAloha, 
ATA, Skybus, Skyway の航空券の受付を拒否し、その代りに或る程度割引した航空券（或

はスタンバイ航空券）の新規購入を求めている。 クレジットカードで航空券を購入し

ている旅客は、Fare Credit Billing Act により保護されている。 購入した航空券が使え

なくなった場合は、60 日以内に請求すればクレジットカード会社は料金を払い戻さな

ければならない。 クレジットカード会社は、問題がある航空会社にキャッシュ リザ

ーブを要求し、予め払戻用の資金手当を準備しているのだ。 旅客は、今まで以上に航

空会社選定に慎重にならざるを得なくなっている。(wsj.com, 48/2008) 
 

（７）EADS インサイダー取引関連資料一部リーク 
仏オンライン ニュース サービスの Mediapost が、EADS インサイダー取引に関する仏

株式監視当局 ADF の資料を入手した。 これによると、EADS の幹部と中核大株主は、

2005 年 6 月に子会社エアバスの中長期的な採算性低下を予知していた。 それにも拘

らず、2006 年決算の増益基調を発表していた事は、投資家達を騙した事になると厳し
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く指摘している。 そして EADS の現職及び元幹部 17 名が、A350 型機の再設計と A380
型機の大幅デリバリー遅延を知りながら 2006年 3月にストック オプションを行使して

E20m（36 億円）を得た事はインサイダー取引に相当すると指弾している。 

 
 
 
The French stock market regulator says top executives and core shareholders of 

EADS were aware as early as June 2005 of problems at Airbus and should not have 

used the information to sell shares 

 
 

 

17 名には Tom Enders (Airbus head), John Leahy (トップ セールスマン), Fabrice Bregier 
(Airbus No.2), Noel Forgeard (元 CEO), Stefan Zoller (EADS 軍用機部門 head)が名を連ねて

いる。 資料は、中核大株主の Daimler（独）と Largardere（仏）の 2 社が、エアバスの

社内情報を知りながら 2006 年 4 月にそれぞれ 7.5%の EADS 株を売却していると指摘し

ている。 この 18 ページの資料は、4 月 1 日に ADF から仏検察に送付された 94 ペー

ジの資料のサマリー。(FT.com, 4/8/2008) (nytimes.com, 4/9/2008) 
 
Executives named in the French regulator’s report included, from 

left, Thomas O. Enders, now the head of Airbus; his 

second-in-command, Fabrice Brégier; and John Leahy, Airbus sales 

chief. 

 
 

 
Ralph Crosby, left, EADS North America chief, was named. Noël Forgeard 

was said to have gained 4.3 million euros from options. 

 
 

 

（８）欧州連合、機内携帯電話使用を解禁 
欧州連合通信委員会は、4 月 7 日域内の航空会社に対して機内携帯電話の使用を許可し

た。 航空機に搭乗した旅客は、離発着時を除く 3,000m 上空で衛星経由の機内携帯電

話の使用が可能になる。 料金は、契約したプロバイダー経由で国際ローミング料並み

となる模様。 既に AF/KLM が昨年 12 月より A318 型機×1 機によりテキスト メッセ
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ージと e-メールの送受信のテストを実施している。 同社は、先週より 6 ヶ月間の音声

通話のテストを開始した。 中には機内における音声通話を嫌がる旅客も多く、音声通

話サービスを全面的に導入するかどうかは未だ決定されていない。 AF/KLM が採用し

ているシステムは OnAir（エアバスと Sita の合弁企業）で、ライバル社には AeroMobile
（Arinc と Telenor の合弁）が存在する。 BMI, TAP もテストを開始するほか、間もな

く Ryanair が保有するフィリート全機で大規模な携帯電話サービスを開始する初めての

航空会社となるだろう。(FT.com, 4/8/2008) 

 
（９）ジェットエアー（印）全日空とコードシェアー協定 
インド 大の民間航空会社 Jet Airways が、4 月 7 日、来月 21 日より全日空とコードシ

ェアー協定を締結し、FFP プログラムをリンクさせると発表した。 Jet は、全日空の

NRT=Mumbai 全席ビジネスクラス便に自社便名を加える。 (channelnewsasia.com, 
4/8/2008) 

Jet Airways の創立者であり会長の Naresh Goyal（Jet の株式 80%保有）が、5%〜10%の

持ち株を売却する。 Jet は、株式市場の安定化まで、12 月以来検討している $400m の

増資（right issue）計画を再度遅らせた。(wsj.com, 4/4/2008) 
 

（10）英公正委員会、ライアン航空の広告を不適切と判断 
英広告倫理委員会（Advertising Standards Authority）は、Ryanair の広告が不適切である

として、その内容の変更を長らく求めている。 しかし Ryanair は一向に ASA の指令を

守っていない。 しびれを切らした ASA は、この問題を英公正委員会にリファーした。 

ASA は OFT に対して、Ryanair の広告が、格安運賃用の座席数が少なく、税やチャージ

の全てを含んでおらず、消費者に誤解を与えると同時に侮辱的でさえあると指摘してい

る。(FT.com, 4/9/2008) 
 

（11）中国でパイロットが待遇不満でサボタージュ 
China Eastern のパイロットが、低賃金による長時間労働に

抗議して、運行中の定期便 21 便を、飛行途中で出発空港

に折り返す事態が発生したと China Daily 紙が伝えている。 
(wsj.com, 4/9/2008) 
 
 

（12）少年時代のパイロットになる夢が萎んでいる 
年収 $300,000（3 千万円）、月間 20 日間の休み、$200m（200 億円）もする航空機の操

縦の快感、手厚い退職金のパイロットの職が少年達の憧れの的だった。 それが 2001
年の同時テロ 9-11 以来、様変わりしている。 航空会社はフリートを縮小し、パイロ
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ットの給与を▲30%もカットし、勤務時間を増加させたのだ。 大手航空会社の 高給

与は年 $300,000 から $200,000 に低下している。 リジョナル航空会社の待遇は、それ

より更に悪い。 軍のパイロット必要数が減少した結果、パイロットを希望する若い人

達はパイロット訓練学校に通っている。 彼等は $15,000 ほどの学生ローンを借りて、

月に $1,000 も返済している。 しかし学生達の間では、パイロットになりたい情熱が

萎み始めている。 待遇が余りにも割に合わないのだ。 パイロット希望者の減少が、

パイロット不足に拍車をかけている。 リジョナル航空会社では、採用前の 低飛行経

験時間を 1,500 時間から 500 時間に大幅に減少させている。 一部の業界人は、安全性

に問題が生じないかを懸念している。 パイロット組合の ALPA は、レイオフ パイロ

ットの再雇用希望者が嘗ては 100%であったのが、今では 30%~35%は戻って来ないと言

っている。 リジョナル大手の Mesa Air Group では、昨年 764 名のパイロットが離職し

た。 この内 10%は職を変えている。(nytimes.com, 4/10/2008) 
 

 
 
 

（13）プライベートジェット機需要が旺盛 
景気が後退局面入りしていると言うのに、豪華絢爛なビジネスジェット機需要が極めて

旺盛だ。 世界の超富裕層が自家用機の保有に走っている。 彼等は $50m〜$250m の

ジェット機をボーイングやエアバスから購入するよりも、購入したジェット機のインテ

リアを変更する会社（“completion center”と呼ばれる）を探し出すのにより苦労してい

ると言っている。 何しろほぼ全ての completion centre が、向こう数年間も手一杯の仕

事を抱えているのだ。 

エアバスは、2007 年に VIP 用の A320 型機を 31 機（2006 年は 20 機）、ワイドボディー

機を 7 機（1 機）販売した。 ボーイングは、26 機（23 機）の VIP ジェット機を販売

した。 客室改修業者 completion center には以下が存在する。 
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Greenpoint Technology（Kirkland, Wash.） 
B737 型新造機の改修を手掛ける。 創業以来 $100m のビジネス獲得。 2014 年まで

改修作業ラインが満杯となっている。 
MAV Aircraft Service（Fort Worth, Texas） 
2001 年創業。 2011 年までライン満杯。 
Completions Ltd.（San Antonio, Texas） 
2015 年まで 30 顧客を獲得。 昨年売り上げ $68m。 
Associated Air Center（Dallas） 
中東の王族やインド中国の富裕層の顧客を持つ。 サウジの Prince Alwaleed の B747-400
型機のほか、Microsoft などの米大手企業の社用機の客室インテリアを手掛ける。 
これ等の completion centers には、度重なる注文主の変更と改修後の耐空性証明取得可否

のリスクを背負っている。(wsj.com, 4/9/2008) 
 

 
 
An increasing number of wealthy individuals and heads of 

state are buying commercial-sized planes and are spending 

even more to have them customized with everything from 

master suites to gymnasiums. 

 
 
 
 
A private-jet bedroom by MAV Aircraft Services, one of the 

companies supplying booming demand for such amenities. 

 
 
 
 
A full-size luxury bathroom for a jet by Gore Design 

Completions Ltd. 
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（14）米運輸省、スカイチームに競争法提供免除を暫定許可 
DOT は、4 月 9 日、DL と NW と SkyTeam のその他の 4 社が申請していた大西洋路線に

おける競争法適用免除を暫定的に許可した show cause order を発出した。 既に

NW+KLM、DL+AF+AZ+Czech Airlines のアライアンスが存在している。 この免除申

請は、2004 年に一度提出されたが、DOT は昨年 6 月にこれを却下した。 DL と NW
は、昨年 6 月に申請内容を変更して再申請していた。 利害関係人の意見を聴取して、

早ければ 3 週間後に 終承認される予定。 この免除適用が 終化されれば、SkyTeam
の 6社は、米欧路線で恰も 1社の航空会社として営業活動が行えるようになる。(wsj.com, 
4/10/2008) 

 

（15）ボーイング、B787 型機のデリバリー遅延を発表 
ボ社が、4 月 9 日、過去 7 ヶ月間で 4 回目となる B787
型機のデリバリー遅延を発表した。 新たな初号機

のデリバリー日時は、当初の予定から 1 年半ほど遅

れの 2009 年第 3 四半期となる。 遅延の理由は、

部品調達の問題と一部の構造部の補強改修が必要

になったためとされている。 2009 年のデリバリー

機数は、当初の 109 機からおよそ 1/4 の 25 機となる。 

B787 型機は、世界の航空会社 61 社から 892 機を受

注している。(nytimes.com, 4/10/2008) 
 
 

 
Parts shortages and logistics problems have forced Boeing to postpone deliveries of its Dreamliner, a new 

wide-bodied 787. 
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（16）US 航空、地上サービス職員と労働協定締結に成功 
US航空が、ランプと手荷物ハンドリング従業員7,700名の組合 International Association of 
Machinists and Aerospace Workers と 3 年間の労働協定に暫定合意した。 これにより、

US航空と元America Fleet Serviceの従業員が単一の労働協定の下に統合される事になる。 

これ以前に US 航空は、予約と旅客サービスを代表する組合 CWA/IBT とディスパッチ

とエンジニアの組合である Transport Workers Union との間でそれぞれ協定合意に達して

いる。(wsj.com, 4/9/2008) 
 

（17）燃料高騰が航空会社収支を蝕む 
・ 燃料の継続した高騰が、脆弱な資金力の小規模な航空会社の倒産を連続させている。 

先週、Aloha, ATA, Skybus が相次いで躓いた。 
・ これ等の破綻した企業は、破産法の保護を申請して運航を継続希望したが、信用市

場の収縮で運転資金の確保ができなかった。 
・ 航空会社は、燃油費削減の為に更に供給を削減するだろう。 旅客は地方路線の縮

小とギュウ詰めの航空機の利用を強いられる事になる。 
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・ 航空会社は、一時中断していたレイオフを再び開始するだろう。 たたでさえ少な

い旅客サービス係は更に減員されて、天候悪化時などによるスケジュール混乱の迅速

な収拾は期待できなくなるだろう。。 
・ その上、米国の空のシステムを構成している老朽化した航空管制システム、空港施

設、機器、航空会社の航空機、予約システムなどが酷使されている。 
・ メルリンチのアナリストは、今年に米航空業界は▲$1.9bn（1,900 億円）の欠損を計

上すると予想している。 
・ 航空運賃の値上げは、競争上、特に LCC との関係でなかなか実現できない。 事実、

今年第 1 四半期に 10 回の値上げが試みられたが、その内の 4 回しか成功しなかった。 
・ リジョナル航空は、 も大きな供給減少を強いられるだろう。 或る航空コンサル

タントは、北米のリジョナルジェット機が、1,675 機から 2013 年には 1,042 機に▲1/3
以上減少すると予想している。 バレル $110 を超えた水準では、 早 50 席の小型

旅客機の運航は商業的な採算点に乗らなくなっている。 

・ AA は、American Eagle を売却する計画だが、未だ買い手が現れない。 
・ CO は、Expressjet との契約を見直して、▲69 機のリジョナルジェットを減機する。 
・ DL は、Mesa Air との 40 機近くのリジョナルジェット機を運航する契約の破棄を計

画している。 
・ 航空会社の残る切り札は、コンソリデーションしか残っていないようだ。

(nytimes.com, 4/10/2008) 
 

 

情報 318 平成 20 年 4 月 14 日 - 22 - TD 勉強会 



 

（18）フロンティア航空 チャプター11 申請 
Frontier 航空（DEN 基地）が、4 月 11 日 Chapter-11 を申請した。 この破産法申請の一

因は、クレジットカード精算会社 First Data 社の“ホールドバック率”が 45%から 100%
への改訂された事にあると Frontier は述べている。（今まではクレジットカード売上の

55%が、売上後数日で Frontier に送金されていたが、料率改定後は 100%の売上が購入者

の搭乗後になって初めて送金される事となった。） Frontier は、破産法を申請して、ク

レジットカード収入の料率変更を阻止する。 Frontier（1994 年創立、従業員 6,000 名）

は、2007 年 12 月までの 9 ヶ月間で、▲ $18.7m の欠損（前年同期▲$9.9m）を計上し、

手元現金は $170.4m に▲16 減少している。 

過去 3 週間で、ATA, Aloha, Skybus に継ぐ 4 社目

の航空会社の破産法申請ケースとなる。 

Frontier を始めとする航空会社は、燃油費の記録

的な高騰、景気の後退、FAA の安全性検査の厳

格化の複数の難問への対応を迫られている。

(FT.com, 4/11/2008) (wsj.com, 4/12/2008) 
 

Frontier plans to continue to operate in Chapter 11. 

 
 

（19）英国航空、長距離便のヒースローT5 移転延期 
BA が、今月末までに移転する筈だった長距離便日間 120 便の LHR T4 から T5 への移

転を、少なくとも 5 週間送らせると発表した。 新たな移転日は 6 月 5 日が予定されて

いる。 BA は、3 月 27 日から建築費 £4.3bn（8,600 億円）の T5 の使用を短距離便日

間 380 便（T1 から移動）でもって開始したが、手荷物ハンドリング障害等の問題で供

用開始の途端から▲501 便の欠航を発生させた。 BA の移転後に玉突きでターミナル

間の移動を予定していた多くの航空会社のスケジュールに、甚大な影響が発生する事に

なるだろう。(FT.com, 4/11/2008) 
 

（20）加年金ファンドのオークランド空港投資計画つぶれる 
Canadian Pension Plan の Auckland 空港株 40%取得は、ニュージーランド政府の閣僚 2 名

の反対により実現困難となった。 これ等の閣僚は、空港などの国家的重要インフラに

対する外資の規制を主張した。 NZ 経済会の一部は、今回の外資規制は将来のニュー

ジーランドに対する投資に悪影響を及ぼすと非難している。(FT.com, 4/11/2008) 
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 水 運  
 

（１）米国でコンテナ不足が発生している 
米国でコンテナ不足が深刻になっている。 ドル安により米国

輸出が拡大し、それを輸送する為に必要となるコンテナ需要が

急増していると言う訳だ。 不足の一因は、米景気の後退によ

り輸入貨物の減少（即ちコンテナの減少）にあると言われてい

る。 また、米国向け貨物の減少に直面した海運が、コンテナ

を欧州航路に廻している。 それに加えて、コンテナを必要と

する地域が中西部に多く存在し、西岸や東岸の主要コンテナ港

よりも遠く離れている事も災いしている。 燃油費の高騰によ

りコンテナ輸送に大きなコストが掛かってしまうのだ。

(wsj.com, 4/10/2008) 

 
 
 
 
 
The container shortage is forcing U.S. 

businesses to rethink export strategies. Many 

shipping lines have shifted container capacity 

away from the U.S. 

 
 

 

（２）海運業者、環境問題への対応で燃油費大幅高騰 
国際海事機関（IMO）が、環境問題への対応の為に伝統的な原油燃料（bunker と呼ばれ

る精製時に発生する原油残存物を利用した燃料）の使用を禁止する決定を行った。 こ

の新たな規則は、今年 10 月に開催される次回の IMO の委員会で決定された後 16 ヶ月

で施行される。 施行されると、海運業者は 2012 年 1 月から酸化硫黄物の排出を 4.5%
から 3.5%に、2020 年 1 月からは 0.1%に抑制しなければならない。 酸化硫黄物の規制

地域である沿岸航路では、2010 年 3 月までに 1.5%から 1%に、2020 年 1 月からは 0.5%
に抑制しなければならない。 IMO 加盟国は、2015 年までに沿岸航路（現在は英国海

峡を含む北海のみ）の指定を申し出なければならない。 この規制が導入されると、海
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運業者は bunker 燃料の改良や精製燃料への転換が必要になるなど、燃油費の 50%程度

の増加に直面するだろう。(FT.com, 4/8/2008) 
 
 
 

 陸 運 & ロジスティックス  
 

（１）仏国鉄 SNCF、ロジグループ Geodis 買収 
仏国鉄 SNCF は、4 月 6 日、ロジスティック グループの Geodis を E1.1bn（1,760 億円）

で買収するオファーを提出したと発表した。 Geodis を取り込む事により、SNCF を鉄

道＋道路＋水運を組み合わせた欧州第 4 位の運輸とロジスティック グループとする他、

過去 2 年間で▲E500mの欠損を計上している貨物部門の立て直しを目論む。 SNCF は、

既に Geodis の 42%の株式を保有している。 このオファーが成功すると、SNCF にと

って過去 10 年間における初の買収となる。 買収価格 E1,1bn は、3 月の Geodis の平均

株価に対して 79%のプレミアムが載せられた価格。(FT.com, 4/6/2008) 
 

（２）ユーロトンネル、創業以来初の利益を計上 
Eurotunnel が、2007 年決算で、1994 年に開業して以来初の純益 E100m（160 億円）を計

上した。 2006 年は▲E204m の欠損であった。 収入は E775m で前年の E830m より

▲7%減少した。 前年には政府の 低収入保証補助金 E95m が含まれている為、実質

的には収入は増加した事になる。  

Eurotunnel は、昨年、E3.3bn（5,300 億円）の負債を切り捨てて（債権者に債権放棄させ

た）、英仏共同会社 Eurotunnel から Channel Tunnel を譲り受けた仏単独の Groupe 
Eurotunnel として生まれ変わった。 負債の減少により金利コストは E487m から E278
に減少した。(FT.com, 4/8/2008) 
 
 
 

 ホテル & リゾート  
 

（１）マリオット、ブラジル アマゾン州と環境問題で提携 
Marriott International が、ブラジル アマゾン州と二酸化炭酸ガス相殺プログラムで提携

した。 Marriott は、この契約を通じて、ブラジルの森林破壊防止に $2m（2 億円）の

資金を提供する。 Marriott は、525,000 室を保有する世界 大のホテル グループの 1
社で、年間 290 万屯の二酸化炭素を排出している。 
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同社は、顧客から 1 泊当たり$1〜$2 を任意ベースで徴収する炭酸ガス相殺プログラム

を導入する。 また、向こう 10 年間で燃料や水の使用を▲25%削減する計画の他、2017
年までに 40 のホテルに太陽発電装置を取り付ける。(FT.com, 4/7/2008) 
 

（２）改修ホリデーインが英国でオープン 
2 軒の新しい Holiday Inn ブランド London Heathrow と Holiday Inn Farnborough が、英国

でオープンした。 Holiday Inn は、欧州中東アフリカで 11 軒、米国で 19 軒（うち 16
軒は既にオープン）、アジア太平洋地区で 6 軒のホテルで、ベッドを交換し、シャワー

を改良し、アメニティーを取り替えて新 Holiday Inn ブランドのテストを実施する。 そ

して、そのテストの結果に基づき 2010年までに$1bn かけて全世界 4,000 軒の Holiday Inn
を改修する。(DTW, 4/8/2008) 
 

（３）ドバイ ジュメイラが米国でブランド認知に努力 
ブランド認知の促進に本格的に着手してから未だ 5 年しか経てないドバイの豪華ホテ

ル Jumeirah が、米国でのブランド展開に本腰を入れる。 そして、現在の 11 のホテル

を2011年までに57に拡大する。 日本航空が保有していたEssex Houseは、現在 Jumeirah 
Essex House となっている。 Jumeirah のスタッフ：ゲスト比率は 10:1。(DTW, 4/9/2008) 
 

（４）ラスベガス 賭博収入 2 ヶ月連続減少 
LAS の賭博収入が、前年比で 2 ヶ月連続減少した。 
1 月は▲1.3%、2 月は▲3.1%低下した。（2 月の賭博収入

は $556.6m≒557 億円。） 或る調査では、4 月 27 日〜5
月 3 日の週の平均客室レートが▲23%低下して$196 と推

定されている。 賭博収入と客室レートの減少は、明ら

かに米景気の後退の反映であるとドイツ銀行のアナリ

ストが言っている。 LAS は、賭博収入依存からリテー

ル、スパ、ホテル、レストラン収入へと収入ソースを拡

大しつつある。 この変化は、LAS が他の目的地同様、

それだけ景気サイクルに影響を受け易くなっている事

を示している。 2012 年までには、およそ 45,000 室の

新たな客室が供給される。 
(wsj.com, 4/10/2008) 
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 その他  
 

（１）ポロライド、携帯プリンター開発 
ポロライド社が、今秋に携帯プリンターを売り出す。 この携帯プリンターを使用する

と、携帯電話のカメラで撮影した写真が、その場でプリント出来る事になる。 ポ社は、

嘗てのポロライド カメラ人気の復活を目論む。（nytimes.com, 4/12/2008） 
 
 
Edwin Land, founder of the Polaroid Corporation. 

 
 
 
A tiny, battery-powered printer, top, from the company that was built on Edwin 

Land's Polaroid. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 
 
 

米国の航空会社の品質が大幅に悪化している。 
 

昨年には、定時到着率が 73.42%まで低下して、2000 年以来の 悪を記録した。（2006
年実績は 75.45%） 今年に入ってもそれが一向に改善されないどころか、今度は緊急

整備点検の実施の為に、3 月末から今日までの僅かな期間に、米国内線を中心に数千便

の欠航便が発生した。 
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この原因は、米メジャーの厳しいリストラにあると言われている。 コスト削減の為に

従業員を大幅にレイオフした結果、航空会社の至る所の部門で人員不足が発生し、スケ

ジュールの維持がママなら無くなっているというのだ。 NW では、パイロットの月間

乗務時間制限超過のために（つまりパイロット不足のために）、定期便をキャンセルせ

ざるを得ない事態が発生した。 US 航空では空港の従業員不足が同社の定時性を極端

に悪化させ、満足いく顧客サービスの提供を困難にした。 
 

この様なケースは枚挙に暇が無く、米メジャー以外でも問題が発生している。 jetBlue
は、昨年 2 月、悪天候による混乱からの復帰に手間取り、累計でスケジュールのほぼ

1/4 に当たる▲1,000 便以上も欠航便が発生し、ダイヤをメルトダウンさせてしまった。

（これが原因で創立者でもある David Neeleman が CEO 辞任に追いやられた。） 
 

そして、今度は Southwest で B737 型機の整備漏れが発覚した。 昨年 3 月に整備点検

期限を超過した 40 機以上の B737 型機を、そのまま 10 日間近くも運航を継続させてし

まったのだ。（この整備漏れ航空機の継続運航には、Southwest の整備部門と FAA の地

方安全監視局との間で、“馴れ合いの癒着”があった事が明らかにされている。） 

そして FAA が他の航空会社を調査したところ、耐空性改善指令をキチンと遵守してい

ないケースが方々で発見されてしまい、その緊急点検のために数千便の欠航便が又もや

発生した。 
 

収支改善と競争力強化の為のコスト削減が、米国の航空サービス品質を目に見えて悪化

させている。 聖域の筈だった整備コストまでが、過度のリストラの対象とされている

ようだと主要各紙が書いている。 米航空会社は、記録的な燃油費の高騰と、景気後退

と、FAA の安全性監視強化の 3 つの難問への対応を迫られている。 既に 4 社も出現

しているが、破産法保護を申請する航空会社がこれからも出て来るだろう。 破産法保

護を申請しても、信用市場が縮小しているために繋ぎ融資の獲得が難しく、結局は即航

停止を余儀なくされるケースが多くなるだろう。 既に Aloha, ATA, Skybus, Skyway が

運航停止に追いやられている。 
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航空旅客は、定時性の悪化と、運賃値上げと（トイレ使用以外の全てのサービスの有料

化と）、無愛想な航空会社の社員（待遇改悪で彼等は怒っている）の対応と、地方路線

を始めとする路線網の縮小と、ギュウギュウ詰めの機内と、突然の運休と、受託手荷物

紛失に、今まで以上に直面するだろう。 その上、隣に座った旅客の携帯電話の騒音に

悩まされるかも知れない。 割を食うのは消費者だ。 連邦議会では“航空旅客権利規

定（airline passengers bill of rights）”の導入が審議されている。（H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表紙： 

X’mas カード 

5 色 3 版 （骨板：シナベニヤ）

H 103mm×W 143mm 

2000 年 10 月作 
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