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＜米法人旅行トレンド特集＞ 

 

travelweekly.com, 2/04/2009 

1. Spending crackdown on bail-out companies spares travel 

 米財務省、政府補助金支給企業に支出ポリシーの設定要求 

 

米財務省は、政府補助金支給企業に対して、航空サービス（プライベート・ジェット）、

事務所や施設の改修、エンターテイメントやホリデー パーティー、会議、イベントの

支出に関するガイドラインの設定を要求するだろう。 

上院では、財務省に対して補助金支給企業に対する自家用ジェット機、出張旅費を含む

支出ガイドラインの設定を義務づける S133 法案が準備されつつある。 このガイドラ

インは、会議やイベントやエンターテイメントや社員慰安旅行、そして議会に対するロ

ビーイングについても適用される。 

この政策は、オバマ大統領の補助金支給企業の経営陣に対する 50 万ドル報酬キャップ

計画と軌を一にしている。 

 

旅行業界は、特に MICE 関連の業界は、このイニシャティブが企業活動に必須の通常の

法人旅行にまで悪影響を与えてしまうことを懸念している。 業界は、財務省は贅沢な

浪費を禁止するのであって、通常のビジネスに必要な法人旅行支出迄を妨げるものでは

ないと言っている。 しかし企業は、必要以上に“他人の目”や“風評”を気にして法

人旅行やインセンティブ旅行や会議/イベントの実施に神経質になっている。 会議や

イベントのキャンセルが続発している。 

 

U.S. Travel Association は、米企業の出張旅行ガイドラインとベスト・プラクティスを提

案した。 

 

このガイドラインは、以下の内容を含んでいる。 

（１）$75,000 を超える会議やイベントについては、開催目的とその予想されるリター

ンを記した書面を準備しなければならない。 （２）インセンティブ・プログラムの参

加者は、少なくも 90%以上が主催者以外の人達によって占められなければならない。 

（３）会議、イベント、インセンティブ旅行は、その企業の販売マーケティング費用全

体の 15%以下でなければならない。 ■ 
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travelweekly.com, 2/10/2009 

2. Citigroup subsidiary chancels incentive trip and convention 

 シティーグループ子会社、インセンティブ旅行キャンセル 

 

Citigroup の子会社 Primerica Financial Services が、1,500 人のトップ エージェントを招待

したバハマのAtlantisリゾートへのインセンティブツアーを取り消した。 Primericaは、

6 月に ATL で開催する予定であった隔年のコンベンション（55,000 人が参加）もキャン

セルしている。 Citigroup は、米政府より $45bn の補助金を受け取っており、現下の

不況のためにやむなく取り消した発表している。 Atlantis では、2 月下旬に予定され

ていたテーマパークの大型コンベンションについても取り消されている。  

 

昨年 10 月に、巨額の政府補助金 $85bn を受け取った後に贅沢な幹部の豪華慰安旅行を

カリフォルニアの Half Moon Bay の Ritz-Carlton Resort 実施した AIG が、世間から大バ

ッシングを受けた。 以来、企業はイベントや会議の開催にことのほか神経質に会って

いる。 ネガティブな評判を立てられることを極度に恐れている。 業界では、これを

“AIG 効果”と呼んでいる。 ■ 

 

 

 

wsj.com, 2/11/2009 

3. Cessna Fights Back On Private-Jet Trend 

 セスナ、プライベート・ジェットのバッシングに戦う 

 

デトロイトの自動車メーカーの CEO 達が、政府の補助金を陳情しに WAS へ自家用機で

訪れて以来、ビジネス・ジェット機のバッシングが継続している。 多くの企業が、自

家用機のフリート削減し、発注を取消、デリバリーを遅らせている。 幾つかのジェッ

ト機メーカーでは、▲56%の生産削減が始まっている。 Textron の一部門である Cessna 

Aircraft では、総従業員の 1/3 に当たる▲4,600 人以上のレイオフを行っている。 

Hawker Beechcraft では、今月初め▲2,300 人をレイオフした。 そして更に多くの人員

削減を予定している。 Cessna は、ネガティブな PR に対抗するために、自家用機の使

用がどれだけ会社業績に貢献しているかの宣伝キャンペーンを開始した。 ■ 
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wsj.com, 2/13/2009 

4. Hotels Say, We’re Businesses, Too 

 ホテル業界、法人のキャンセル続発で痛手 

 

米国議会は、公的資金援助を受けた企業の法人旅行を規制している。 その結果大手の

業は、浪費疑惑を持たれる恐れから、会議開催のキャンセルを続発させている。 

その考え方に不満を持つホテルは、意見広告、政治家とのロビー活動、キャンセルを止

めるよう法人顧客に対して懇願するなど奮闘している。 

企業（公的資金援助を受けていない企業でさえ）の相次ぐミーティング開催のキャンセ

ルにより、Marriott International や Starwood Hotels & Resorts Worldwide 等は、ここ数ヶ

月間で法人売り上げの低下が見られる。 ホテルにとって法人によるキャンセルは、レ

ジャー宿泊客減と共に減収に繋がる大問題だ。 Marriott が Moon Bay（San Francisco 郊

外）に所有する Ritz-Carlton は、特にグループ宿泊客（ゼミナール、インセンティブ旅

行、静養目的）のキャンセルによる痛手が大きい。 Las Vegas では、これまで会議開

催から毎年 $8.5bn の収入を獲得していた。 Harrah’s が Las Vegas に所有する Paris Las 

Vegas and Bally’s では 10 月に 2 週間予定の大規模なイベントがキャンセルされた。 開

催されていれば $8m から $10m の収入があったと推定されている。 

 

キャンセルした側は、ペナルティーとしてイベント収入

の 25%から 50%を支払わされる。 $10bn の公的援助を

受けた Goldman Sachs Group は、Las Vegas の Mandalay 

Bay (MGM Mirage が所有)で予定されていたミーティン

グ開催場所を San Francisco に移した。 $25bn の公的援

助を受けた Well Fargo & Co も Wynn Resorts でのイベン

ト予約をキャンセルした。 このように相次ぐ予約キャ

ンセルの結果、The U.S. Travel Association 及びその他 6

社は、法人開催のミーティング、イベント，インセンテ

ィブ旅行に対する不必要な制限に対しての懸念を発表

した。 ■ 

 

Wells Fargo & Co. recently canceled an event 

booked with Wynn Resorts, owner of Encore 

casino and hotel, which opened in December. 
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5. 其の他のニュース 

 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）チケットマスターとライブネーション合併に大反対 

Ticketmaster と Live Nation の合併は、ミュージック業界のチケット販売、コンサート会

場運営、アーチスト管理とマーチャンダイヂジングに亘る幅広い分野をカバーする強力

な垂直統合された企業を作り出すだろう。 株式交換方式による 50:50 の合併は、Live 

Nation Entertainment と呼ばれるバリュー $2.5bn の会社を作り上げる。 アーチスト、

政治家、競争法弁護士などは、コンサート チケット料金の値上げに繋がることになり

競争を著しく排除するので、この合併は認めるべきではないと主張している。 業界の

内外を通じた合併承認反対の声が沸き上がっている。 オバマ大統領が指名する司法省

の競争法担当ヘッド Christine Varney は、彼女が FTA 在籍時代に この類いの垂直的合併

に対して否定的な態度をとっていることで有名

だ。 Varney は、彼女が承認されれば、多分この

合併承認に消極的な対応を示すだろう。 この合

併は、オバマ新政権の企業合併に対する対応振り

の試金石となるだろう。（Varney の議会承認には、

1 ヶ 月 以 上 が か か る だ ろ う 。） (FT.com, 

2/09-10/2009) (wsj.com, 2/12/2009) 

Sen. Charles Schumer, above, and Rep. Bill 

Pascrell wrote Attorney General Eric Holder on 

Wednesday to urge the Justice Department to 

block the merger of Ticketmaster and Live Nation 

on antitrust grounds 

 

（２）UATP、マーチャントにホテルとレンタカーを追加 

ARCと IATAの清算システムを補完している航空券販売のクレジットカードのUniversal 

Air Travel Plan（UATP）が、今年 マーチャントベースをホテルとレンタカーに拡張す

ることを計画している。 これは、カード所有法人企業の多くが望んでいるため。 

UATP は、既に幾つかの旅行会社と鉄道会社をマーチャントに加えている。 UATP は、

2003 年に複数の通貨を為替手数料無しで清算するインハウスの清算サービス UATP 

Settlement Service（USS）を開始している。(travelweekly.com, 2/09/2009) 
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（３）英国企業、出張費抑制 

Institute of Travel Management の調査によると、英国企業の 5 社に 1 社が海外出張の全面

禁止を実施している。 一方 Economic Intelligence Unit によると、47%の企業の幹部が

向こう 12 ヶ月間で出張を減らすと言っている。 Business Travel Show の調査は、38%

の法人旅行の購入者達が今年の支出をカットすると言っている。 

これらの支出削減は、ポンド安にも拘わらず 英国の輸出の減少を引き起こすだろう。 

事務所スペース賃貸業 Regus は、先週、昨年夏頃よりビデオ会議予約が月間 1,300 から

2,500 に上昇していると語っている。(FT.com, 2/09/2009) 

 

（４）裁判所、ジョイスターのチャプター11 申請承認 

Fort Lauderdale の破産裁判所は、2 月 10 日、Joystar のペンディングとなっているチャプ

ター7（企業清算）から、会社再建の途が拓けるチャプター11（更生）への申請変更を

認める決定を行った。 数千ドルのコミッションの支払い請求を行っている 15 人の旅

行エージェントが、Joystar の 12 月 31 日迄のチャプター7 による清算（involuntary 

bankruptcy）申請を裁判所に要請していた。 これに加えて、裁判所は、独立契約者の

クルーズ 4 社（Carnival, Holland America, Princess, NCL）の予約の代替ホスト旅行会社へ

の移管とそれに対するコミッションの支払いを許可した。(travelweekly.com, 2/10/2009) 

 

（５）トラベルズー、Fly.com 検索サイト試験開始 

Travelzoo が、先週、メタサーチ検索エンジンの Fly.com のβテストを開始した。  

株式上場会社が旅行の比較ショッピングに参入するのは、2004 年の Yahoo の FareChase

の買収以来の出来事。 この検索エンジンは、現在航空便検索しか出来ないが、今後ホ

テル、レンタカー、クルーズ、バケーション・パッケージにもカバレッジを拡大し、既

存の確立したプレイヤーであるKayak, FareChase, Mobissimoと競合することになるだろ

う。 競合他社と同様、Fly.com は、消費者にレートのショップと比較を可能にし、そ

れから予約を希望する顧客をサプライヤーWeb サイトに送り込む。 Travelzoo は、

Fly.com のドメイン名に $1.5m を支払った。 誰からこのドメイン名を購入したかは明

らかにされていない。 ディール（格安旅行商品）のニュースレターと Travelzoo.com

とアフィリエートサイトに対する広告販売に特化している Travelzoo は、Fly.com を利用

してオーディエンスの拡大を目論む。 Fly.com の消費者は、Travelzoo の 900 以上の 

旅行会社とサプライヤーの関連した広告を見ることが可能になる。 例えば、EWR=CHI

便を検索した消費者は、検索画面でシカゴのホテルやレンタカー会社の Travelzoo の広

告を見るだろう。 Travelzoo の第 4 四半期決算は、▲$129,000 の欠損であった。 収

入は $19.9m であった。(travelweekly.com, 2/111/2009) 
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（６）英国ホリデーメーカー、ポンド安でユーロ圏の旅行目的地を嫌う 

英国の休暇旅行者が、ユーロに対するポンド安で旅行目的地をスペインやポルトガルか

ら、トルコやエジプトに変更している。 Thomas Cook によれば、スペインやポルトガ

ルへの旅行予約が▲28%〜▲38%減少しているという。 反対にユーロ圏以外のオール

インクルーシブツアーは +12%も増加して、全体の販売の 40%を更生する迄に至ってい

る。 第 4 四半期の営業損失は、特別勘定項目除去後で▲£27.4m であった。 前年同

期は、▲£57.3m（pro forma）。(FT.com, 2/12/2009) 

 

（７）キューバ旅行解禁か？ 

米下院で導入された Freedom to Travel Cuba Act が可決されれば、1963 年の対キューバ経

済制裁が制定されてから初めてキューバへの渡航が解禁されるだろう。 オバマ大統領

は、米国在住のキューバ移住者のキューバ訪問と現金送金の規制緩和に前向きな発言を

行っている。(travelweekly.com, 2/12/2009) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）US1549 便クルー、CBS ニュースがインタビュー 

後部ポジションを任されていた 38 年間の乗務経験を有する客室乗務員 Doreen Welsh

（58）は、足に深い裂傷を負ったが、彼女を押しのけて後部非常を開けた旅客を怒鳴っ

て、座席を乗り越えさせて前方扉から脱出させた・・・・。 

 

 

Katie Couric conducting the first interview in Charlotte, N.C., with the entire crew of US Airways Flight 1549. 

(wsj.com, 2/09/2009) 
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（２）現在の航空運賃値引きは長続きしない 

2009 年の始まりの最初の数週間で、航空会社は、景気後退によって減少しているプレ

ミアム旅客需要の穴埋めのために大幅な運賃値引きを開始していることを認めている。 

しかし、この値引きは長くは続かないと言っている。 主要 9 社の米航空会社は、2008

年に▲$14.4bn の欠損を計上した。 航空会社は、安定的収入を確保するために、アラ

カルト運賃を積極的に導入している。 国内線短距離便の多い US 航空は、アラカルト

運賃収入により $400m から $500m を稼ぐだろう。(travelweekly.com, 2/06/2009) 

 

（３）マーフィン、オリンピック航空買収交渉開始 

ギリシャの Marfin Investment Group が、2 月 10 日ギ政府と国営 OA の買収交渉を正式に

開始した。 ギ政府の OA 売却に対する国際入札は、買収希望価格を提示した入札者が

現れず先週失敗に終わったばかり。 Marfin は、OA の運航・地上ハンドリング・整備

の 3 部門を少なくとも $200m で買収する意図を有している。 OA は、毎日 €2m の赤

字を垂れ流している。 ギリシャ第 2 位の民間航空会社 Aegean Airlines は、昨年初めて

OA よりも多い旅客を輸送した。 Marfin は、Hellenic Telecoms の少数株を Deutsche 

Telekom に売却して €1.2bn の現金リザーブを保有している。 OA の戦闘的な組合員

4,500 人は、OA の民営化に反対している。(FT.com, 2/09/2009) 

 

（４）アラスカ航空、バージンアメリカ法人資格要件審査を要求 

Alaska Airlines が、Virgin America の米航空会社法人資格要件（米国市民による保有と実

質的経営の実行）の審査を米運輸省に要求した。 AS は、米株主が Virgin America の

株式を放出すると予想されるので、Virgin America の株主は Richard Branson の Virgin 

Group（英）1 社のみとなり、法人資格要件から外れてしまうと訴えている。 

Virgin America は、現米株主の Black Canyon と

Cyrus Capital Partners が株式を放出する場合に備

え、投資銀行の Lazard を雇い、新たな米株主を

探し始めている。 Virgin America は、米国航空

会社として法人資格要件をシッカリ全うしてい

るので、AS の審査要求は全く的外れだと非難し

ている。(FT.com, 2/10/2009) (wsj.com, 2/11/2009) 

Questions about whether Virgin America was truly in the 

hands of U.S. investors delayed the airline's launch until 

August 2007. Above, Richard Branson at a reception in 

San Francisco celebrating the carrier's first flights. 
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（５）AA 航空、整備不良で脱出シュートを故障させる 

AA 航空の整備不良により、数機の MD80 型機の後部脱出シュートを故障させる事故が

発生した。 脱出シュート装着時に整備規定に定められている以外のツールを使用した

ために、緊急脱出時に空気を送り込んでシューターを膨らませる管を破損させているこ

とが数機の BD80 型機で発見された。 AA は、およそ 270 機の MD80 型機の迅速点検

を実施することとなった。 AA は全シューターを点検し、問題が有る機材については

一度取り外し再装備することを FAA に約束した。 この点検によるスケジュールへの

影響は発生しない。 AA の整備信頼性が再び問題にされている。 AA と FAA の間で

は、昨年の同型機の着陸装置室内部の電気配線被覆の問題（稼働部との接触により被覆

が剥けて電気的ショートが発生し燃料タンク爆発に繋がる可能性が有ると FAA は主

張）で、MD80 型機全機緊急点検実施（数十万人の旅客がストランドした）以来 緊張

関係が続いている。 (wsj.com, 2/09/2009) 

 

（６）米下院運輸委員会議長、米航空会社の外資規制強化を検討 

米下院運輸委員会議長の James Oberstar は、米航空会社に対する外資規制の強化を計画

している。 FAA の再承認法（FAA 管理法は、既に失効しているが 3 月末迄延長され

ている）の中に、外資規制強化策を組み込むことが検討されている。 現行法では、米

国航空会社の実質的支配は米国市民により実施されなければならないとしているが、具

体的にどの活動が米国市民により管理されなければいけないのかは、ケースバイケース

により政府が決定するとされている。 Oberstar は、具体的にどんな活動が支配されな

ければならないかを法として明文化することを試みる。 彼は、「米国の航空会社は国

家の資産であり百貨店とは違う」と言っている。 

米国に対して外資規制の緩和を求めている欧州連合にとっては、これは困った法案とな

るだろう。 欧州連合は、昨年の 3 月に導入した大西洋オープンスカイ協定に続いて、

米国航空会社に対する外資規制緩和（特に外資の議決権株 25%未満の緩和）を求めてい

る。 米欧当局による第 2 段階の自由化協議が今春から開始される予定になっている。

(wsj.com, 2/12/2009) 

 

（７）アメリカン航空、機内で現金取扱中止 

AA は、今年夏期から国内線とカナダ路線の機内に於ける現金収受を中止する。 機内

販売の決済は、主要クレジットカードとデビットカードのみとなる。 AA の客室乗務

員は、 2006 年 5 月より機内で携帯カード・プロセッサーを使用している。

(travelweekly.com, 2/10/2009) 
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（８）未使用航空券の慈善団体寄付は 何故許されないのか 

結局は無駄にされている多くの未使用航空券

が存在する。 航空会社は、決してどの位の未

使用航空券が存在するのかを明らかにしない。 

或るコンサルタントによると、収入の 2%〜3%

の膨大の量の未使用航空券が存在しているら

しい。 米主要航空会社 10 社の収入をベース

にこの率をかけると $1.8bn から $2.7bn の使

われずじまいの未使用航空券が存在する。 

（ノーショーやスケジュール変更で未使用となった航空券は、次回の旅行に変更手数料 

$100〜 $200 を支払って利用する事が出来る。 航空券の有効期限は発行日から 1 年以

内なので、それを過ぎると只の紙屑となってしまう。） 

航空会社は、登録された慈善団体へのマイレッジの寄付を認めているにもかかわらず、

未使用航空券の寄付は認めていない。 運賃規則に抵触する、不正使用に利用されてし

まう、運賃構造が崩壊する（安く購入して高く売られてしまう可能性がある）、テクノ

ロジーが準備できないなどを理由に、航空券の名義の変更を許していない。 

Make-A-Wish 慈善団体は、年間 $31.8m の航空券を購入している。（内$3.6m はマイレッ

ジの寄付） 消費者の間から航空会社の厳格な規則に対する批判が上がっている。

(wsj.com, 2/10/2009) 

 

（９）ユナイテッド、インドの苦情処理センター閉鎖 

UA が、主として苦情を処理するインドの顧客コールセンターを 4 月末迄に閉鎖する。 

顧客には e-メールや手紙で連絡して欲しいと言っている。 CHI と HNL のコールセン

ター（165 人）は、苦情処理対応を訓練させられる。 DTT の第 3 のコールセンターは、

現状通りの運営が継続される。 これは、▲1,000 人レイオフ追加計画の一環。 UA

は、年内に▲9,000 人を減員する計画。(wsj.com, 2/10/2009) 

 

（10）英国空港利用者数 1 月実績▲6.3%減 

英国主要 7 空港を運営する BAA は、1 月の空港利用者数が前年同月比で▲6.3%減少し 

940 万人となったと発表した。 月間利用者数の減少は、10 ヶ月連続で発生している。 

発着便数は▲7.5%減であった。 LGW は▲10.8%減、STN は▲11.2%減と大幅な減少が

継続している。 LGW の売却を進めている BAA にとっては、利用者数の減少は大きな

痛手となるだろう。 また第 2 滑走路建設を計画している STN についても決して好ま

しいことではない。(FT.com, 2/11/2009) 
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（11）シンガポール航空、ヘッジ損+需要減少+為替安で減損▲43% 

SQ の第 3 四半期決算が▲43%減益の S$337m（206 億円）の純益となった。 前年同期

は S$590m であった。 収入は、▲2.6%減少して S$4.16bn であった。 第 3 四半期の

燃油ヘッジ損は▲S$341m。 石油価格が上昇しない限り、この先同じような燃油ヘッ

ジ損が発生する。 第 4 四半期には、消費量の 44%を $131/B でヘッジッしている。 ポ

ンド、豪ドル、ユーロに対する S ドル高が、営業利益を▲S$144m 低下させた。 SQ

は、先月供給の 3%に相当する▲214 便をカットすると発表した。(wsj.com, 2/11/2009) 

 

（12）アセアン、2015 年迄に航空の完全自由化 

ASEAN が、2015 年迄に域内の航空完全自由化実施に向かって予定通り進んでいる。 

既にLCCのTiger Airwaysを含む幾つかの航空会

社は、自由化による事業チャンス拡大を睨んで

成長路線を突き進んでいる。 Tiger は、2010

年迄に法人旅行を全輸送量の 15%まで 3 倍に拡

大することを計画している。 Tiger CEO Tony 

Davis は、燃油費の低下により、LCC は低運賃

を提供し新規需要の創造にますます貢献するだ

ろう、そして最大の障害は、FSA の保護に走る

政府の保護主義の発生だと語っている。

(channelnewsasia.com, 2/11/2009) 

 

（13）ウエストジェット（加）、客室乗務員編成削減を政府に陳情 

WestJet 航空が、カナダ政府に対して 1 便当たりの客室乗務員編成率の削減を陳情して

いる。 カナダでは、客室 40 席当たり 1 名の客室乗務員の乗務を定めている。 米 FAA

の規則では International Civil Aviation Authorityのガイドラインである 50席当たり 1人を

採用している。 WestJet は、米国並み基準の導入を要求している。 B737 型機×76 機

は 4 人編成乗務となっているが、WestJet は増機しつつある B737-800 型機（166 席）に

ついても、他の B737 型機と同一編成の 4 人乗務を希望している。(wsj.com, 2/11/2009) 

 

（14）バージンとライアンエアーで人員カット 

Virgin Atlantic 航空が、従業員の 7%に当たる▲600 人をカットすることを計画している。 

冬期の▲1%~2%の供給削減に加え、向こう 12 ヶ月間では▲7%~10%を削減する予定。 

同社は、4,500 人の客室乗務員と 800 人のパイロットを含む 8,400 人の従業員に対して

600 人規模の無給休暇取得を要請する協議を開始した。 

欧州 LCC 最大手の Ryanair は、需要減少に対応して欧州最大基地の 1 つである Dublin

空港の運営規模を縮小する。 Ryanair が供給を削減するのは、これが初めて。 同空
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港の駐機機数を 22 機から 18 機に減少させ、人員を▲200 人カットする。 アイルラン

ド政府は、3 月 30 日から出発航空旅客に対して €10 の人頭税を徴収する。 そして

Dublin 空港の使用料を値上げする。 Ryanair は、来年度（2009 年 4 月〜2010 年 3 月）

のDublin発着旅客が▲19%減少して 870万人になると予測している。(FT.com, 2/12/2009) 

 

（15）英国航空とアイベリア航空 合併近づく 

消息筋によると、2 月 12 日に開催される IB の取締役会で £3.16bn に上る BA との合併

に関する新たな案が討議されるだろう。 この新たな案は、合併を促進させるだろう。 

この案には、合併の根幹となる株式交換比率や合併会社のガバナンスについても含まれ

ている。 BA は、株主総会が開かれる 3 月 5 日以前には、IB との合併案件に対する意

思決定を行うことを望んでいる。 現在の合併案では、2 社のブランドを維持し、ロー

カルのヘッドを LON と MAD に置いた 2 ブランド運営が基本となっている。(wsj.com, 

2/12/2009) 

 

（16）インド、外資規制緩和へ 

インド政府が、自国航空会社に対する外資規制の緩和を検討している。 現在インドの

航空会社に対する外国企業の投資は 49%までが認められている。 しかし外国航空会社

の投資は、直接的にも間接的にも一切認められていない。 インドの航空会社は、この

規制を撤廃し資金調達の途を拡張することを欲している。 政府は、旬日の内に閣僚級

のレベルで規制緩和を決定するだろう。 しかし法として施行される迄には時間がかか

るだろう。 4 月後半から 5 月初めに予定されている総選挙後となるだろう。(wsj.com, 

2/12/2009) 
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（17）元パイロットが FAA 長官候補に 

コンサルタントで元パイロットの Randy Babbitt が、長い間空席となっている FAA 長官

の候補に挙っている。 新たに指名される長官には、管制官組合との労使協議の進展と

主要都市の空港混雑解消という難問が待ち構えている。 オバマ大統領が運輸省長官に

Ray LaHood を任命したので、次期 FAA 長官は航空業界と労働組合と密接に関係したベ

テランの起用となると見られていた。 Babbittは 25年間EAのパイロットを勤めた後、

大統領指名の FAA Management Advisory Council のメンバーとなり、昨年には FAA の航

空安全システムの再評価委員会に加わった経験を有している。(FT.com, 2/12/2009) 

 

 

（18）AF/KLM、第 3 四半期決算で損失計上 

AF/KLM が第 3 四半期で営業損失▲€194m を計上した。 前年同期では営業利益 +€

311m。 9 月間では、営業利益 +€445m（前年同期は +€1.45bn）であった。 

第 3 四半期の純損は▲€505m（前年同期は +€139m の利益計上）であった。 この損失

計上には、燃油ヘッジ損▲€288m が影響している。 9 ヶ月間の燃油ヘッジ損は▲€649m。 

AF/KLM は、夏ダイヤの供給を▲2%削減する他、資本支出を▲€1.2bn カットする。 幾

つかのヘッジ契約解除後で、2009 年度には消費量の 43%、2010 年度と 2011 年度の 2

年間では 20%のヘッジが残っている。(FT.com, 2/13/2009) 

 

 

（19）コンチネンタル航空、ボンバルディア DHC8 Q400 型機 民家に墜落 

2 月 12 日、CO3407 便 EWR 発 Buffalo 行きの DHC8 Q400 型機（双発ターボエンジン機

74 席）が、Buffalo 近郊の NYC 州 Clarence Center の村落の民家に墜落した。 乗員乗客

49 名と地上で巻き添えとなった 1 人の合計 50 人が死亡した。 国家運輸安全委員会が

事故原因解明の調査に乗り出した。 天候は悪くなく、関係者は翼の着氷が原因ではな

いかと言っている。 ボンバルディア製の DHC8 Q400 型機は、比較的新しいモデルで、

COは 2008年の 2月より使用を開始し、事故機の実際の運航は Colgan Airが行っていた。

(nytimes.com, 2/13/2009) 
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With a section of the tail visible, firefighters sprayed the scene of the crash. 

 

 

The fiery scene at the site of the crash in the hamlet of Clarence Center, N.Y. on Thursday evening. All 49 people 

aboard the plane, Continental Connection Flight 3407, and one person in a house destroyed by the plane were killed. 
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 水 運  

 

（１）ドライシップ、負債返済猶予獲得 デフォルト回避 

DryShips が、Nordea Bank AB より負債返済の猶予を獲得し債務不履行を回避した。 こ

れは、7 月に買収した Ocean Rig ASA の一部ファイナンスに充当するために引き出した 

$650mのクレジットラインの返済の猶予で、今月返済の金利分 $75mを 5月まで延期し、

定期的元本返済を 8 月から開始することとなった。 DryShips は、海運レートの暴落と

世界的金融危機により資本の保全に躍起となっていた。 多くの銀行は、荷動きの停滞

と信用市場の収縮で、世界貿易の事実上の通貨である信用状（LC）の発行を中止して

いる。 企業は、先を争って 配当を削り、造船契約を破棄し、使えない船を係留して

いる。 ドライバルク船 43 隻を保有している同社は、先週、パナマック船を▲43%安

い価格で売却すると発表した。 返済猶予に伴い、デットファシリティーのマージンは 

+1%ポイント上昇し年間 3.125%となる。 また負債が $375m 以下になる迄は、全ての

資本支出は債権者の承認が必要とされる。(wsj.com, 2/09/2009) 

 

（２）NOL（シ）、2009 年通期損失に転落予想 

世界のコンテナ海運大手の 1 社である Neptune Orient Lines（シンガポール）の第 4 四半

期のコンテナ貨物輸送量が、前年同期比で▲14%と大幅に減少した。 世界第 7 位の海

運 APL を保有する NOL は、第 4 四半期で▲$149m（含むリストラ経費 $72m）の欠損

を計上した。 2008 年通期では +$83m の利益計上となった。（2007 年第 4 四半期は

+$196m） NOL は、北米と欧州の需要の減少で、アジアからのコンテナ貨物の荷動き

は当面の間停滞するので 2009 年に損失を計上すると予想している。(FT.com, 2/10/2009) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）米鉄道会社大手 4 社、第 4 四半期増益決算達成 

幾つかのコモディティーの荷動きの急激な減少が発生している中で、Union Pacific, 

BNSF, CSX, Norfolk Southern の米大手鉄道会社 4 社が揃って増益を達成した。 この好

決算の原因は、鉄道会社が、貨物料金の維持どころか値上げに成功しているからだ。 そ

して、4 社は、新たな供給捻出のための投資に対する ROI を上昇させることに成功して

いる。 投下資本のコストを上回る ROI を確保できたのは、過去 60 年以上の間で初め

ての出来事だ。 BNSF では、第 4 四半期に自動車関連貨物（主として新車の輸送）が

前年同期比で▲28.6%も減少したのに拘わらず、料金は +20%上昇した。 同様に国際
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インターモーダル輸送（港から最終消費者間の輸送）は▲11%減少したのに対して、料

金は +5.9%上昇した。 需要が堅調な貨物に対する価格決定力は、もっと強力である。 

West Virginia と Pennsylvania の石炭輸送に収入の 25%を依存している Norfolk Southern

は、発電所と海外の石炭需要の +5%増に対して収入を +33%増加させて $798m を得て

いる。 鉄道の貨物料金の値上げは、燃油費上昇に伴うトラック輸送から鉄道への貨物

のシフトに影響されていると見られていたが、燃油費が大幅に低下した後も鉄道の荷動

きが目に見えて減少していない。 アナリスト達は、トラックからの鉄道の長期的なモ

ーダル・シフトが始まっていると言っている。(FT.com, 2/08/2009) 

 

（２）フェデックス、▲900 人員カット 

世界第 2 位のパッケージ輸送会社 FedEx が、2 月 9 日、テネシー州 Memphis の小口トラ

ック輸送部門で▲900 人の人員カットを実施すると発表した。 このカットは、35,000

人の従業員の 2.5%に相当する。(wsj.com, 2/10/2009) 

米議会は、今後 2 年間の FAA の資金ポリシーと航空使用税を決定する FAA 再承認法

（FAA Reauthorization Act）を準備している。 この法案の中には、FedEx のエクスプレ

ス・デリバリー部門が、現在 Railway Labor Act の保護下により得ている交渉権の剥奪が

含まれている。 つまりこの法案が通れば FedEx は、ローカル レベルに於ける組織化

（組合編成）を阻止する事が出来無くなる。 FedEx は、スト発生によりデリバリー サ

ービスの悪化と労務費の高騰を引き起こすので、Railway Labor Act の適用継続を強く求

めている。 

ライバル企業の UPS は、Railway Labor Act の

適用を認められていない。 この法律が、鉄

道と航空に適用されているからだ。 UPS は

地上ベースの運送業者として設立されたの対

して、FedEx は航空会社として設立されてい

る。 UPS は、FedEx が得ている不公平な特

権の廃止を要求している。(FT.com, 2/09/2009) 

FedEx's most recent job reductions come on top of 

such earlier cost cutting moves as salary cuts and 

suspension of its 401(k) match. 

（３）ハーツ、更に +5%値上げ 

Hertz が、2 月 9 日、更に +5%の値上げを実施すると発表した。 同社は、3 ヶ月前に

北米空港のレンタカー料金を 1 日 +$5 値上げしたばかり。 Hertz は、過去 2 年間で▲

$500m 以上のコスト削減に努力しているが、より収支改善には再度の値上げが必要とな

ったと説明している。 同社は、2008 年の第 4 四半期と、2009 年の第 1 四半期に、▲

4,000 の職を削減した。(travelweekly.com, 2/09/2009) 
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（４）中国、メッカでモノレール建設 

China Railway Co.が、メッカの巡礼者を輸送するモノレール

建設（$1.8bn）をサウジ政府から受注するのに成功した。 モ

ノレールは、聖地MeccaとMina, Arafat, Muzdalifah を結ぶ。 

Mecca には、毎年 200 万人以上のイスラム教巡礼者が訪れ

る。 中国が建設するモノレールは、毎時 2 万人の輸送力

を有している。(channelnewsasia.com, 2/11/2009) 

 

（５）日立、英国から列車受注か 

英運輸省は、2 月 12 日、英国の長距離高速列車（14,000 車両）の発注先に日立を優先

指名したと発表した。 日立のコンソーシアム Agility Trains の勝利は、英国で唯一の列

車メーカーである Bombardier Transportation（Siemens, Angel Trains, Babcock & Brown と

共に Express Rail Alliance コンソーシアムを編成）を失望させた。 

日立は、John Laing と Barclays と組んで、Bristol, Reading, Doncaster, Leeds, London に列

車製造と整備工場を建設し、12,500 の職を作り出すだろう。 Bombardier（加）、Alstom

（仏）、Siemens（独）に席巻されていた英国市場に日立が食い込んだ。(FT.com, 2/12/2009) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１） 北京、建設途中のホテルが火災 

未だ建設途中である Mandarin Hotel Beijing が、9 日火災被害にあった。 原因は旧正月

を祝う花火だと言われている。 たまたま労働者が誰も存在して居なかったため、負傷

者は皆無であった。 同ホテルは、44 階建ての 241 室を備える豪華ホテルとして China 

Central Television本部の一隅に今夏オープン予定の筈であった。 Mandarin Orientalは、

この建物の長期にわたる運営契約を交わしているが建物の所有権は所持していない。 

ダメージの程は未確認だ。(travelweekly.com, 2/09/2009) 

 

（２） Accor, プリペイドカードに参入 

欧州最大のホテルグループ Accor は、今月 10 日にプリペイドカード事業拡大のために

米国に本拠を置く MasterCard とジョイントベンチャーを設立した。 事業には電子ギ

フトカード、コーポレート プリペイドカード等が含まれる。 欧州に於けるプリペイ

ド市場は、2008 年での 140 億ユーロから 2009 年には倍の 260 億ユーロに、そして 2015
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年には 1,300 億ユーロまでの増大が予想されている。 Accor と MasterCard は、2015 年

には市場の 5%を占めることを目標に掲げている。 ジョイントベンチャーは PrePay 

Solutions の名前の元、PrePay Technology（Accor が 2007 年に取得したプリペイドカード

部門）に付属して展開される。 Accor は 67%を、MasterCard は 33%を出資する予定だ。 

Accorは、2007年にはプリペイドカード部門から全事業運営利益の40%を取得している。 

不景気の折、ホテル事業に比較してプリペイドビジネスは、市況の影響を受けにくい上

に投資にそれほど多額を必要としない。 従って Accor は、ホテル業とプリペイド事業

の二足のわらじを履き続ける。 Accor は、ベンチャーの立ち上げによって、本業売り

上げの伸び率が年間 +8〜+16%だったのが +10〜+18%に達するだろうと予測している。

（FT.com, 2/10/2009） 

 

（３） Marriott、第 4 四半期▲$10m の損失 

Marriott International は、レジャー宿泊客及び法人旅行者の激減の影響から 2007 年第４

四半期に $236m の利益を計上したのに反して 2008 年同時期では▲$10m の損失を発表

した。 Marriot では、今年も一層収支が悪化を辿るだろうと覚悟を決めている。 第 4

四半期の収入は、第 3 四半期より▲7.5%減の $3.78bn となった。 原因は、タイムシェ

アー売り上げ及び運営収入の減少にある。 RevPAR は、全世界の Marriott のホテルで

▲7.5%落ち込んだ。 Marriott は、コストカットの為に今後雇用の凍結、レストラン開

店時間の短縮、アメニティ商品の調整等を開始する。 Marriott は、2009 年の北米の

RevPAR を良くて▲12%、悪く見積もって▲17%減少すると予測している。 

北米以外の RevPAR は、同じく良くて▲8% 悪くて

▲13%減少すると見込んでいる。 又ホテルの改修

やタイムシェアー展開に投資する額を従来の半分と

なる $500mn 程度にカットする計画だ。 Marriott

は、2007 年度の利益が $696m に対して 2008 年度の

利 益 は  $362m で あ っ た と 発 表 し た 。

(travelweekly.com, 2/12/2009) (wsj.com, 2/12/2009) 

Marriott and other hotel operators are struggling 

as the economic downturn restricts travel. 

 

（４） Marriott ExecuStay で、ワイヤレス・インターネット常時使用可能 

Marriott ExecuStay の全米主要都市に存在する法人向けアパートメントホテル全てで、ワ

イヤレス・インターネットが使用可能になった。 2009 年末までには、全てのアパー

トメントホテルで、使用可能になる見込みだ。 Marriot ExecuStay では、ワイヤー付き

（有線）インターネットは全て使用可能である。（travelweekly.com, 2/10/2009） 
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（５）「お前は馘だ！」のトランプが馘 

Donald Trump と彼の娘の Ivanka が、Trump Entertainment Resort の取締役を辞任する。 

Trump Entertainment Resort が Atlantic City で保有する 3 つのカジノから Trump の名前が

外されるかも知れない。 同社は、債権者との間で $1.25bn の負債のリストラの協議中

で、この話がまとまらなければ 3 回目の Chapter 11 申請となると言われている。 12

月 1 日に支払い期限となっていた $53.1m の隔年返済支払いをスキップしている。

(nytimes.com, 2/14/2009) 

 

 

 

 その他  

 

（１）アマゾン、新型 電子書籍（e-book）発売 

Amazon が、第二段目となる e-book の改良版 Kindle 2 を 2 月 24 日に発売する。 Kindle 

2 は、最初の Kindle（14 ヶ月前に発売）が他の競合会社より優れている点（Sprint とい

う Nextel’s 3G データネットワークを使用したワイヤレスが使用可能である点）を保持

しつつ、幾箇所かが改良されている。 価格設定は、$359 に据え置かれたままだ。 

改良された点は、ケースが 0.36 インチという携帯電話同様の薄さで、重さも 10 オンス

強に迄軽く作られている。 しかもページを繰る早さも増強されて（20%速い）、6 イン

チのスクリーンはより鮮明になった。 書籍数に至っては、1,500 冊にまで増加され、

バッテリーの持続も 25%アップとなった。 Kindle 2 が、現在ライバルと見なすのは

Sony Reader（1,500 冊を保持）だ。(FT.com, 2/09/2009) (nytimes.com, 2/10/2009) 

 

 

Jeff Bezos, Amazon's chief executive, unveiled the Kindle 2 on Monday in New York. 
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編集後記  

 

 

 

<<<<< モバイル 着地型ビジネス・モデル促進 >>>>> 

 

世界で大幅な景気後退が同時進行している。 何時 底を打つのかが皆目検討がつかな

い程のまるで底なし沼の様相だ。 経済動向に大きく左右される法人旅行市場を除外す

れば、レジャー中心の休暇旅行の“旅への誘い”は、最近は、景気動向とは余り関係し

ない筈だった。 しかし、2001 年の米国を襲った同時多発テロや、2003 年に流行した

SARS よりも数段インパクトが大きい今回は、“百年に一度”と言われているくらいだ

から、この誘いすらに容赦を与えない。 
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その中で、米オンライン旅行販売市場の勢いが良い。 第 3 四半期の米大手オンライン

旅行社 4 社の北米グロス販売額は、航空会社やホテルが軒並み需要減少で収支悪化に直

面している最中に 前年同期比で +2% 増加した。（2008 年 3 四半期合計では +7%増と

なる） 景気後退に伴って、旅行者が以前にも増して格安旅行商品のオンライン・ショ

ッピングに熱心になっているためだというのが増加の理由だ。 

4 社の欧州市場の販売は、同時期に +25%も増加し、今やこの地区の販売額が全体の 1/3

にまで達している。（市場が成熟化しつつある北米オンライン旅行市場から欧州市場に

進出している彼等の戦略が成功している。） 

 

2009 年の米オンライン旅行市場のもう 1 つのトレンドは、モバイル機器の旅行への応

用だと言われている。 航空便のスケジュール変更等の情報伝達の単なるアラーム機能

から、旅行者の行動をコンテクスチャルに予知して、彼等に最も欲しがっているユニー

クな（スペシフィックな）情報を提供する全く新しいチャネル（モバイル）が出現する

というのだ。 つまり旅行者の居場所、アイデンティティー、過去の嗜好（プリファレ

ンス）、利用 SNS、旅行プロセス局面などのコンテクスチャルな情報を自動的に理解し

て、モバイル旅行者に最も関連づけた情報を提供することが、もうすぐ可能になるだろ

うと期待されている。 そして、この行動支援型の新しい機能のためには、顧客情報管

理（CRM）がますます重要になって来るだろう。 既に幾つかのアプリケーションは、

旅行途次のモバイル旅行者に対して 付近のイベント情報やレストランの着地情報提供

機能を備えている。 

 

サイクリックに変動する旅行市場の需要動向の裏で、オンライン テクノロジーの開発

やイノベーションは“秒進分歩”で進んでいる。 モバイル テクノロジーの旅行市場

への応用は、旅行の発地をベースにしたビジネス・モデルから 着地をベースにしたも

のに変えてしまうダイナミズムを持っているかも知れない・・・。（H.U.） 
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