
平成 20 年 2 月 12 日 

 

 

 

 

 

TD 勉強会 情報 309 
 

 

1. DL+NW 合併間近（２） 

2. ライアン航空 ryanair.com を 3 日間停止 

3. 其の他のニュース 

 



情報 309 平成 20 年 2 月 12 日 - 2 - TD 勉強会 

TD 勉強会 

1. DL+NW 合併間近（２） 

 

DL と NW の合併協議で、最大の難問である両社経営陣のチーム編成で略合意に達し、

早ければ来週中にも合併が発表されるかもしれない。 しかし一部には、この協議が行

き詰まる可能性が全くない訳ではないと指摘している。 両社は、2 月中旬に合意に漕

ぎ着け、出来るだけ早く競争法審査当局の承認を取り付け、企業合併に推進派のブッシ

ュ政権下での合併実現を目論んでいる。 

 

合併すると、世界最大の航空会社が誕生する。 一方、これとは

別に UA と CO が、DL+UA を横睨みしながら合併協議を加速化さ

せている。 CO は、出来れば合併を回避したがっているが、

DL+NW 合併に対する防御的対応を取らざるを得なくなっている。 

NW が保有する CO 黄金株（CO の合併を阻止出来る）は、NW が

DL との合併に踏み切れば、その時点で買い戻しが可能となる。 

即ち CO は、何らの制約無しに自由に合併する事が出来る様にな

る。 UA+CO 合併は、DL+NW 合併と出来るだけ時期を同時とし

て、当局の合併審査をパスしようとしている。 

   Richard H. Anderson, Delta’s chief, used to head Northwest. 

 

DL+NW は、年間▲$1.5bn（1,650 億円）のコスト節約を可能にするだろう。 DL ハブ

Cincinnati は NW の DTT ハブに吸収、NW の Memphis ハブは DL の ATL ハブに吸収さ

れるだろう。 DL と NW のパイロット組合 ALPA は、基本的には、どちらもこの合併

を支持している。 そして、合併前に、両社のパイロット 11,000 人に適用される共通

労働協約（common labor contract）の締結を試みている。 また、合併は、DL の客室乗

務員組合 12,000 人の組合結成を進展させるだろう。 客室乗務員は、Association of Flight 

Attendants 組合への参加を検討している。 そして、参加可否の投票を来週にも開始す

る。 DL の客室乗務員の半数は、NW との合併を支持している。（DL では、現在パイ

ロットだけが組合を編成している。） 

 

AF/KLM が、DL+NW のディール（$1bn≒1,100 億円投資）に参加するかもしれない。 

 

消費者にとっては、メジャー間の合併は望ましい事なのだろうか？ 

DL の路線の 2%は、NW の路線と重複し、 

NW の路線の 3%が DL の路線と重複、 
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UA の路線の 3%が、CO の路線と重複し、 

CO の路線の 6%が、UA の路線と重複する。 従って、少なくともその程度の供給削減

が発生するだろう。 つまり、それだけ消費者利便は低下する。 運賃は、DL+NW は

21%、UA+CO は 24%の市場シェアーを獲得するけれども、LCC が 30%の市場シェアー

を占めているので、どちらの合併ケースも運賃の値上げに大きな影響を与える事は出来

ないだろう。 

 

この情報は、(wsj.com, 2/7-8/2008) (nytimes.com, 2/7/2008)から編集した。 ■ 

 

 

 

 

FT.com, 2/9/2008 

2. Ryanair to close bookings for three days as it updates website 

 ライアン航空 ryanair.com を 3 日間停止 

 

Ryanair が、www.ryanair.com を 2 月 22 日 10:00PM から 72 時間停止させる。 

同社は、英国の公正取引委員会（Office of Fair Trading）からの運賃表示のより透明化を

要請されていたが、期限の 1 月末までのサイトの改修を実施していなかった。 

 

Ryanair は、OFT の要請に対応すると共に、この機会に 2000 年 1 月以来 完全なオーバ

http://www.ryanair.com/
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ーホールを実施していないサイトのソフトウエアーを強化する。 同社は、過去 12 ヶ

月間に 5,000 万人の旅客を輸送し、その 99%の販売を自社サイト直販で実施している。 

オンライン直販が、LCC ビジネスモデルの 1 つの強力なドライバーとなっている。 

 

サイトの運営が停止される 3 日間は、旅客は予約の変更は勿論、新たな予約も実施出来

ないが、Ryanair は、大幅な事前予約増により販売へのさしたる影響は発生しないと言

っている。 

 

Ryanair は、現在 Accenture の子会社の Navitaire を、同社の流通システムの主たるソフ

トウエアー プロバイダーに使用している。 Open Skies システムから New Skies にアッ

プグレードさせる。 New Skies は、世界のリーディングインターネット直販エンジン

で、顧客にその他のオファーのダイナミックなパッケジングを提供している。 現在

12 社以上の航空会社が利用している。 ■ 
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3. 其の他のニュース 

 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）、カールソン レジャー グループ、マネジメント チームに売却 

Carlson Cos.は、Regent Seven Seas Cruise の売却計画を確定した僅か 1 ヶ月後に、今度は

Carlson Leisure Group を、この会社のマネジメント チームに売却した。 これにより、

Carlson は、29 年間営業を続けてきたレジャー市場から撤退する。 CLG は、1,750 旅

行社によって構成され、年商 $6bn（6,300 億円、内$5bn がフランチャイズによる販売）

の売り上げを誇っている。 CLG を買収したマネジメント グループの企業 Travel 

Acquisitions Group は、3 年間のライセシング契約により Carlson Wagonlit Travel 名によっ

てフランチャイズとリテールを運営する。(DTW, 2/4/2008) 

 

（２）ゲットゼアー、リモ配車サービスを追加 

GetThere が、配車サービスの Executive Transportation と契約した。 LON, MUC, NYC, 

SIN, TYO などの世界大都市に於けるリモ サービスの予約を受け付ける。 GetThere は、

現在、3,000 社以上が利用している。(DTW, 2/1/2008) 

 

（３）プライスラインが 1 泊パッケージ販売 

Priceline.com が、1 泊パッケージの販売を開始した。 今までは、長期のパッケージの

みしか割引特典が利用出来なかったが、これを 1 泊パッケージにも拡大する。  

1 泊パッケージは、エアー、カー、ホテルの組み合わせは勿論、将来は劇場やアトラク

ションのチケットをオンライン販売する。(DTW, 2/1/2008) 

 

（４）IAC 第 4 四半期 ▲$369.9 損失計上 

IAC が、第 4 四半期決算で、▲$369.9m の損失を計上した。 この損失は、オンライン

住宅ローン サービスの LendingTree の減損（impairment charge）$475.7 の計上によるも

の。 一時的な特別項目を除いた場合は、1 株当たり利益$0.46（前年同期 $0.65/株）と

なる。 株価は三角 7%近く下落して $22.84IAC では、CEO の Barry Diller（65）（IAC

株 3.8%、議決権の 60%を保有）と、1990 年代に IAC 設立を支援した Liberty Media（当

時全米第 1 のケーブル TV 企業）の John C. Malone（66）間の確執が激しくなっている。 

収入は、+8%増の $1.86bn（約 2,000 億円）であった。 

Diller は、株価対策として IAC を 5 社に分割し、上場を予定する 4 社から Maloney の支

配権を消滅させる事を計画している。 IAC 株の 30%を保有する Liberty（Maloney）は、
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この計画に反対して、支配権の維持で IAC を訴え、Diller 及び IAC 幹部の追放を画策し

ている。 Diller は、2005 年に Expedia をスピンアウトして $173m の資金を捻出してい

る。 株主を無視した余りにも取引（deal-making）重視の両巨頭の戦いが批判されてい

る。(nytimes.com, 2/7/2008) 

 

 

Barry Diller, left, at a conference in Beijing in November; John C. Malone in Sun Valley, Idaho, in 2006. 

 

 

 

 

（５）米国インバウンド増加 

昨年 10 月の米国訪問者数が前年同月比で +15%増加して 410 万人となった。 カナダ

とメキシコからの訪問者が全体の 50%を占める。（カナダ約 150 万人、メキシコ 48.5 万

人） 訪問者が落とす支出も+21%増加して $11.1bn（約 1 兆 2,000 億円）となった。 西

ヨーロッパからの訪問者は+18%増、日本からの訪問者は▲5%低下した。 1 月〜10 月
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の 10 ヶ月間の訪問者数累計は +10%増、彼等の支出は +13%の $100.4bn（約 11 兆円）

となった。(DTW, 2/4/2008) 

 

（６）アマデウス、シカゴに IT センター オープン 

Amadeus が、シカゴ郊外の Arlington Ill.に IT センターをオープンした。 ここで、北米

のラウンチング パートナーであるUA用のAmadeus Altea航空会社プラットホームの導

入を支援する。 このセンターは、自社 IT システムを Altea プラットホームにシフトさ

せた BA や QF をサポートする為に LON と SYD に設立された IT センターをモデルに

している。 北米の Amadeus 地域本社は、Miami に置かれている。(DTW, 2/5/2008) 

 

（７）BA ホリデー、旅行社用ポータル廃止 

British Airways Holidays は、同社の旅行社経由の販売を中止する。 Bahtraveltrade.com

は 3 月 31 日に閉鎖される。 従って、旅行社に支払われていたコミッションも中止さ

れる。 今後の予約は、ba.com で受け付ける。 British Airways Holidays は、７月に同

社のサイトを全面的に改修して、ダイナミック パッケジングによる旅客自身の自由な

パッケージの造成を可能にする。 同社は、テクノロジーの進歩により、ビジネスのや

り方が変わりつつあるとコメントしている。(DTW, 2/6/2008) 

 

（８）テューイ、Temasek とハッパグロイド+NOL 合併協議開始 

 水運  P. X 参照ください。 

 

（９）楽天、欧州に進出 

日本最大のオンラインショッピング モール運営業者の楽天が、2 月 7 日、ルクセンブ

ルグに欧州ハブ Rakuten Europe S.a.r.l.（資本金 100 億円予定）を構築する事を明らかに

した。 

同社は、数年以内に英国やフランスの欧州主要都市に

於いて、オンライン ショッピング モールの立ち上げ

を予定する。 楽天は、1997 年に設立以来、M&A に

より事業を急速に拡大し、2006 年には 2,030 億円を売

り上げた。 そして、2005 年には NTC ベースの

LinkShareを $425mで買収した。(channelnewsasia.com, 

2/8/2008)) 

Jean-Claude Juncker(L)（ルクセンブルグ

首相）poses with Hiroshi Mikitani 
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（10）エクスペディア、2007 年利益 +21%増益 

Expedia の 2007 年決算は、増益+21%、グロス収入+16%、収入+19%と好決算であった。 

 

 

 

 

(DTW, 2/7/2008) (expdeia.com, press release 2/7/2008) 

 



情報 309 平成 20 年 2 月 12 日 - 9 - TD 勉強会 

 

 

（11）旅行プログラムの評価ツール開発 

旅行管理会社（travel management company = TMC）は、彼等の存在価値を正当化する為

に、企業の旅行ポリシーを効率的に管理出来ると言っている。 しかし、企業のトラベ

ル マネジャー達は、彼等の旅行ポリシーがどれだけ的確に設定されているかを裏付け

る、数値的な評価を得る事が出来ないで困っている。 そんな悩みに応えたのが、Prime 

Numbers の TravelGPA だ。 TravelGPA.com は、既存の Forrester, Runzheimer, Topaz など

のリサーチ オリエンテッドな評価とは異なり、企業の旅行ポリシーを、あらゆる情報

を駆使して評価して、企業にベンチマーキングする事を可能にする。(DTW, 2/8/2008) 

 

（12）トラベルズー 2007 年利益 $9.1m 計上 

旅行ディールのインターネット パブリシャーTravelzoo が、2007 年決算で $9.1m（約

10 億円）の利益を計上した。 これは前年より▲45%の減益となる。 この減益は、欧

州とアジア太平洋地域への進出コスト（non-tax deductible losses）が原因。 Travelzoo

は、グローバル展開は将来の成長の為に不可欠な戦略と言っている。(DTW, 2/6/2008) 

 

 

 

 

 空 運  

 

（１）英国航空、シティーから全席ビジネス・クラス便 

BA が、来年、全席ビジネス・クラスの LON City 空港＝NYC（JFK 若しくは EWR）線

毎日×2 便を開始する。 使用機材は、ライフラット座席×32 席仕様 A318 型機で、チ

ェックイン締め切り時間は便出発前。 LON の金融街に近い City 空港からの長距離便

運営は、これが初めてとなる。 LON City 空港は離陸重量が厳しく制限されるため、

西向便は英国西部地区若しくはアイルランドで給油の為の技術着陸を実施する。 

BA は、2007 年度の 9 ヶ月間決算（4 月〜12 月）で、燃油費高騰下にも拘わらず大幅増

益（営業利益 +28.5%）を達成した。 CEO Willie Walsh は、3 月に終了する 2007 年度

決算では 営業利益率 10%の達成に邁進し、2000/2001 年度決算以来初の配当を実施す

る予定であると語った。 利益の殆どはプレミアム旅客から上げている。 経済の不安

定要因が増加しているにも拘わらず、長距離プレミアム旅客市場は継続して旺盛である

が、ノンプレミアム市場は、前年同月比で僅かに低下している。 BA の全席ビジネス・

クラス便の就航は、既存の全席ビジネスの振興航空会社 Eos（米）や Silverjet（英）に

インパクトを与えるだろう。 Maxjet Airways は、昨年 12 月に破綻（collapse）した。 
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BA は、現在 LHR=JFK 線に毎日×8 便、LHR=EWR 線に毎日×3 便を運行している。 

BA は、この新路線の運賃は、現行のと同じ運賃を適用すると言っている。 現在の往

復運賃は水曜 LHR 発 土曜帰りで $10,658.37 する。 AA の往復運賃は $8,611.40、

silverjet の場合は $3,260。 ただし、航空会社は大口顧客の企業に大して▲40%以上の

割引を実施している。 

BA は、今春から、子会社の全席ビジネス・クラス OpenSkies 航空を、LON 以外の欧州

都市から NYC を結ぶ路線に就航させる。 大西洋路線に於けるビジネス・クラスの競

争激化は、エコノミー・クラスと同様の複雑な運賃体系をこのクラスにも、もたらすだ

ろう。 そして、向こう数ヶ月の間に、より多くのプライシング オプションを選べる

様になるだろう。(FT.com, 2/1/2008) (NYTIMES.COM, 2/5/2008) 

 

 

(FT.com, 2/1/2008) (ba.com, 2/1/2008) 
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（２）英国航空、手荷物トラブルと定時性最下位 

欧州航空会社協会（AEA）が発表した 2007 年の品質ランキングによると、BA はバケ

トラでデータを提出した 26 社中 25 位（第 4 四半期では最下位）、定時性では短中距離 

路線で 28 社中 25 社、長距離路線では 20 社中 18 位となった。 LHR と LGW の欧州で

最も混雑している空港をハブに持つ不利な点が色濃く反映されている。 

BA は、LHR を含む幾つかの英国空港で、先月から機内持ち込み手荷物の 1 個規制が解

除されたので、バケトラ件数は飛躍的に改善されているとコメントしている。 3 月末

からは、LHR 空港の新 T5 がオープンするので、ランプ スペースの拡張、タクシーウ

エーの 2 機走行可能、T4 発着便の南側滑走路の横断が不要となる為、定時性が改善さ

れるだろう。 また、ターミナル間の受託手荷物の移動も大幅に削減されるのでバケト

ラの一層の解消も期待されている。(FT.com, 2/1/2008) 
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（３）BAA、産業建築物 租税特別控除の廃止で▲50 億ポンドの持ち出し 

今年度予算案で成立が予定されている産業建築物  租税特別控除（industrial building 

allowances = IBA）の段階的廃止により、BAA は £5bn（1 兆 1,000 億円）の持ち出しを

余儀なくされるだろうと語った。 特別減税の廃止により、税率が 28%増加する結果、

将来 25 年間に亘り £500m 減税と等しい額のコスト増を負担させられる事となる。 

BAA は、LHR 空港の T5 建設費 $4.4bn のおよそ半分に対して IBA を適用する事を期待

していた。 Earnest Young によると、この特別税制の廃止は、25 年間に亘って推定 

£11.5bn（2 兆 5,000 億円）の増税を特にインフラと交通セグメントに対して負荷させる

事になる。(FT.com, 2/1/2008) 

 

（４）エアバス、合成燃料テスト 

エアバス社が、2 月 1 日、天然ガスから精製した合成液体燃料（synthetic liquid fuel）を

使用した商業機（A380 型機）による最初の試験飛行を実施した。 今月にも Virgin 

Atlantic がボーイングと GE Aviation と協力して LON=AMS 間で、B747 型機によるバイ

オ燃料による試験飛行を計画している。 又、ボーイング社と NZ が、同様の試験飛行

を実施する。 A380 型機の試験飛行では、4 発エンジンの 1 つに合成液体燃料（ガス= 

gas and known as gas to liquid = GTL とジェット ケロシンの混合）が使用された。 GTL

は炭酸ガス排出量の軽減は殆ど無いものの、硫黄分が無くなる結果ローカルの空のクオ

リティーは大幅に改善されると期待されている。 エアバスは、今後数年間以内に大量

の GTL の利用が可能になると予想し、2009 年中の GTL とケロシンの 50/50 の混合燃料

と 2013 年までの 100%GTL の使用許可取得を期待している。 Shell と Qatar Petroleum

は、カタールに大規模の Peari GTL 精油工場を建設している。 Qatar 航空は、早けれ

ば 2011 年に、世界で初めての合成液体燃料を使用する航空会社の 1 社となるだろう。 

GTL は、既存のフュエリング機器やタンクのコストの高い改修無しで済むケロシンの

暫定的代替燃料。 バイオ燃料の開発は、より長期的なプロジェクトで 2015 年頃には 

バイオマス（代替エネルギーの供給源としての植物）の原料の持続的生産が可能になり、

少量のバイオ燃料の使用が 2020 年までには開始されると期待されている。(FT.com, 

2/2/2008) 

 

（５）デルタ航空、新国際線ビジネス・クラス座席導入 

DL は、2 月 5 日、767-400 型機国際線機材に装着する新フルフラット座席を発表した。  

新座席は、2006 年春より導入する。 新座席は、77 インチ ピッチ・1−2−1 配列の 40

席で、フルサイズの枕、羽毛布団（quilted duvet comforter）、新ディナーウエアー、PC

電源と UBS ポート、大型コンソール、靴の収納スペースを設けている。 DL は、2 月

末に、Solar Elite Full Suite 座席を装着した B777 型機長距離用新機材を受領する。 こ
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の座席は、75 インチ長のベッドにリクライン可能で、NYC=Mumbai 線の如くの超長距

離路線に使用される。 DL は、今年夏に B757 型機に 55 インチ ピッチ・2-2 配列 14

インチリクライニング座席を導入する。 

 

(DTW, 2/5/2008) (delta.com) 

 

（６）ライアン航空、第 3 四半期▲27%減益 

Ryanair が、第 3 四半期決算で▲1%減益した €47.2m の利益を計上した。 この減益は、

燃油費高騰とポンド安の影響と、需要の減衰が原因。 この決算には、€12m の航空機

×5 機の売却益が含まれる。 これを除いた場合は、▲27%減益の利益 €35m となる。  

収入は、+16%の €569.4m であった。 旅客数は、+21%の 1,240 万人。輸送量は +21%, 

Yield は▲4%、非旅客収入は +30%の $165m であった。 Ryanair は、非旅客収入を向

こう 3 年間で全収入の 20%（現在 17%）に拡大させる。 4 月〜6 月の四半期で、機内

電話サービスを×25 機で当局の認可を条件に試験する。 

同社は、来年度の利益見通しについて、石油がバレル$75 の場合は増益 +6% 利益 €

500m（780 億円）、バレル$85 の場合は €235m ▲50%の減益としている。 

景気の減速懸念が有る中、Ryanair は供給拡大を継続する。 向こう 12 ヶ月に新機材×

36 機を導入し、新たな欧州 6 基地と×150 の新路線を開設、旅客数を 5,100 万人から
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60,000 万人に拡大する。 Ryanair は、昨年 €300m に上る自社株を購入した。 更に €

200m の購入を検討している。(FT.com, 2/4/2008) (wsj.com, 2/4-5/2008)  

 

（７）ユナイテッド、受託手荷物料金 徴収開始 

UA が、2 個目の受託手荷物に対して $25 の徴収を開始する。 UA の Mileage Plus プロ

グラムや Silver Status や Star Alliance の常顧客には適用されない。 5 月 5 日以降に出発

する米国内線とカナダ路線に適用される。 また、全ての旅客に対して 3 個〜4 個の受

託手荷物に対して、1 個 $100 を徴収する他、重量手荷物に対しては、重量に従って現

行の倍の 1 個 $100 或は $200 を徴収する。 UA は、この措置により新たに$100m（110

億円）のコスト セーブと収入増を期待する。 UA によると、4 人に 1 人の旅客は 2 個

目の手荷物を預けている。 現在、Spirits や Skybus などの LCC を除いて、航空会社は

50 ポンドまでの手荷物 2 個を無料で預かっている。 UA 以外の各社がマッチングする

かどうかが注目されている。(wsj.com, 2/5/2008) 

Spirits Airlines は、2 月 20 日から受託手荷物料金を現行の $10 から $20（オンライン予

約の場合は $5 から $10）へ倍増させる。 Spirits は、昨年の 6 月から受託手荷物の有

料化を開始しているほか、機内の飲み物に対して $1 を徴収している。(DTW, 2/7/2008) 

 

（８）米航空会社 定時性、2000 年以来 最悪を記録 

米運輸省の統計によると、2007 年の航空会社の定時性が 2000 年以来最悪を記録した。 

2007 年の定時性は 73.4%となり、2006 年よりも▲2%ポイント低下した。 これは、運

輸省が統計を取り始めた 1995 年以来 2 番目に低い記録。 12 月は、2007 年の最低 64.3%

であった。 航空会社別では、1 位 WN 80.1%、2 位 DL 76.9%、3 位 FL 76.8%、最下位

US 68.7%、下から 2 位 AA 68.74%、同 3 位 NW 69.6%。 

手荷物トラブルは、1,000 旅客当たり 7.03 個と、これも 2006 年の 6.73 個よりも増加し

た。 運輸省に対する苦情数は、10,000 旅客当たり 1.12 に、前年の 1.0 よりも増加した。

(wsj.com, 2/5/2008) (nytimes.com, 2/6/2008) 

 

（９）全席ビジネス シルバージェット株急落 

1 月の L/F はタッタの 54%で、継続してキャッシュ持ち出しとなるだろうと言う発表の

直後に大西洋線全席ビジネス・クラスの Silverjet の株価が、2 月 5 日、株価が殆ど▲25%

低下した。 株価は、▲23%急落し 29.25 ペンスとなった。 この株価は昨年 3 月の 209

ペンスに比較して 14%のレベルとなる。 昨年 1 月に運行を開始した Silverjet は、3 月

には月間初の利益を計上すると語っている。 12 月の Maxjet 破綻以来、全席長距離ビ

ジネス・クラスの航空会社モデルのバイアビリティー（事業継続能力）が問われ始めて

いる。 英開発業者の超富豪The Reuben兄弟が 11月にSilverjetの支援者となっている。 

初年度の予想以上の欠損に対して、£10m の転換社債を Reuben 兄弟の TFB（Mortgage）
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に発行し、£12m の新株を発行して、£22m（47 億円）の新たな資金を調達した。 Silverjet

は、2006 年 5 月に £25.3m の上場益（net proceeds）を獲得し、そして昨年 4 月（？ママ）

には £24.6m の増資を行っている。 同社は、現在 Luton=EWR 毎日 2 便と DBX 毎日便

を運行している。(FT.com, 2/5/2008) 

 

 

 

 

（10）アリタリア、マルペンサ便大幅減便 

AZ は、4 月から Malpensa 発着便を 180 スロットに▲50%削減する。 同時に Linate 発

着便を+20%増便、Fumicino 発着便を+18%増便する。 ROM と MIL のダブル ハブ維

持を中止する。 合計便数は、前年同期比およそ▲520 便減便し、2,390 便にする。 1

月 24 日の伊政府の崩壊と Air One の入札手順を巡る提訴で、AZ 売却の決定が遅れる可

能性が出てきている。 最終入札者に選ばれた AF/KLM は、現在、予定通り 3 月中旬

まで AZ の帳簿を精査中。(FT.com, 2/5/2008) 
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（11）イージージェット、利益見通し変更せず 

easyJet は、第 1 四半期決算で前年同期比 +14.1%増の £418m（440 億円）の収入を達成

した。 Ryanair の減益▲50%のワーニングとは対照的に、easyJet は 9 月に終了する年

度決算の +20%増益見通しを維持する。(FT.com, 2/7/2008) (easyjet.com) 
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（12）米国 管制官不足深刻 

27 年前の 1981 年に、当時のレーガン大統領は、ストライキに参加した 12,000 人の管制

官を首にした。 最近数ヶ月間で、管制官の大量退職が発生している。 1981 年に採

用された人達が定年を迎えているのに加え、2006 年の勤務条件の切り下げが管制官の

退職に拍車をかけている。 1 月時点の公認管制官は 11,000 人の過去 10 年以上の期間

で最低の人数となっている。 管制官 15,000 人で構成する全米管制官組合は、混雑空

港である ATL, ORD, DFW, NYC と南加州の管制官不足（staffing emergencies）を訴え、

このままでは安全性に影響が出る怖れ無しとしないと言っている。 FAA は、採用増

と現職管制官の維持の為に $24,000 の特別ボーナスを支給しているが、退職ペースを止

めるまでには効果が発揮出来ていない。 最近の定時性悪化も、その何割かは管制官不

足によると言われている。 NATCA は、遅延の 25%は管制官不足が影響を与えている

と言っている。(wsj.com, 2/6/2008) 

 

（13）米 FAA 長官指名反対される 

ブッシュ政権の次期 FAA 長官 Bobby Sturgell の指名が、2 月７日の指名確認公聴会で

New Jersey 選出の 2 人の乗員銀 Sens. Robert Menendez と Frabk Lautenberg によって否決

された。 彼等は、管制官の大量退役に加えて最近のニアミスの発生と滑走路誤侵入に

懸念を示している。 この否決は、昨年 10 月の指名以来 Sturgell を支持してきた航空業

界に大きな打撃を与えるだろう。 Sturgell の北東空域の再編成による New Jersey 地区

住民の航空機騒音公害発生が、否決の真の原因と言われている。(wsj.com, 2/8/2008) 

 

 

 

 

 水 運  

 

（１）テューイ、Temasek とハッパグロイド+NOL 合併協議開始 

Tui が保有する Hapag-Lloyd（独）と Neptune Orient Lines（シンガポール）間の合併協議

が開始されている。 合併が成立すれば、デンマークのマースクと競争する世界第 3 位

のコンテナ海運企業が誕生する。 

Tui は、欧州最大の旅行会社 Tui Travel の 51%を保有する一方で、Hapag-Lloyd コンテナ

海運企業を保有して、サイクリックに変動する事業収支を相互に補完し合う“二本柱戦

略”（two pillar strategy）を採用している。 14 年近く君臨している Tui CEO Michael 

Frenzel は、Hapag-Lloyd の拡大の為に 2005 年にカナダの CP Ships とその大西洋航路を

買収した。 しかし、翌年には海運市況とホリデー旅行販売の同時低迷により、Tui は
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赤字に転落し、株主達から Frenzel の戦略の失策が避難され、海運部門分離と Frenzel

の退任の要求が強まっている。 

Frenzel は、旅行部門の赤字は、インターネット販売よる影響の為であり、経済的なサ

イクルによるものではないと言っている。 そして、2007 年春には、旅行部門を英国

の First Choice と合併させ、より大きな Tui Travel を設立した。 Tui が保有する大手ホ

テル合弁事業（Tui 株を 30%保有）については、Tui Travel に移譲せず本体の資産として

残している。 そして、昨年は、ロシアの鉄鋼グループ Severstal を所有している Alexei 

Mordashov を説得して、ロシアに於ける旅行事業に対する投資計画をまとめている。 

つまり、Frenzel は、旅行に関連する株主 30%を味方に付けて、2 本柱戦略維持と自身の

CEO 職延命を画策している。 Hapag-Lloyd と NOL の合併で、NOL の 68%を保有して

いる Temasek は、NOL 全株と Tui 株 20%以上との交換が検討されている様だが、一方

では Temasek は、旅行事業には興味を示していないとも言われている。 何れにしても、

Frenzel の目論見は、全て Temasek の出方次第となる様だ。(FT.com, 2/5-6/2008) (wsj.com, 

2/7/2008) 
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 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）エービス、2007 年収支 見通し通り 

Avis Budget Group は、2007 収支が見通し通りとなるだろうと発表した。 特別費用を

除去した EBITDA は、$405〜$410 の幅に、税前利益は予想幅の下位の $195m となる模

様。 2008 年は、2007 年収支を上回る業績を達成すると言っている。(DTW, 1/23/2008) 

 

（２）アルストム（仏）新高速列車開発 

Alstom（仏）が、新設計に基づく時速 360km 高速走行可能な AGV（Automotrice Grand 

Vitesse）を開発した。 これは、1981年に PAR=Lyons間の専用高速列車 TGV（train a grand 

vitesse）に次ぐ高速鉄道列車開発。 AGV は、ドイツの ICE3 をベースにした Siemens

の Velaro デザイン高速列車（既にスペインとロシアから受注に成功）と競合する。 

AGV は、機関車を客車に代えることによって不足する出力は、客車の台車にモーター

を装備した電動車にすることによって補う。 その際、中間の電動車は今までの TGV

の客車のような連接台車からボギー台車に変更される。 現在の受注は、イタリアの

NTV からの 25 ユニットのみとなっている。 仏国鉄 SNCF は、既存の 2 階建て TGV 

Duplex の継続を希望している。（現在のところ AGV は、床下スペースとの関係で 2 階

建て客車の開発が困難となっている。(FT.com, 2/5/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

France's Alstom unveiled the Automotrice à 

Grande Vitesse, or AGV, train for the first 

time on Tuesday. The train, which will first 

go into service on a high-speed line between 

Milan and Naples, Italy, is expected to 

become an important fixture on Europe's 

high-speed rail network. 
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Unlike previous high-speed train programs, like the TGV, an international export success story, Alstom has not relied 

on France's national railway SNCF to develop the AGV. Instead, Alstom has pumped €100 million of its own money 

into the project. 

 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１） 
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 その他  

 

（１）ライアン航空、仏大統領とガールフレンドの肖像権侵害で罰金 

Ryanair が、仏大統領 Nicolas Sarkozy（53）と彼の新しい妻 Carla Bruni（40）の写真を広

告に無断掲載したとして、裁判所は、Ryanair に対して Salkozy 大領領には象徴的な €1、

Bruni には €60,000（950 万円）の賠償金の支払いを命じた。 Ryanair は、両氏の写真

を先週初めの仏日刊紙の Les Parisien に掲載し、Bruni の言葉で「Ryanair の便で私達の

全家族が結婚式に来る事が出来るわ」と言わせている。 Bruni は €500,000（7,750 万

円）を要求していた。(nytimes.com, 2/6/2008) 

 

 

French President Nicolas Sarkozy and his new wife, Carla Bruni, in Cairo, Egypt. 

 

 

 

 

編集後記  

 

 

 

 

 

表紙： 

#124 カラス Ⅲ 

6 色 3 版 （骨板：シナベニヤ） 

H 147mm×W 210mm 

2000 年 2 月作 
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