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TD 勉強会 

1. 中国国際航空、東方航空株対抗買収から手を引く 

 

Air China とその親会社の China National Aviation Holding と CX 航空の 3 社は、China 
Eastern 株の対抗買収から手を引く事を決定した。 
9 月 24 日から 26 日の間の Financial Times と The Wall Street Journal の記事を、以下の通

りにまとめて見た。 
 
 

今月初め、SQ 航空と Temasek は、China Eastern 株 24%を H$7.2bn（117 億円）（1 株×

H$3.80）で買収する事を合意した。 この合意が中国の政府の承認を受けたにも拘らず、

Air China は、SQ に対抗して、東方航空に対する競争入札を挑んだ。 しかし、この異

例とも言うべき競争入札の公表後、僅か数日でこれから撤退すると発表した。 
 

この Air China の動きには、次の如くの複雑な事情が隠されている様だ。 
 

 競争入札を挑んだ張本人は、中国航空市場を外資の手に渡したく無いとする Air 
China と CNAH であり、CX は単なる彼等の協力者だ。 

 Air China 会長 Li Jiaxiang は、繁栄する中国市場は、中国の航空会社の手に委ねる

べきだと主張している。 そして、ナント、中国の航空会社は、昨年 6 月に締結

した Air China と CX の相互株式持ち合い等の如くの契約を、外資とは結ぶべきで

はないと公言している。（その為か、Air China は、関連企業と共に、合わせて CX
株 35%を保有した。 CX は、この動きに対抗して、パートナーである中国 3 社の

40%以上の持ち株を禁止した。） 

 Li 会長は、自著の本で、CX 株と Air Macau 株の持ち株を持ち寄って、“Pan-China air 
union”を結成したいと書いている。 そして、究極的には、台湾の航空会社とも

協力関係を構築したいと言っている。 そして、中国市場進出を狙っている外国

航空会社を、中国市場から閉め出す事を計画している。 
 CANH も、中国航空会社“1 社論”を主張して、香港証券取引市場で、China Eastern

株 11%を購入した。 
 China Eastern が基地を置く上海は、中国の極めて重要な航空ハブを形成している。 

CX は、傘下の Dragon と合わせて毎日 16 便の HKG=SHA 線を運営しているが、そ

れは、上海の航空座席総供給の僅か 4%のシェアーにしかならない。 Air China の

供給シェアーは、10%に止まっているのに対して、China Eastern は 35%の 大シェ

アーを誇っている。 従って、上海ハブ空港のシェアーを巡って、この様な異例
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の対抗競争入札が起きても、不思議でない。 
 China Eastern は、中国航空市場の空前の急速な成長が在る中で、赤字経営を継続し

ている。 国際会計基準による China Eastern の決算は、2005 年に▲４億 6,730 万

中国元（71 億円）、2006 年に▲33.1 億中国元（500 億円）の赤字を計上した。 高

騰する燃油費と、2002 年の中国航空業界の再編コストが、収支を悪化させている

原因と言われている。 GDP が 11%を超えている国で、China Eastern は、何故黒

字を計上出来ないのか？が問われている。 

 中国政府は、中国航空会社に、外資を導入させて収支改善をはかると同時に、経

営手法を学び取らせようとしている。 しかし、この政策は、政府内部の完全な

コンセンサスを得ている訳では無い様だ。 SQ の China Easter への投資協議が、

2006 年初頭から始まって、1 年以上も長期間となった事がこれを示唆している。 

 政府内部には、外資導入積極派と、国内 1 社論を展開する民族派の 2 つの派が存

在する様だ。 Air China は、後者の民族派に属し、国内単一メガキャリアの設立

を計画している。 
 今回の、Air China の対抗ビッドは、時期が悪過ぎた。 10 月中旬には 5 年に 1 度

の Communist Party Congress が開催される。 政府高官は、それまでは、主要な政

策の現状維持を欲している。 また、1980 年代の 1 社体制を嫌う勢力も中国国内

には多い。 

 Air China の試みは、これで全てが失敗したと見るのは早計だ。 彼等は、少なく

とも 3 年以内は、China Eastern 株購入を実施しないと言っているが、国際スーパー 
キャリアとなる野望は捨てていない。 AF/KLM, LH, KE, Emirates, QF やその他の

外国航空会社も、繁栄する中国市場への参入を虎視眈々と狙っている。 戦いは、

これからだ。 

 ■ 
 
 
 

このレポートは、以下の記事から編集した。 
FT.com, 9/24/2007 Air China bid for regional airline fails 
FT.com, 9/25/2007 Flight control 
wsj.com, 9/24/2007 China Eastern Airlines Draws Cathay Interest 
wsj.com, 9/25/2007 Cathay Backs Off China Tussle With Singapore Air 
wsj.com, 9/26/2007 Why Cathay’s Bid Failed 
FT.com, 9/26/2007 Air China down but not out of dogfight 
 
 

情報 289 平成 19 年 10 月 1 日 3 TD 勉強会 



 
 
Wsj.com, 9/27/2007; FT.com, 9/27/2007 

2. Iceland Fund Puts Heat on AMR 

 アメリカン、バーチャル航空会社化を要求される 

 

アイスランド Reykjavik の$6bn（6,900 億円）の投資ファンド FL Group が、9 月 25 日、

AA 航空の取締役会に書簡を送り、今年 1 月以来、略▲50%値を下げている AA 株の株

価を上昇させる為に、AAdvantage FFP プログラムのスピンオフを要請した。 
 

FL Group は、AAdvantage は$6bn（6,900 億円）の価値があると主張している。 そうだ

とすると、AAdvantage の価値は、AMR 時価総額 $5.4bn を上回る事になる。 
FL CEO Hannes Smarsonは、インタビューに答えて、「AMRは、整備部門やAmerican Eagle
リジョナル航空会社の分社化も実施するべきだ」、「経営環境が芳しく無い時に、経営陣

はバリュ−を作り出す戦略を考えないといけない」、と語っている。 つまり、FL は、

AMR に対して、AA 航空を、バーチャル航空化する事を要請している。 

FL は、嘗て、Icelandair を保有し、easyJet 株 16.9%を購入する等、航空会社への投資の

専門家で、現在では、AA 株 8.3%（第 2 位株主）と Finnair 株 23%を保有している。 
 

バーチャル航空の概念は、将来の航空会社の経営モデルと

して、元BACEO Robert Aylingが主張した考え。 これは、

所謂コングロマリット・ディスカウントを排除する考えで、

航空会社本体は、旅客と貨物サービスのマーケティング会

社として存続し、複雑なオペレーションは、 も安いコス

トを提供する外部企業にアウトソースする戦略だ。 既に

低コスト航空会社が、この考えの一部を取り入れている。 

AC を買収した ACE（カナダ）は、この考えの積極的な推

進論者で、既に AC のリジョナル オペレーションと FFP
と整備部門をスピンアウトしている。 QF や UA は、FFP
部門の分社化のオプションを検討している。 
 

コングロマリット・ディスカウント 
各事業部分の価値の総和が企業全体の価値より高くなっている状態。 この解消目的で

会社分割が促される。 
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【関連記事】 

 
アメリカン航空株価▲14%下げる 
 

AAは、第3四半期の有効マイル当たり旅客収入が +3.7%〜+4.7%に止まると発表した。 

この芳しく無い第3四半期決算見通しの発表を受けて、AAの株価が▲14%値を下げて、

過去 52 週 低を記録した。 AA 株価低下は、他の航空会社の株価にも影響を与えて

いる。 投資家達は、ヤット業績が回復し始めた航空業界の将来に、再び懸念を持ち始

めている。(nytimes.com, 9/25/2007) (FT.com, 9/25/2007) 
 

 

■ 
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wsj.com, 9/24/2007 

1. Arctic Becomes Tourism Hot Spot, But Is That Cool? 

 地球温暖化 北極圏ツアー拡大、これで良いのか？ 

 

（この原題は、Cool を、“格好良い”と“涼しい”とを掛けている。） 
 

地球の温暖化で、北極圏の氷が溶解している。 そして、それが、エコ・ツーリズムの

ビジネスや、クライメート ツーリスト（climate tourists）の新たなニッチを育てている。 

これ等のビジター達は、長期的な温暖化現象を観察出来る場所を探し求めている。 し

かし、地球温暖化を心配して、それを観察する為に遠方にまで飛行機を使用して出かけ

ること自体が、地球温暖化を促進させてしまうと言う、何とも皮肉な結果を招いている。 

英国の Aviation Environment Federation の Jeff Gazzard は、「海抜 1m のモルジブ諸島に、

炭酸ガスを排出する航空機を利用して旅行する事は、この島の水没を助けている様なも

のだ」、と言っている。 
 

北極圏に旅行するツーリストは、1990 年代の初めの 100 万人から、年間 150 万人以上

に増加している。 1980 年には 780 万平方 km あった氷の海は、2007 年には 440 万平

方 km に▲44%も減少した。 長い、より暑い夏が、北極海の氷を溶かしてしまい、ク

ルーズ船を、今まで近づけなかった所まで航行可能にしている。 そして、新たな公害

問題を発生させている。 
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ノルウエーの Svalbard 群島は、島を覆っていた氷が溶解し、陸地が見える様になりつつ

ある。（英国は、早速この島に上陸し、この群島の領有を主張したが、認められなかっ

た。） 訪問者数は、過去 5 年間で +33%増加し、年間約 8 万人を記録した。 多くの

人達の上陸により、島に原生している植物の破壊が進んでいる。 クルーズ船によるオ

イル漏れのリスクも指摘されている。（ 近、重油の使用が禁止された。） 北極熊も、

新たな人間との関係で、より多くのストレスを受けていると言う。 
 

カルフォルニア州 Cuperetino の Betchart Expeditions Inc.は、グリーンランドの近くの

“Warming Island”への 12 日間のクルーズを、$5,000〜$7,000 で売り出した。 現在ま

でに、38 人がこのクルーズを購入している。 
マサチューセッツ州 Maynard の NPO Earthwatch Institute は、バハマの珊瑚礁と、地球温

暖化がインドの蘭にどの様な影響を与えているのかを調査している科学者を、ヘルプす

るツアーを企画した。 この NPO は、“Climate Change at the Arctic’s Edge”11 日間の旅

を、エアー抜きの $2,849〜$4,349 で販売している。 このツアーは、カナダ Manitoba
の永久凍土の地中に、炭酸ガスを格納する施設の見学を含んでいる。 
 

スイス アルプスのアイガーが見られるホステル兼レストラン Hansruedi Burgener は、昨

年夏に数百人のトレッキング愛好家達の訪問を受けた。 温暖化が、氷河の溶解を促進

させ、山の一部が崩壊すると、地質学者達が指摘している。 2006 年 7 月には、アイ

ガーの一部 50 ㎥（小さな摩天楼×1 棟の容積に匹敵する）が、谷底に崩壊した。 こ

の崩壊は、1 人の死傷者も出さなかったが、近くのリゾート Grindelwald を、この崩壊

により発生した塵が覆ってしまった。 トレッキング愛好家達は、次に起こる崩壊を見

たさに Hansruedi Burgener を訪れている。 
 

多くの訪問者達が、氷河の一大景観で有名な、グリーンランドの Ilulissat を訪れている。 

タイタニック号に衝突した氷山は、Ilulissat の氷河から出たと言われている。 Ilulissat
は、地球温暖化のポスターに も多く使われている。 1 月の気温は、嘗てカ氏▲40 度

（▲40℃）であったのが、現在ではカ氏▲13 度（▲27℃）に上昇している。 近くに

在る Jacobshavn 氷河は、2002 年よりも▲9 マイルも短くなっている。 ここの漁師は、

海が凍らない為に、1 年中、オヒョウ漁が出来る様になったと言っている。 地方政府

の課長は、 近、観光開発の責任者に任命された。 

■ 
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The Antarctic and Arctic have become big vacation destinations. More than 1.5 million tourists have visited the Arctic 

each year in recent years, up from one million in the early 1990s, according to the United Nations. 

Here, tourists stand in front of an immense ice-fjord in northern Greenland's Disko Bay. The glacier is splintering into 

giant icebergs that slowly drift to sea. 

 

 
Ilulissat has become a poster-child for global warming. January temperatures used to routinely hit minus 40 degrees 

Celsius, (minus 40 Fahrenheit) but now rarely fall below minus 25 (minus 13 Fahrenheit). 

The town has hosted a steady stream of politicians and other notables who want a first-hand look at the trend. Visitors 

this year include Nancy Pelosi, speaker of the U.S. House of Representatives; Barbara Boxer, U.S. senator from 

California; the prime minister of Denmark; and the president of the European Union. 
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Many visitors to Ilulissat shell out $300 for a day trip to a glacier called Eqi. As happens with many glaciers, when 

Eqi reaches the sea, large pieces of ice "calve" or break off, fall into the sea, and become icebergs. 

 
 
 
DTW, 9/25/2007 

2. Putting the adventure back in travel 

 冒険旅行の販売が活発 

 

冒険旅行者は、嘗ては、彼等の心の中に、“自然を征服する”と言う明らかな目的を有

していた。 それが登山であろうが、急流下りであろうが、エキゾチックな旅であろう

が、人間対自然の純粋な形をとり、そして、単純な病み付きになる、個人的な成就した

と言う満足感を伴っていた。 
 

時が移り、冒険ツアーのオペレーター達は、より洗練した、そして、広範囲な冒険愛好

家達と接しつつある。 彼等は、8 歳〜80 歳の人達で、勿論男性と女性の両方や、そし

て、何世代にも跨がった家族グループと、至って広範囲な需要層を構成している。 彼

等は、旅行に対する満足を追求すると同時に、訪問する目的地の環境問題や文化の保存

に気を配っている。 彼等は、目的地について、良く調査して、そこの全てを熟知して

いる。 より良いアコモデーション、より興味深いローカルの食事、より多くのアクテ

ィビティーズ、より多くの刺激を求めている。 
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近は、冒険ツアーの定義が、拡大している。 単なる冒険的アクティビティー中心の

旅行から、文化的印象、教育、学習など全ての重要な要素をミックスした、冒険ツアー

に変わりつつある。 
 

 
 
 

業界に於ける 大の変化は、冒険を好む旅行者達だ。 嘗てはカップルや、未亡人か男

やもめが中心であったのが、特に 9-11 以降、家族旅行が大幅に増加している。 
「こんな大きな変化は見た事が無い」と、或る業界人は言っている。 
団塊の世代達は、金銭的に余裕が有り、子供や彼等の子供を、ガラパゴスの特別冒険航

海ツアーや、或は、コスタリカのサーフ キャンプに連れて行きたがっている。 
 

広範囲な需要層をターゲットにすると、オペレーター達は、それだけより広い範囲のイ

ンテレストとアクティビティーのオプションを、ツアーに取り揃えなければならなくな

る。 
カナダのツアオペの G.A.P. Adventures は、18 歳〜35 歳の若年層向けと、45 歳〜50 歳若

しくはそれ以上の需要層に合った、異なる 2 つプロダクトを用意している。 
New Jersey ベースの Trek America は、今まで、18 歳〜35 歳の国内のアウトドアーとア

クティブな冒険を好む顧客を主たる収入源として来たが、それ以外の需要層への対応に

努力している。 そして、家族ツアーの開発にも力を入れている。 
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冒険を主とした売りモノとしている場所は、冒険旅

行の唯一の目的地ではなくなりつつある。 業界イ

ンサイダーの人達は、「旅行は、ますます専門化

（specialized）して、旅行者の好みに合わせて仕立て

られる様になりつつある」と言っている。 G.A.P. 
Adventures は、昨年、×140 本の新たなツアーを導入

し、今年、更に×80 本のツアーを市場に出している。 

そして、旅行中にボランタリー活動が出来る

“voluntours”などのスペシャリスト タイプのプロ

グラムを用意している。 それから、田舎に於ける

キャンピング ツアー、“Hike, bike and raft”、食事と

ワインにフォーカスした料理ツアーなどを取り揃え

ている。 冒険ツアーが、マルチ・ディメンショナ

ルなマルチ・センセーショナルな出来事になりつつ

あるのだ。 
 
 

また、 近の数年間では、旅行者達は、サステイナブルな、よりレスポンシブルなツー

リズムの実践を試み始めている。 世界の各地を物見遊山的に歩き回るのではなくて、

訪問先に対して何か貢献出来ないかを考え始めている。 そこで Voluntoursism が、大

変重要となってくる、と G.A.P. Adventures は言っている。 
 
 

気を付けなければならない点は、豪華旅行の催行だ。 豪華さの追求は、一方で文化的

な経験を駄目にしてしまう側面を有している。 冒険ツアーのコンセプトからは、かけ

離れている。 遠く離れた旅先に、自分の家と同じ様な快適さを求めるのは、現地の社

会への融合や貢献を、し難くさせてしまうリスクを孕んでいる。 
 

冒険旅行を販売している旅行社には、今まで以上に、複雑なツアー オペレーションが

要求されている。 しかし、理想的な、彼等自身が築き上げた草の根的な顧客層をより

充実する為には、結局は、それ等の顧客のニーズに適格に対応しなければならないとい

う、基本原則に立ち戻る事が必要だ。 

■ 
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PhoCusWright DataPoint, September 21, 2007 

3. Unbundled: Suppliers Unravel Online Agency, Tour Operator 
Packaging Efforts 

 サプライヤー、パッケージ ビジネスに挑戦 

 

そんなに前からでないとしても、少なくとも 2004 年から、パッケージが、オンライン

旅行市場の、確立した大きな部分を占めるに至っている。 しかし、PhoCusWright が

次に発行する U.S. Online Travel Overview では、ブームの年は、少なくとも今の所は、ど

うやら終わりに近づいている様だ。 オンライン パッケジャー（online packagers）（主

としてダイナミック・パッケジング）は、ここ数年、オンライン パッケジングの成長

を一手に支え、2004 年には +60%、2005 年には +50%、と成長して来たが、2006 年に

なって +12%と、劇的にその成長速度を緩めている。 オンライン旅行社の米国内販売

の成長鈍化と、サプライヤー、特に航空会社とホテルの積極的なオンライン直販が、こ

こ数年間、オンライン仲介業者の急速に成長していたセグメントにブレーキをかけてい

る。 
 

パッケージ旅行の定義 
PhoCusWright は、パッケージを、“単一のトランザクションで購入された、少なくとも

2 つの主要な旅行素材（エアー・ホテル・レンタカー）”と、定義する。 
パッケージ旅行セグメントは、2 つのプロバイダーのタイプに分類される。 
オンライン パッケジャー 
フィックスされたパッケージと、複数の旅行素材をダイナミックに束ねた旅行（或はダ

イナミックパッケジング）を、主としてオンラインで販売するオンライン旅行事業体、

即ち、Expedia, Travelocity, NEAT Group。 
伝統的バケーション パッケジャー（Traditional Vacation Packagers = TVP） 
ツアー オペレーター、即ち、Apple Vacations, Globus Cosmos, Pleasant Hawaiian, The Mark 
Travel Corp.。（Funjet Vacations などのブランドと、Southwest Vacations などのプライベー

トレーベル ユニットを含む。） 
 

PhoCusWright は、古典的なツアー オペレーター モデルの運営形態を有しているが、

Web でブランディングを展開しオンライン予約機能を提供している CheapCaribbean の

如くのセグメントを、オンライン パッケジャーと考える。 幾つかの、古くから存在

するツアー オペレーター ブランドは、現在、彼等のパッケージのマジョリティーをオ

ンライン販売している。 PhoCusWright は、これ等の事業体は、後者の TVP のカテゴ

リーに属すると、継続して考えている。 
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Web によるパッケージ販売は、2007 年に、$6bn（6.900 億円）を突破するだろうが、嘗

てのオンライン パッケージの爆発的な急上昇とは異なり、2006 年比では、低い二桁の

成長である +11%増にしかならない。（Table 1.参照） オンライン パッケージ予約は、

2006 年には約 $5.6bn で、前年比 +14%増と、2005 年の成長率 +35%を大幅に下回った。 
 

オンライン パッケジャー（前掲、定義参照）の Web によるパッケージ販売は、ライオ

ン シェアー（2007 年で 87%）を占めているが、その成長は、嘗ての勢いを無くしてい

る。 嘗ては成長の牽引車であり、且つ、依然としてオンライン旅行社の差別化のキー

ポイントであるこのセグメントは、2009 年の控え目な増率回復までは、2007 年と 2008
年には、タッタの +10%しか増加しないだろう。 総パッケージ旅行市場は、2006 年に 
$18bn（2 兆 700 億円）に達したが、TVP とオンライン旅行社の両方共が市場からの厳

しい競争に直面した為に、全体的な成長率では、前年比で約 +1%しか成長しなかった。 

一方、オンライン旅行社のダイナミック・パッケジングが唯一全体的なパッケジング ビ
ジネスの成長を継続して押し上げているので（TVP 収入は全般的に縮小している）、そ

の成長緩和は、全体的なセグメントの成長軌跡に影響を与えている。 
 

この変化の裏に存在する鍵となるドライバーは、継続したサプライヤー直販へのシフト

と、サプライヤー サイトに於ける旅行素材購入のプロモーションである。 価格とロ

イヤルティー インセンティブの如くの優位性を梃に、サプライヤーは、彼等のサイト
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で予約させる様に旅行者を積極的に動機付け、そしてそれに成功している。 エアーと

ロッジング セクターの周期的変動が激しい需要は、エアーやホテルの企業達が、より

低いネット・レートへの仲介業者のアクセスを柔軟的に制限する事により、このシフト

を前に更に加速させている。 このインパクトは、決して過小評価されるべきではない。 

競争力有るネット・レートへのアクセス欠如は、オンライン・パッケジャーと TVP 連

合の、魅力有る価格の設定能力を、大幅に弱めてしまっている。 
 

PhoCusWright の Consumer Travel Trend Survey 
Ninth Edition（Table 2,参照）によれば、パッケー

ジを購入しているオンライン旅行購入者は、サ

プライヤーから直に購入する事をますます望ん

でいる。 バケーション パッケージの日常的な

購入場所としてのサプライヤー利用は、2005 年

の 6%から、2006 年の 18%へと大きく拡大した。 

同時に、オンライン旅行社を日常的に使用して

いる割合は、増えも減りもしていない。（2005 年

と 2006 年の両年共、20%で変化していない。） 

この 2 年間の、もう 1 つの顕著な変化は、この

様な購入をオンラインで実施しない人達が、

2005 年の 27%から、タッタの 3%に激減した事

である。 

この減少は、▲24%ポイントの全てではないけれ

ども、“don’t know”と回答した人達、或は無回答（not responding）の人達の増加（36%
から 45%に増加）と、多分関係が有るのだろう。 
これは、オンライン旅行購入者の、インターネットによるパッケージ商品販売に対する

知識の増加と、そして、それに誘発されたバケーション・パッケジャーの Web 努力の

改善の、理論的帰結によるモノである。 
 

旅行社流通チャネルに大きく依存した為に、オンライン旅行市場に出遅れた TVP は、 

（幾つかの注目すべき例外を除いて）、 終的に、喩えそれが僅かな 初の一歩でも、

消費者ダイレクト モデルを取り入れなければならない事を認識し始めている。 殆ど

のメジャー（そして、多くのより小規模と中規模）のオペレーター達は、彼等のマーケ

ティングと広告の中で積極的にダイレクト予約を勧誘していないけれども、今やダイレ

クト予約を受け付けている。 
 

TVP は、ダイレクト オンライン販売と年ごとの成長の両方に於いて、オンライン パッ
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ケジャーに大きく遅れをとっているけれども、彼等の消費者ダイレクト流通の増加した

採用が、オンライン化率を拡大しつつある。 PhoCusWright は、2007 年に、TVP が 、
全オンライン パッケージの 13%に当たる、$780m（900 億円）程度のパッケージを、オ

ンラインで販売すると予測する。 これは、2006 年比で +20%となる。 2006 年は、

より大きな前年比の増率 +29%を達成している。 
 

しかしながら、このシフトに拘らず、サプライヤー直販のトレンドは、ツアー・オペレ

ーターにも影響を与えている。 TVP の市場シェアーは、以前に PhoCusWright が予測

した以上に、事実急速に、継続して低下している。 TVP 市場は、2005 年の $13.5bn
（1 兆 5,530 億円）から、2006 年の$13.2bn、2007 年の $13bn と低下している。 
 

しかし、全てが暗い見通しばかりではない。 オンライン パッケジャーと TVP の両方

が直面している挑戦とプレッシャーは、極めて侮りがたいモノではあるけれども、長期

的には、それ等のセグメントに利する幾つかのダイナミックスが存在する。 多分、

も重要な事は、業界のサイクリックな変動の特質にある。 旅行需要の全般的な上昇期

では、サプライヤーは価格とアベイラビリティーで、より強い影響力を発揮する事が出

来るだろう。 しかし、振り子は何時も揺り戻されるので、その時には、オンライン パ
ッケジャーとツアー・オペレーターが恩恵を蒙るだろう。 全てにとって重要な法人市

場の需要緩和を示す、幾つかの指標が既に存在している。 

■ 
 
 
 
FT.com, 23-25, 2007 

4. Business jet orders to reach new high 

 ビジネス・ジェット機市場 急拡大 

 

ビジネス・ジェット機市場が急拡大している。 多くのモデルは、2010 年以降まで、

そのデリバリー ポジションが埋まっている。 
航空宇宙システム メーカー世界大手のHoneywell Aerospaceは、9月 23日に発行した「ビ

ジネス アビエーション 2007 年見通し」で、以下の如く述べている。 
 2007 年は、ビジネス・ジェット機市場にとって、2003 年以来、4 年連続の成長年

となる。 
 2007 年のデリバリー機数は、昨年の 861 機を超えて 1,000 機を突破し、新記録を

達成するだろう。 2008 年には、1,300 機になると予測されている。 業界は、2.5
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年以上の発注残を抱えている。 2008 年は、もう１つのビジネス・ジェット機の

当たり年となるだろう。 
 経済成長の減速と、 近の金融市場の混乱で、北米市場は影響を受けているが、

それを相殺する、その他の世界市場の需要が大幅に拡大している。 企業経営者

のプロダクティビティー向上、時間の節約、混雑したハブ空港の回避、ステータ

ス シンボルなどの要因が、世界のビジネス・ジェット機需要を拡大させている。 

 米国以外の世界のバイヤー達に対する、向こう 5 年間のデリバリーは、全新造機

のおよそ 50%を構成すると予測されている。 Bombardier（カナダ）、Gulfstream, 
Cessna, Hawker Beechcraft（米）、Dassault（仏）などの世界的なメーカーは、 2007
年〜2017 年の 10 年間で、総額 $233bn（26 兆 8,000 億円）に相当する 14,000 機の

ビジネス・ジェット機を販売するだろう。 

 アエロダイナミックスのデザインの進歩と相俟って、ビジネス・ジェット機のエ

ンジン／安全システム／コックピット アビオニックス／客室インフォーメーシ

ョン／快適性が大幅に改善されている事が、運航業者やパイロットや旅客達から

評価されている。 □ 

(以上 FT.com, 9/23/2007 Business jet orders to reach new high) 
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ビジネス アビエーションへのより広範囲なアクセスが、超軽量ジェット機の新たな市

場セグメントの開発を促進させている。 エアー・タクシー サービスの為の新たなビ

ジネス・モデルを開発するパイオニア達が出現している。 
米国の Textron 社の子会社 Cessna Aircraft の CEO Jack Pelton は、これ等の航空機の座席

マイル当りコストの劇的な低下により、プライベート・ジェット旅行の経済モデルが変

化しつつあると指摘している。 ビジネス・ジェット機の保有は“贅沢過ぎる”と言う

社会通念は、 早存在しなくなっている。 
 

しかし、この業界の成功は、同時に、環境保護団体から、直接的なターゲットにされ始

めている。 航空は、全排ガスの 2%しか構成しないけれども、その急激な増加の為と、

高高度に於ける排ガスの温暖化への影響は、地上のそれよりも断然に大きいとされてい

る理由の為に、環境保護団体から徹底的な槍玉に挙げられている。 ビジネス・ジェッ

ト機の世界 大のオペレーターである NetJets は、来週から、炭酸ガス相殺プログラム

に対する投資を NetJets Europe のプライシングに組み込み、2012 年までに炭酸ガス排出

を“完全中和”すると発表した。 □ 

（以上 FT.com, 9/25/2007 Demand flies ever higher） 
 
 
 

ガルフほど、富が溢れてプライバシーが保たれた地域は、世界に存在しない。 近の

石油ブームで沸き返るオイル リッチなこの地区で、コーポレット・ジェット機の利用

が盛んになっている。 今年、この地区の経常収支は、$250bn（28 兆 7,500 億円）を超

えるだろう。 そして、この地区のプライベート・ジェット機の企業を潤すだろう。 
 

Abu Dhabi の Royal Jet は、この地区の特注ジェット リーシング サービス市場が、年間

およそ $500m（575 億円）の規模まで成長したと言っている。 同社は； 
 世界 大のボーイング社製のビジネス・ジェット機のオペレーターで、B737 型機

のコンバージョン機を×5 機保有している。 
 過去 3 年間、毎年 +25%増の弱まる事を知らない成長を遂げ、この地区で 16%の

シェアーを持った 大のオペレーターとなっている。 
 顧客の 80%は法人で（残りは個人）、主にサウジアラビアからレバノンやエジプト

のリジョナルな路線を運航している。 
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ペトロダラー ブームが、中東域内への大型投資を活発化している為に、ビジネス・ジ

ェット機のチャーター需要も域内路線が多い。（Gulf Co-operation Council 6 ヶ国間の貿

易額は、関税同盟が結成された 2003 年以来 2005 年までの間で、殆ど倍増の $31bn≒3
兆 5,650 億円に成長している。） ヘリコプターと水上飛行機のチャーターが、首都 Abu 
Dhabi への 150km の短距離を移動するビジネスマンに大人気だ。 
 

コストも、近年大幅に安くなっている。 プライベート・ジェット機の料金は、目的地

と乗客数によって飛行時間当たり$1,200〜$2,000 と、この地区の定期便のファースト・

クラス航空運賃と殆ど変わらない。 Royal Jet の 6 人乗り双発エンジンの Learjet 35 型

機による、Abu Dhabi から Kuwait まで同日往復チャーター料金は、▲20%低下して

$10,000（115 万円）となっている。 

Royal Jet は、この地区の GDP が世界平均の 2 倍の 7%〜8%を維持しているので、プラ

イベート・ジェット市場の今後の持続的二桁成長は固いと言っている。 □ 
（以上 FT.com, 9/25/2007 High flyers find way to fly higher） 
 
 
 

VLJ（very light jets = 超軽量ジェット機）を使用した米国のエアー・タクシー サービス

のパイオニア DayJet が、計画より 1 年遅れて、フロリダで営業を開始する。 リジョ

ナルのプライベート・ジェット旅行を転換させる事になるかも知れないこの DayJet の

営業開始は、新しく生まれた VLJ の成功の試金石となるだろう。 
 

世界のソフトウエアー大手の 1 社である Citrix Systems の元会長 Ed Iacobucci により創

立された DayJet は、自らを、世界初の“座席単位販売のオンディマンド ジェット サ
ービス”企業であると言っている。 初期の段階では、Eclipse 500 型機を使用する。 

Eclipse Aviation, Cessna, Embraer, Honda などを始め、VLJ を開発する航空機メーカーが

増加しつつある。 それと、エアー・タクシー サービスの為のパイオニア的なビジネ

ス・モデルを採用する企業の出現が、ビジネス アビエーションへのより大きな広いア

クセスを開くだろうと期待されている。 
 

Eclipse 500 型機は、2 席の操縦席と 3 席までの旅客用座席を装着した、300〜600 マイル

の短距離を飛行する。 DayJet は、 初の 2 年間に×300 機の Eclipse を受領し、この

モデルの性能が実証されれば、5 年間で、1,400 機にまで増機する。 
 
 

“座席単位販売のオンディマンド ジェット サービス”は、5 年間かけて開発された 3
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つの重要なソフトウエアーによって可能になる。 
このソフトは“世界初の完全フリート オペレーション自動化システム”であると DayJet
は言っている。 その仕組みは； 
・ 顧客は、予約時に、出発と帰路便の時間の融通出来る幅を申告しなければならない。 
・ 便出発の前日の夜に、出発時刻が e-メールで顧客に通知される。 しかし、その時

点では、どの航空機とパイロットが使用されるのかは知らされない。 
・ DayJet は、旅客を出来るだけ集める為に、便出発 2 時間前までフリートの 適化を

追求する。 
 

エアー・タクシー事業に乗り出すのは、DayJet の他に、Linear Air（BOS ベース、Cessna 
Grand Caravan ターボプロップ 8 座席と Eclipse 500 型機を使用）、Pogo Air（東海岸地区

をカバー、AA の元会長 Bob Crandall が参加）が存在する。 新たなビジネス・モデル

には付き物の、失敗も存在している。 今年 4 月には、Point2Point は、ノースダコタの

乏しい需要の為に、フリートを返却した。 □ 
(FT.com, 9/25/2007  Expansion of business travel faces its flight test) 
 
 
 

新たなエアー・タクシー事業に使用される超軽量ジェット機 Eclipse 500 型機は、客室

のレッグルームを拡大する為に、座席を 1 席取り払い、×3 席にする事を計画している。 

しかし、前方の操縦席の 2 席も埋まらないかも知れない。 パイロットが不足している

のだ。 VLJ に必要となる数百人のパイロットの募集が、定期航空会社とコーポレット 
セクター間のパイロットの争奪戦を激しくさせている。 既に、米国のリジョナル航空

会社間では、パイロットの引き抜きが始まっている。 その上、軍用パイロットからの

供給ソースが縮小し、外国航空会社からの米国人パイロット募集活動も拡大している。 

ATL ベースのパイロット人材供給会社 Air Inc.の社長 Kit Darby は、「パイロット市場は、

完全な売り手市場になった」、と言っている。 航空会社のパイロット組合は、リスト

ラで犠牲にされた労働条件の回復を狙って、労働協約の早期更新交渉開始を会社に要求

し始めている。 
 

全般的なパイロット不足の為に、NetJets のパイロット達は、4 年間の労使協議の結果、

+50%増しの賃金とベネフィットを獲得した。 彼等の賃金は、6 桁のサラリー（つまり

10 万ドル台）となり、その幾人かは、大手航空会社の給与に匹敵する、リジョナルや

LCC よりもズーッと高い $200,000（2,230 万円）以上を稼ぐ事になる。 この賃金のア

ップと引き換えに、NetJets のパイロットは、生産性向上やその他の改善に協力しなけ

ればならない。 Linear Air は 5 年間で、1,000 人のパイロットを採用する。 NetJets

情報 289 平成 19 年 10 月 1 日 19 TD 勉強会 



のコントラクトは、今年 +4,000 人のパイロットを採用する定期航空会社に影響を及ぼ

している。 □ 
(FT.com, 9/25/2007 Pilot shortage bites) 
 
 
 

極めて分散化されたプライベート・ジェット機のサービス ベースを提供する事業の企

業 BBA Aviation が、世界のリーダーたらんとして一層のコンソリデーションに向けて走

っている。 Signature のブランドで、世界に×88（内×53 が米国）の fixed-base operations
（FBOs）を展開している英国企業の BBA は、ライバル企業の Atlantic Aviation（×68FBOs
を保有）や Landmark Aviation（×33FBOs を保有）の先を走っている。 
 

Macquarie Infrastructure Company が保有している DAL にベースを置く Atlantic Aviation
も、積極的な買収戦略を採用している。 今年、Macquarie は、22 空港で×24 FBOs を
展開している Mercury Air Centers を買収した。 そして、米国で×68 ロケーションに展

開する 大のチェーンとなった。 Macquarie は、2006 年に、Trajen FBO ネットワーク

を買収している。 
 

BBA は、取扱便数と搭載燃料の量では、依然として米国で 大のオペレーターだと言

っている。 同社は、欧州で×21 のベースを展開し、特の LON の Luton 空港や、PAR
の Le Bourget 空港や、香港やブラジルの空港に展開している。 BBA は、7 月に、キャ

ンサスとミズリーでフルサービス FBO を展開している Executive Beechcraft を £37.5m
（88 億円）で買収した。 この他にも、フロリダ Kissimmee の Marathon Flight Service
や、南カルフォルニア Hilton Head の Carolina Air Centre を £11.1m で買収している。 こ

れ等の買収で、BBA の米国 FBO は、50 都市近郊の 41 ヶ所と、トップ 30 ハブ空港の

17 空港に Signature ブランドを展開するネットワークとなった。 
 

BBC の Signature ブランドの年商は、昨年 £360m（850 億円）となり、従業員 1,700 人

を抱えている。 この上半期には、前年同期比 +11%増の £185.5m（440 億円）を計上

した。 この収入増の 大の貢献者は、分散所有ジェット機から挙げている。 
BBC の昨年の総収入は£950m（2,240 億円）で、その収入の構成比は、ビジネス アビエ

ーションが 65%、定期航空会社が 30%、軍用機が 5%となっている。 □ 
(FT.com, 9/25/2007 Signature inks its position as global leader) 

■ 
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5. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通 & TD  
 
 

（１）米議会に於ける旅行関連法案 
夏期休暇で閉会されていた米議会が、9 月 4 日に再開した。 議会で審議されている旅

行関連法案には、次が存在する。 議会は、10 月末（下院）から 11 月中旬（上院）に

閉会となるので、業界団体の WAS 詣でが激しくなっている。 
・Travel Promotion Act 
米国インバウンド ツーリズム振興の為の、$100m（115 億円）予算獲得キャンペーンが

実施されている。 政府補助は、多分、 5 年間に亘って$50m となるだろう。 上院法

案（S.1161）と下院法案（H.R. 3232）が議論されている。 これに加えて、下院では、

the Improving Public Diplomacy through International Travel Act が審議されている。 

・Federal Aviation Administration funding bill 
FAA の運営費を捻出する法案。 現行の FAA ファンディング法は 9 月 30 日に失効する

ので、新たなファンディング法案の成立は、優先順位が極めて高い。 この法案は、航

空会社メジャーが反対している、空港施設利用料（PFC）の $4.50 から $7 への値上げ

が含まれているからだ。 Air Transportation Association は、コーポレット・ジェット機

による、航空管制コストの応分の負担を要求している。 

・Consumer rights to passengers 
消費者保護団体の人達が、航空旅客権利規定（airline passengers’ bill of rights）の導入を

要請している。（情報 288 P. 4「米国内線定時性悪化、航空旅行活動家誕生させる」参照） 
・H-2B 査証制限解除法案 
各年、季節労働者に支給されている H-2B 査証の 66,000 件キャッピングを拡大している

法（以前に H-2B を取得した季節労働者を、キャッピングの対象外とする法）が、上下

院の 2 つの法案（H.R. 1843 と S. 988）を通さない限り、9 月末で失効する。 ホテル業

界は、季節労働者の確保の為に、この法案の通過を訴えている。 この法案は、議論の

多い、より大きな移民法改革法案に組み込まれている為に、9 月末迄の成立が危ぶまれ

ている。 (DTW, 9/24/2007) 
 

（２）米投資家、Tui（独）にリストラ要求 
米国のアクティブな投資家 Guy Wyser-Pratte が、Tui 株 1%を取得した。 そして、その
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他の株主に対して、Tui の現経営陣を退陣させて、トラブル続きの旅行と海運グループ

のリストラを促進させる運動に参加する事を要請した。 彼は、「CEO Michael Frenzel
は、10 年間に亘って、株主の資本を減少させている」、「First Choice（英）との合併は

良い戦略だが、その他にも実施しなければならない数々の戦略が残っている」、と語っ

ている。 

Wyser-Pratte は、2003 年に、ロボット機械メーカーの IWKA の株式を保有し、2005 年

に、そこのトップマネジメントを追い出して、企業名を Kuka に変えて、株価を +50%
上昇させた実績を有している。(FT.com, 9/28/2007) 
 

 

 
 

（３）次のホリデー ピークがやって来る 
夏場の旅行シーズンが終わったと思ったら、次の休暇シーズンである勤労感謝とクリス

マスがやって来る。 殆どの航空便は又満席となり、多くのスケジュールの混乱が待っ

ているだろう。 この時期に旅行する人達は、遅延に備えて飲料水や食べ物を確保して、

十分余裕を持ったスケジュールを組立てる等の自衛手段が必要だ。 
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www.farecompare.comやwww.farecast.com, などのサイトは、ベスト運賃の検索に優れて

いる。 航空便のスケジュールについは、www.flightstats.comやwww.flightaware.comが役

に立つだろう。 航空会社が国内線の供給を削減している今シーズンは家に居て、国際

線の供給が拡大して運賃値下げが予想される来年に、海外旅行に出かけるのが、 も賢

明な考えだと言っている業界通が居る。(nytimes.com, 9/25/2007) 
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（４）ヤプタ、運賃値下げをユーザーに知らせる 
航空運賃を追跡している Web サイト Yapta.com は、航空運賃の値下がりを、ユーザーに

自動的に知らせるテクノロジーを開発した。 ユーザーは、この通知により、バウチャ

ーや差額の払戻しの請求が可能になる。 
旅行社、特に法人旅行を取扱っている旅行社は、長い間、GDS 経由で運賃の値下げを

知り、航空会社に、値下げ分をコンペンセーとするバウチャーやクレジットを請求して

来たが、Yapta は、一般の消費者に対しても、運賃値下げを連絡する。 現在、βテス

トの 終段階で、既に米国航空会社×10 社の運賃値下げを追っている。 運賃保証制

度は、通常は、航空会社の直販サイトでのみ提供されている。 運賃の半分は値下がり

するので、ユーザーに対して、$6.5m（7.5 億円）を節約させる事が出来ると、Yapta は

言っている。 差額に対して発行されるバウチャーは、平均 $50 で、12 ヶ月間有効。 

航空会社は、このバウチャーを使用した、追加的な販売を拡大するチャンスを見つける

事が出来るだろう。(DTW, 9/24/2007) 
 
 
 

 空 運  
 
 

（１）LHR 空港 第 5 ターミナル 来年 3 月 27 日オープン 
LHR 空港の第 5 ターミナル（工費 £4.3bn≒1 兆円、収容人員年間 3,000 万人、2010 年

第 2 サテライト ビルディング完成時には 3,500 万人）が、来年 3 月 27 日にオープンす

る。 T5 完成後、BAA は T2 を解体して Heathrow East ターミナルを建設する。 そし

て、それをオープンした後に、T1 を閉鎖して T3 を拡張する。 LHR は、年間 4,500 万

人を取扱う空港として設計された。 現在の利用者数は約 7,000 万人で、収容能力を大

幅に超えている。 これ等の新たなターミナルの建設で、悪名名高い LHR 空港の混雑

は、解消されるだろう。 しかし、BA CEO Willie Walsh は、そうは考えていない。 彼

は、第 3 滑走路が必要だと言っている。 BA は、LHR 空港の 90%のオペレーションを

T5 に移動させる。 BA は、オンライン チェックインとセルフ サービス Kiosk の利用

を、全チェックイン旅客の 80%にまで普及させる目標に向かいつつある。(nytimes.com, 
9/25/2007) (FT.com, 9/27/2007) 
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（２）米航空会社従業員数 +2.6%増加 
米運輸省統計によれば、7 月の米航空会社のフルタイム従業員数は、413,700 人となり、

前年同月比で +2.6%増加した。 しかし、この 7 月レベルは、5 年間に亘る厳しいリス

トラにより、依然として 2003 年の 433,200 人よりも下回っている。 それに引き換え、

今年の旅客数は、昨年の 7 億 4,500 万人を突破して、7 億 6,500 万人の新記録を達成す

るだろう。(nytimes.com, 9/25/2007) 
 

（３）英国航空、競争法免除を再申請しないと語る 
BA CEO Willie Walsh は、9 月 24 日、AA とのマーケティング協定の、競争法免除適用

の再申請は計画していないと語った。 BA と AA は、2002 年に、競争法免除適用を米

当局に申請したが、米運輸省から、承認と引き換えに、LHR 空港の大西洋線毎日 16 便

分のスロットの割譲を要求された為、これを断念した。 来年 3 月末からのオープン・

スカイ協定の発効と合わせて、BA と AA の競争法免除の再申請が行われるのではない

かと、業界人達から注目されていた。(DTW, 9/25/2007) 
 

（４）デルタ、中国新路線権益取得 
米運輸省は、先の米中航空交渉で獲得した新路線権益を、DL の ATL=上海と UA の SFO=
広東（来年 3 月末から）に配分した。 DOT は、2009 年から有効になる新権益に付い

ては、AA の ORD=北京、CO の EWR=上海、NW の DTT=上海、US の PHL=北京に配

分する予定であると発表した。 DOT は、利害関係人のコメントを招集した後、間も

ない期間に、これを 終決定すると言っている。 米中間路線は、現在の毎日 10 便の

直行便が、2012 年には 23 便に増加される事になる。 米中間路線の供給拡大は、中国

の急速な経済成長とそのスピードに遅れをとっている。 過去 2 年間、中国行きの（米

航空会社の）フライトの L/F は、平均 80%となっている。(wsj.com, 9/26/2007) 
 

（５）排ガス問題で米と欧州連合対立 
欧州連合は、航空機を、炭酸ガス取引システムに組み込む事を計画している。 ICAO
は、今週中にも欧州連合案を採決に掛ける。 米国及び日本・ブラジル・中国は、世界

的基準でない欧州連合案に強く反対している。 
欧州連合案では、欧州域内の航空会社の排ガスのキャッピングを 2011 年から開始する。 

そして 2012 年からは、欧州に飛来する欧州連合以外の航空会社にもこれを適用する。 

欧州連合は、交通業界以外のエネルギー消費が大きい企業に、この取引システムを 2005
年から適用している。 
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米国は、グローバルな問題は、グローバルなアプローチが必要で、欧州連合は、域外の

航空会社にまで連合規則を適用する法的な根拠を有していないと主張している。 そし

て、取引制度よりも航空管制システムの合理化による公害の抑制を優先させるべきだと

言っている。 この欧州連合案が適用されると、航空業界は、凡そ年間 E3bn（5,000 億

円）の追加コストが必要になるだろうと IATA は言っている。(wsj.com, 9/26/2007) 
 

 

 
 

（６）LH 買収計画促進 
LH は、 近の金融引き締めにより、プライベート・エクイティー企業の AZ や IB に対

する買収攻勢が弱まると判断している。 LH 財務部長 Stephan Gemkow は、次の通り

語っている。 
・ 如何なるプライベート・エクイティーも、 E1bn（1,650 億円）以上をファイナンス

する事は難しくなるだろう。 
・ IB に対する E3.4bn（5,650 億円）に上る TPG と BA の買収団のオファーは、資金手

当で困難な局面に遭遇する事になるだろう。 
・ TPG が、IB 買収を断念すれば、LH はこの買収を再考するだろう。 
この LH 財務部長コメントは、AF/KLM CEO Jean-Cyril Spinetta の「AZ 買収の可能性を

検討している」という発言の数日後に発表されている。 IB の株価は、今春の TPG の

1 株 E3.60 による非拘束買収意思の発表後に +30%値を上げたが、金融市場の混乱後に

値を下げている。(FT.com, 9/27/2007) 
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（７）ブッシュ大統領、航空遅延問題に取り組む/ 
米国内線の定時性が、 悪の状況となっている。 今年の夏には、70%の便が遅延した。 

ブッシュ大統領は、9月 27日、運輸長官と FAAのヘッドをホワイト ハウスのOval Office
に呼んで、JFK 空港の 1 時間当たりの発着回数を抑制する為の“スケジュール調整会議”

の開催を要請した。 （JFK の発着回数は、1999 年 7 月の 31.849 回から、今年の 7 月

には 39,351 回に +24%増加している。 JFK の 08:00〜09:00 の 1 時間のキャパシティー 
44 スロットに対して、8 月の或る火曜日では 57 回がスケジュールされている。） 大統

領は、これに加えて、NYC 地区以外の混雑を緩和する方法を検討する委員会の設置を

提案した。 

FAA は、NYC, New Jersey, Philadelphia 上空の空路（米国内線の 1/3 が、この地域の空路

に集中している）を再編し、キャパシティーの拡大を実施する。 
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President Bush met with the transportation secretary, Mary Peters, and the acting head of the F.A.A., Bobby Sturgell 

 
 

業界は、大統領府のこれ等の動きを歓迎する姿勢を見せているものの、直ぐにはこの定

時性の悪化問題が解決するとは考えていない。 FAA を含めて、誰も、空の管制シス

テムをコントロールしていないからだ。 航空会社は、便の削減について企業間で話合

う事を禁止されており、FAA は、航空会社に具体的なスケジュール設定指示を与える

事が出来ない。 
 

定時性改善には、余りにも多くの問題が介在し、事の解決を難しくしている。 
・ 航空会社は、過剰なスケジュールを設定している。 航空会社は、多頻度運航は、

顧客（特にビジネス旅客）の要請だと言っている。 そして、競争他社を利する事

になる、自発的な便の単独削減はあり得ないと言っている。 
・ FAA は、使い古した非効率な航空管制システムに依

存している。 1990 年代後半にシステ更新が提案さ

れたが、IT バブル崩壊と 9/11 のテロ騒動で、この

計画は棚上げにされてしまった。 米国の管制シス

テムは、先進他国のシステムよりも、10 年以上も遅

れてしまった。 

・ 管制官組合は、管制システムの合理化に反対してい

る。 FAA と組合の間には、厳しい労働問題が存在

している。（これが、管制能力をしばしば低下させ

ている、と言われている。 また、古いシステムの

為に、安全確保上、空路の幅を 8 マイルに設定しな

ければならない事も、混雑を助長している。） 2006 年 9 月から採用される管制官

の給与は、既に減らされている。 
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同時に、FAA は、大量退役する管制官の補充を採用しなければならない。（1981 年

の管制官の山猫ストの発生で、当時のレーガン大統領は、スト参加者を大量解雇し、

新たな管制官を採用した。 その人達が退職時期を迎えている。） 
・ 周辺住民は、騒音公害の拡大を恐れて、NYC 地区の空路再編に反対している。 

終的には、訴訟が開始されるだろう。 そして、2011 年には▲20%の混雑緩和が期

待されている、空路再編の着手が、更に遅れてしまうだろう。（FAA の環境調査で

は、再編により、▲50 万戸が騒音公害から救済されるとしている。） 

・ 衛星監視による次世代の管制システム NextGen（Next Generation Air Transportation 
System）は、飛行する航空機の位置を正確に割り出す事が出来るので、直行ルート

の設定を可能にし（地上ビーコンとレーダーを辿る空路の廃止）、便間隔を短縮し、

管制能力を飛躍的に改善する。 既に、FAA は、この NextGen の 初の契約（$1.8bn
≒2,000 億円）を ITT Corp.と契約した。 しかし、完全なシステムの更新は、2025
年までかかり、$22bn（2 兆 5,300 億円）の資金を必要とするだろう。 

・ WAS 地区上空に設定されている、セキュリティーと空軍の飛行訓練空域も、空の渋

滞に影響を及ぼしている。 軍は、国防上の理由から、訓練空域の変更を認めてい

ない。 
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【何故天気なのに、遅延するのか？】 
DL88 便 Fort Lauderdale 発 JFK 行きは、12:40 にゲートを離れたが、航路（J121）上の

天候に異常は無かったものの、離陸するまで 3 時間半も待たされた。 遅延の原因は、

Rochester 上空の空路が雷雨により閉鎖された為に、東部に向かって飛行している航空

機を全て J121 に迂回せざるを得なくなった事による。 

 

(wsj.com, 9/25.27.28/2007) 
 
 

（８）英国航空、長距離機材を大量発注 
BA が、長距離機材更新の為に、B787 型機（250 席）×24 機（+18 機オプション）と

A380 型機（525 席）×12 機（+7 機オプション）を発注した。 この発注（総額 $8.2bn
≒9,500 億円）は、BA にとって、9 年ぶりの新造長距離機の大量発注となる。（エアバ

スが、長距離機で BA から発注を受けるのは今回が初めてのケースとなる。）（今回の

A380 型機の受注は、A380 型機にとって 2005 年以来初めての受注。） これ等の機材に

は、ロールスロイス社製のエンジンが装備される。 

BA は、負債（net debt）を減少し、年金積立不足の向こう 10 年間に亘る削減に対する

組合の合意を取得し、投資グレード・レーティングを取り戻し、長期機材発注の為の収

支基盤の強化に邁進して来た。 そして、今年、会社創立以来初めての営業利益率 10%
を達成する予定である。 今回の発注は、BA 供給を年間 +4%拡大させるだろう。 

今回発注した航空機のデリバリーは、2010 年〜2025 年に予定されている。 A380 型機

は、SFO/LAS/HKG/JNB/インドの路線に投入される模様。 B787 型機は、既存の B767
型機では届かない新路線に投入されるだろう。 BA は、残る B747 型機の更新用機材

の更なる調達に関して、エアバスとボーイングの両社との交渉を継続している。 
(FT.com, 9/27-28/2007) (nytimes.com, 9/27-28/2007) 
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 水 運  
 
 

（１）クルーズ船 英国寄港増加 
英国に寄港するクルーズ船が増加している。 2006 年には、前年を +22%上回る、39
万人のクルーズ船客が英国を訪問した。 クルーズ船が立ち寄る英国の港は、2002 年

の 39 港から 50 港に増加している。 Liverpool は、£19m（45 億円）をかけた新クルー

ズ ターミナルをオープンした。 Tynside も新クルーズ船ターミナルを建設した。 こ

ら等のターミナルの開所式を祝って、QE2 丸が寄港した。 この他に、ターミナルを新

設したり拡張したりする港が、英国で続々と増加している。(FT.com, 9/22/2007) 
 
 
 

 陸運 & ロジスティックス  
 
 

（１） 上場以来 ハーツ株価 +43%上昇 
Ford は、昨年初め、プライベート・エクイティー企業（PE 企業）の Carlyle Group, Clayton, 
Dubilier & Rice, Merrill Lynch の投資部門に、$14bn（1 兆 6,100 億円）で Hertz を売却し

た。 それから 11 ヶ月を経て、買収した PE 企業は、Hertz のバリュ−を $17bn と評価

して上場させた。 何故、かくも短い間に企業価値が +$3bn も上昇出来たのだろうか？ 

買収した PE 企業は、現金 $2.3bn を支払い、残りの$12bn は負債として Hertz の貸借対

照表に押し付けた。 

更に、特別配当 $1bn を、買収者（PE 企業）に還元させ

た。 金利の支払だけでも$901m（1,100 億円）に達して

いる。 こんなに大きな債務を有した Hertz の舵取りを

するのは、並大抵の仕事ではない。 Hertz の新 CEO Mark 
P. Frissora は、全く大変な役目を引き受けてしまった。 

しかし、昨年 11 月に上場して以来、Hertz の株価は +43%
上昇している。 何でもケチを付ける人達が、PE 企業の

投資を悪行と批判しているが、どうやら Hertz のケース

では、そうではなさそうだ。 
Private equity firms have helped make Hertz 

more efficient, but its debt burden has soared. 

 

短期間の +$3bn に上るバリュ−の上昇の理由に、① 1/3 が、買収時期が良かった事（航
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空需要は増加し、旅行関連企業の株価が上昇期に当たっていた）、② 1/3 が、Hertz 本体

のリストラによる収支改善、そして、③ 後の 1/3 が、買収価格が安かった（Ford は、

現金を早く得たがった）の×3 つの理由を、Frissora は挙げている。 
Frissora は、以下のリストラ策を実行した 
・ ROI や EBITDA の経営指標を重視する事にした。（買収前の Hertz は、単にその期の

予算をヒットする事が、Ford から求められていた。） 
・ そして、キャッシュ・フローを重視する経営に切り替えた。 
・ 洗車・給油に要する作業を効率化して、1 時間当たりの取扱台数を倍増した。 
・ 全て内製化している業務を、極力アウトソースした。（600 人のプログラマー、セキ

ュリティーの自営、宣伝物の自社内印刷などの内製業務がアウトソースされた。） 
・ Ford 中心の新車購入に対して、他社メーカーを交えた競争入札制を導入した。 
・ 中古車販売に掛けていた日数を 36 日から 15 日に削減した。 
(nytimes.com, 9/23/2007) 
 

 
Mark P. Frissora, chief executive of Hertz, with a car created 

for the company by the racecar driver Carroll Shelby. When 

Mr. Frissora came to Hertz after the buyout, he moved 

quickly to cut costs, and without laying off a large percentage 

of the work force. 

 

 

 

 
 

情報 289 平成 19 年 10 月 1 日 33 TD 勉強会 



 

 ホテル & リゾート  
 

（１）欧州連合、オンライン賭博禁止による損害賠償を米に要求 
 米国は、昨年 9 月、オンライン賭博を禁止した。 この措置により、欧州連合や

カリブ諸島のオンライン賭博業者が、大きな損害を蒙った。（彼等の主たる顧客は

米国人であった。） 
 WTO は、米国が国内の一部のオンライン賭博を継続させて、海外のオンライン賭

博を禁止するのは、国際貿易ルールに違反していると裁定した。 そして、オン

ライン賭博市場を再開できないならば、米国は、欧州連合とカリブの Antigua と

Barbuda に対して、コンペンセートするべきであるとした。 

 米国は、コンペンセートとして、倉庫・上屋サービス・テクニカル テスティング 
セクターの門戸を、より解放する案を提示した。 

 欧州連合の賭博企業は、損害額は少なくとも $4bn（4,600 億円）に上ると算定し、

その分の損害賠償を米国に要求する事を、連合政府に強く求めている。 
 連合政府は、米国との協議を 10 月 22 日まで継続させる。 
 Antigua は、米国に $3.4bn の賠償を、場合によっては現金で要求している。 米国

は、Antigua 損害額は、精々 $500,000 だと主張している。 
(FT.com, 9/24/2007) 
 

（２）ニューヨークのホテル代が高騰している 
NYC 市のホテル料金が、継続して値を上げている。 PKF Consulting によれば、2007
年の 1 月〜7 月の 7 ヶ月間の ADR（average daily/nightly rate）は、前年同期比 +12.5%上

昇して、$270.28 となった。 平均オキュパンシー率は、85.1%を記録した。 も高い

$349 以上のカテゴリーのホテルの ADR は、+14.2%上昇して $478.39、オキュパンシー

は 81.1%となった。(nytimes.com, 9/25/2007) 
 
 

 

 その他  
 
 

（１）離婚訴訟の証拠物件に、電子的記録媒体が使われ始めている 
e-メールのメッセージや、携帯電話記録が、離婚訴訟の証拠物件として利用されている。 離

婚訴訟の弁護人達は、訴訟相手の伴侶の携帯電話や PC などの電子的記録を、証拠物件とし

て裁判に利用している。 プライバシー保護に抵触する恐れがあるが、家族で共同使用し
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ている PC の場合は、相手のメールをハックしても構わない様だ。(nytimes.com, 9/15/2007) 

 

 
 
 
 
 
 

Jolene Barten-Bolender says she 

discovered a tracking device in a wheel 

well of the family car. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 
 

今年の夏は、暑かった。 本当に！ 
親達が暑い暑いと言っていた子供の頃の夏は、（今から 50 年以上も前の事だが）、暑い

と言っても 30℃を上回る日などなかった、と記憶している。 （アイスキャンデーの

味が忘れられない！ 医者の父は、一番おいしそう見えた赤色のキャンデーを、食べさ

せてくれなかった。） それが今ではどうだ。 30℃は当たり前で、群馬の何処かでは

40℃を超えたと言う。 
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北極海の氷が 30 年間弱で、▲44％も融けてしまったのだから、暑くなる訳だ。 
地球温暖化を食い止めなければいけない、いけないと言いながら、人々は、北極熊を見

に冒険ツアーを購入し、SUV に乗って近所のスーパーに買物に出かけ、熱帯夜で寝ら

れないと言ってクーラーをガンガンかけている。 そして、毎日、処理出来ない程の膨

大なゴミを捨てている。（定年退職して以来、毎朝ゴミ捨てを手伝わされているので、

その量には本当に驚かされる。） 

温暖化対策の世界的会議に出席するために、大手企業の CEO 達が、自家用機を使って

参加している。 なんとも矛盾に満ち満ちてやり切れない・・・。 
 

化石燃料に依存している限りは、この状況の改善は難しいのではないだろうか。 石油

はいずれ枯渇すると良く言われているが、そんな事の前に、温暖化で地球が滅びてしま

うかも知れない・・・。 排気する炭酸ガスの量では 2%程度しか満たないにも拘らず、

航空も、温暖化の元凶だと言う人達が増えている・・・。 その人達に、燃料消費が▲

20%〜▲25%減少する新世代の航空機への更新だとか、オフセット・プログラムへの参

加だとか、航空機の軽量化だとか、その他の多くの温暖化対策を実施している事を、行

政を含めて業界全体として真剣に取り組んでいる事を、モット積極的にアピールする必

要が有る様な気がする。（H.U.） 
 
 
 
 
 
 

表紙： 

#133 女 ポートレート 

1 色 1 版 （手彩色） 

H 147mm×W 100mm 

2000 年 1 月作 
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