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nytimes.com, March 18, 2004 

1.  No Longer on the Brink, American Air Is Still in Peril 

     アメリカン倒産危機回避後も 依然危機的状況 

 
倒産の回避以来、アメリカン航空は、組合から 20 億ドルに相当する譲歩を搾り出し、昨年

の第 4 四半期に、Wall Street も驚かす、座席マイル当たり 9.5￠までのコストカットに成

功している。 しかし利益計上までの道程は、依然として遠く厳しいものが横たわってい

る。 オペレーティングコストがメジャーの中で最低となってはいるが、業界最低コスト

の jetBlue の座席マイル当たり 5.9￠には遥かに及ばない。 また、アメリカン航空は、210
億ドル（2 兆 3 千１百億円）の多額の負債と、解決の選択肢が少ししかない、膨張する年

金とヘルスケアーコストを背負い込んでいる。 
 
アメリカン航空は、これ以上のコストカットの犠牲に反対している組合との折り合いをつ

け、低運賃航空会社との厳しい競争に打ち勝ち、急騰している燃油費の問題に取り組まな

ければならない。 燃油費は、昨日の＋4％値上げ分を入れて、過去 1 年間に＋15％上昇し、

ガロンあたり 1 ドル強値上げされている。 UBS Warburg のアナリストは、アメリカン航

空の今年の利益見通しを、同社が取り組まなければならない問題を勘案して、＋1.05 ドル/
株から ▲1.20 ドル/株に逆転下方修正している。 
 
少なくとも倒産だけは、Warburg が勘案した問題には含まれていないが、2002 年に▲ 
25 億ドル（▲2,750 億円）、2003 年度には▲15 億ドル（▲1,650 億円）の連続欠損を計上

しているので、アメリカン航空の先行きは、全く楽観視出来るものではない。 直近の最

も困難な問題は、ジェット燃料のコスト上昇であるとアナリストが述べている。 燃油費

の上昇により、今年度のチッポケな利益計上予算が、赤字転落の危機に晒されている。 ア

メリカン航空は、燃油費の上昇がある中でも、今年度も、依然としてコスト削減に取り組

まなければならない。 
 
燃油費の急騰の問題は、何もアメリカンだけに限った事ではない。 コンチネンタルは、

今年度の利益計上は、燃油費の為に難しくなったと発表している。 デルタ航空は、第 1
四半期決算を、同じ理由で、▲4 億ドル（▲440 億円）の欠損見通しに修正した。 
 
アメリカンは、組合との問題にも直面している。 昨年組合の協力を得て労務費の削減に

成功している一方で、パイロットや客室乗務員に対して、倒産を避けるために、大幅な賃

金カットを飲ませた幾人かの組合幹部が辞任している。 事を更に複雑にしているのが、
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Aircraft Mechanics Fraternal Association（AMFA）の、アメリカン航空の 12 千人が所属

する Transport Workers Union からの脱退の賛否を問う投票の、連邦労働局に対する要請

である。 AMFA の上級幹部の O.V. Delle-Femine は、以前から、会社の協力要請に疑問

を有しているので、労使間の戦いは熾烈にならざるを得ない模様である。 彼は、取締役

会の椅子も、帳簿閲覧の為のコンフィデンシャル・アグリーメントへのサインも拒否して

いる。 アメリカンが倒産の危機を訴えた昨年も、彼はそれを信じず、若しそこに組合が

居たならば、「破産裁判所に言って判事のプルーフを取って来い」と会社に言ったであろう。 
 
会社は将に倒産寸前であった。 チャプター11 の申請直前で、資料も用意出来ていた、と

CEO の Arpey が語っている。 CFO の James A. Beer は、チャプター11 回避が、倒産宣

言よりもよっぽどマシであった、と今でも固く信じている。 アメリカンの▲20 億ドル（▲

2 千 2 百億円）の労務費の削減は、ユナイッテド航空が、チャプター11 の申請後に達成し

た▲25.6 億ドル（▲2,816 億円）よりも少ないが、アメリカンは、チャプター11 申請によ

る激動と裁判所の厳しい審査を免れている。 そして 2002 年 12 月に、倒産宣言したユナ

イテッドは、依然としてチャプター11 の管理から脱け出る事が出来ないでいる。 
 
アメリカンがコストカットしている対象は、労務費に関する組合譲歩だけではない。 作

年の初めに、事業運営の全てが見直され、労務費に加えて年▲20 億ドル（▲2 千 2 百億円）

の節約を達成している。 ジェットエンジンのフィルターまでが検討の対象にされ、そこ

では、31,70 ドル（3 千 5 百円）のものから 1.25 ドル（138 円）のフィルターに、政府の

承認を得て変更されている。 
 
ドリルビットを 1 回しか使用せず捨てていた Tulsa（Okla.）の整備基地では、整備のプロ

シージャーが全面改訂されている。 B777 長距離機材の、大西洋と太平洋の路線用の二つ

の客室仕様は、一つに統一された。 そして最も画期的なことは、フリート機種を、1990
年代に出来上がった 14 種類から 7 種類に縮小し、（この秋の Fokker F-100 ジェット退役

後は 6 種類）トレーニングコストとスペアーパーツのコストを削減した。 
 
これらの改善は、自動車業界やエレクトロニックスの業界ではありふれた事である。 低

運賃のリーダーである、やりくりが上手いサウスウエスト航空が、始終実施している事で

ある。 しかし節約は、運賃値上げによりコスト上昇をカバーして来た大航空会社にとっ

ては、必須な事項ではなかった。 航空会社は頭が回らなかった訳ではなく、1980 年代か

ら 1990 年代に、そのような考え方に航空会社が支配されていたのだ、と CEO の Arpey
が語っている。 
 
Wall Street は、jetBlue 対抗無料航空券提供キャンペーンに触れ、アメリカンは未だそん
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な悠長な事に浮かれていると嘆いている。（アメリカンは、NYC/BOS = カルフォルニア/
フロリダ路線で、jetBlue の 79 ドル運賃にマッチングし、その上で 2 回搭乗ごとに 1 枚の

無料航空券を提供している） スタンダードプアーズ（S&P）のアナリストの Philip 
Baggaley は、アメリカンは、今年度に、負債の返済と機材や施設の投資の為に、総額 20
億ドル（2 千 2 百億円）を支払わなければならなくなる、と言っている。 この額は、2003
年度末の 26 億ドル(2,860 億円)の自由に動かせるキャッシ（unrestricted cash）に略一致

する額である。 アメリカンは、昨日、第１四半期末には 30 億ドル（3,300 億円）が確保

される予定と言っている。 アメリカン債に B－のレーティング（二番目に低い投資格付

け）を付けている S&P は、アメリカンの年金とヘルスケアーコストに大きな関心を寄せて

いる。 これらは、先の組合との交渉でも減額されていない。 他の航空会社は、破産防

止法チャプター11 保護下での、否応無しの減額と言う最も効果的な方法を取っているが、

アメリカンの選択肢には、これは上がっていない。 
 
CEO の Arpey(45)の本領発揮が待たれている。 
 
 
Asia Travel Tips.com, 17 March 2004 

2.  Questions and Answers on  
Low Cost Airline Developments in Asia 

アジアに於けるローコストキャリアの誕生  

 
アジアの主要なアビエーション・コンサルタント、Centre for Asia Pacific Aviation が、  

4 月 26 日―27 日に澳門で、North Asia Low Cost Airlines Symposium を開催する。  
以下は、このコンサルタントがリリースした、北アジアのローコスト航空会社についての

Q&A である。 
（多分にシンポジウムの宣伝臭が感じられるが、その事を頭に入れて読む必要がある。 

North Asia（ 北アジア）とは、 日本と韓国を指している。） 
 
Q: 何故北アジアの航空会社がローコスト航空会社（LCC）に興味を持っている？ 
  （原文では Low Cost Airlines = LCA となっているが、TD 勉強会で使用している Low 

Cost Carrier = LCC に統一して記述する。） 
 
第一に、AirAsia（マレーシア）を含む、他のアジア地区の LCC が中国と北アジアに於け

るオペレーションを検討している。 香港＝マレーシア、及び、中国＝タイ間の、最近の

オープンスカイ協定の締結に見られるように、この地区の航空自由化のペースに合わせて、
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彼等の参入意欲が高まっている。 今や新しい LCC の参入者達が、ローカルの航空会社に

競争を挑んでいる事は明白である。 既存の LCC が、この地域でローコスト便を運営開始

するのは、時間の問題である。 
 
二番目には、今までは、この地区の航空会社が、この地区特有の比較的低いコストで、国

際線を大変効果的に運営する事が出来た。 欧州及び米州のグローバルな航空会社が、ホ

ームマーケットでの LCC からの挑戦と、アビエーション・ルールの自由化により、コスト

競争力有る効率的な航空会社に生まれ変わりつつある。 従って、この地域の、過去の低

コストの優位性は消滅してしまうので、彼等は、運営効率化と経費の節約を新たに追及し

なければならくなって来ている。 
 
三番目には、幾つかの北アジアの航空会社は、差し迫った高速鉄道との競争に打ち勝つ為

に、国内線の赤字を消す為に、コスト削減を達成せざるを得なくなっている。 
今週、台湾の 4 社の航空会社は、2004 年 10 月に開設される高速鉄道との競争に備える為

に、ノーフリル国内便の共同計画を発表した。 新しい高速鉄道は、台北＝高雄間を、現

在の 6 時間半から１時間半に短縮する。 
同様に、韓国でも 2004 年 4 月に、新高速鉄道リンクの運転が開始される。 この開設によ

り、韓国の国内航空需要が▲30％近く減少すると言われている。 大韓航空やアジアナ航

空は、国内線運賃の値下げを迫られるだろう。 大韓航空の SEL=PUS 線と、アジアナの

SEL=大邸（Taegu）線は、大幅減便を余儀なくされるだろう。 
日本でも、ここ数年、新幹線との熾烈な戦いが続いている。 昨年の 9 月には、日本の国

内線キャリアは、JR 東海の回数券の値下げに呼応して、一部の便で▲20％を悠に超過する

割引運賃を設定している。 
 
国際線におけるローコスト競争と、新しい国内高速鉄道の開設により、この地域の航空会

社は、コスト構造の見直しを迫られている。 
 
 
Q: アジアのどの地域が、LCC の参入余地の有る未開発な地域なのか？ 
 
全てのインディケーターが、中国が、次なる LCC のマーケットだと示している。 そこで

は、速いペースで航空の規則が自由化され、需要が爆発的に伸びると思われる。 2005 年

から 2006 年には、LCC 便が運航を開始しているだろう。 中国の速い経済成長が、LCC
の展開を推し進める起爆剤になるだろう。 
中国に於ける LCC 便の運営開始が、韓国と日本にどのような影響を与えるのか？と言うエ

クサイティングな問題が有る。 これらの国は、人口あたりの海外渡航発生率が極めて低
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い、LCC にとって巨大な潜在市場である。 特に日本は、一人当たりの国民総生産が 31,300
ドル（2002 年）有るにも拘わらず、人口 1,000 人当たりタッタの 130 人しか海外旅行に行

かない。 韓国は、9,918 ドルで、人口 1,000 人当たり 150 人が海外旅行している。 こ

の数値を、オーストラリア（20,200 ドルで 1,000 人当たり 176 人）、ニュージーランド

（14,800 ドルで 327 人）、台湾（12,455 ドルで 333 人）と比較すると、日本と韓国の市場

の潜在力が極めて高いことが良く判る。 
中国に於ける航空市場の自由化の動きが、日本と韓国の当局の規制緩和を促し、国際線需

要の増加をもたらす可能性が高い。 若し規制緩和が進展すれば、北アジア地域の都市と

産業の地政学的相互関係が増大し、需要が大いに増加するだろう。 特に日本には、国際

線狭胴機（ジェット）の受け入れ可能な飛行場が多く（2 千メートル以上の滑走路を備え

た地方の飛行場は 50 以上存在する）、それらの地方の需要と経済が、そことアジアの都市

間の国際線をサポートするベースとなるだろう。 
中国は触媒的な役割を果たすが、その後の 5 年から 10 年後には、今度は、日本と韓国のよ

り規制緩和された LCC 環境が、この地域の航空輸送の発展に貢献するかも知れない。 
 
 
Q: 中国政府は LCC の乗入れを許可する？ 
 
他の事はともかく、LCA セクターへの接近が、中国を、その方向（LCC 乗り入れ許可）へ

向かわせるだろう。 例えば、中国航空会社の三つのグループへの統合が殆ど完成された

後に、澳門のような都市へのローコストの国際線開始が、中国国内とアジア地域に変化を

もたらす圧力となるだろう。 
中国航空、中国南方航空、中国東方航空は、ローコスト運営部門（LCO）の設立か、ある

いは、LCC 子会社を立ち上げ、需要の少ない二次的なローカル空港への小型機導入に取り

組むかも知れない。 或いは、この 3 社のグルーピングから離れて、セカンドティアーの

航空輸送業界を設立して、そこで独立した LCC を立ち上げることも考えられる。 
 
 
Q: 中国と北アジアに於ける LCC の設立により、だれがその恩恵を受けるのか？ 
 
勿論、旅行者が、低運賃と拡大された路線網の、一番の恩恵を受ける事になる。 旅行社

も、この地域の市場拡大に参加して来るだろう。 それ以上に、旅行者が、ビジネスを起

し、消費を拡大し、新しい場所での新しい製品需要を開発し、総合的な大きな経済効果を

誘引させるだろう。 
World Travel and Tourism Council は、ツーリズムの直接的間接的な国民経済に与える影

響は、中国で 10％、日本で 9％、韓国 8％、台湾で 5％に及ぶと予測している。 LCC の

情報 96 （平成 16 年 3 月 19 日）  TD 勉強会 6 



導入により、これらの国の、この数値は明らかに上昇するだろう。 
 
 
Q: LCC は、ナショナルキャリアの脅威とならないのか？ 
 
LCA のこの地域への参入は、ナショナルキャリアへも大きな機会を提供するだろう。 新

しいローコストのポインツーポイントのコンセプトは、ぬるま湯につかっている航空会社

のコストと運賃を下げさせ、効率をより改善させ、予測されている以上の需要を喚起する

だろう。 LCC は、地域の規制緩和と、既存航空会社のリストラと、政府の航空政策の転

換を促す触媒としての働きをするだろう。 
 
しかし、メジャーの航空会社が最も有利な位置に着けている事には変わりない。 アジア

太平洋地域の特質として、国際線運営に関する政府の規制が強く、メジャーは、断然有利

に自身の LCC 子会社の設立を行なう事ができるだろう。 フラッグ・キャリアの子会社

LCC は、二国間航空協定取極めの権利を最初に行使し、十分な資金を掻き集め、しばしば

親会社のインフラ（機材やサービス）に依存して、且つ一般大衆に対する知名度にも困ら

ない、有利な側面を持っている。 
 
 
Q: LCA は、其の他の改革を促すか？ 
 
アジアに於ける LCC の誕生は、この地域に亘る航空政策の調和を大きく促進するだろう。 

変革が必要で、政府が、時間を掛けずに改革に取り組む事を期待する。 10 年掛かるもの

を、2～3 年のタームで取り組むスピードが必要である。  
行政の課題は、複雑な規制環境と、各国経済の利害を反映したナショナルキャリア保護の

転換への取り組みである。 LCC から生じるであろう経済効果を確保する為に、二国間航

空協定を、非効率な既存航空会社の既得権保護の為に使用するのではなく、変革の為に積

極的に役立てる必要がある。 
 
 
Q: これら全ての動きの、飛行場に与える影響は？ 
 
この地域には、資本の回転の向上と、効果的な資本の調達の為に、飛行場の民営化や法人

化の動きが既に存在する。 自由化された航空会社や LCC の乗り入れが、この動きを推し

進める事になるだろう。 最初にトラッフィク増（着陸料増）により、次に、航空には直

接関係しない、飛行場のコンセッション収入増により、飛行場の活性化がもたされるだろ
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う。 そして旅客増の次には、必ず貨物の増加が発生し、飛行場への各種の供給チェーン

も拡大して行くだろう。 
 
 
Q: LCC 改革について、行政や業界は、何処から情報を入手したらよいのか？ 
 
シンポジウムの広告的内容であるので、省略する。 「アジア太平洋地域のローコスト航

空会社シンポジウム」は、以下のスケジュールで、3 回連続して開催される。 
第一回 於いて シンガポール  2 月に開催済み 
第二回 於いて 澳門  4 月 26 日―27 日 
第三回 於いて ニューデリー  7 月  5 日― 6 日 
 
 
 
 

3. 其の他のニュース 

 
ある企業の顧問弁護士が 2 年半前から始めたTime & Place Homeは、プライベートハウス

をホテルにした、世界で一つだけの、貴方だけのホテルである。 Bermuda, France, 
Mexico, the Caribbean, 米国で豪華なプライベートハウスを購入し、それをホテルにして、

www.timeandplacehomes.comのWebサイトでオンライン販売している。 レートは、

Washingtonのプロパティー（2 ベッドルーム）で、1 泊 450 ドルから。(DTW, 3/12/2004) 
 
AirAsia は、今年の 2 月に開始したばかりの SIN=BKK 線を、デイリー2 便に倍増する。 片
道 Web 運賃（10 月まで有効なプロモーショナル運賃）は 23.99 シンガポールドル（1,520
円）。  BKK へは、Johor Bahru (Senai 空港) からも毎日 1 便を運航している。 Johor 
Bahru 便は、SIN 便よりも凡そ▲20％運賃が安くなっている。(ASIA Travel Tips.com, 
3/12/2004) 
 
月刊誌の Men’s Journal が、America West の座席背面のテーブルトレイを宣伝媒体として

購入する。 America West は、昨年の 12 月より、全米の航空会社で初めて、テーブルト

レイを宣伝媒体として売り出している。 媒体価格は、1 機 4 週間で、2,500 ドル（27 万 5
千円）から 3,300 ドル（36 万 3 千円）。(DTW, 3/15/2004) 
 
Hotels.com が“Bill Me Later”サービスを開始する。 350 ドル以上のホテル予約をした
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ゲストは、2004 年の 6 月まで支払いを延ばすことが可能なる。 このプロモーションに参

加するためには、クレジットカードの番号提示が必要。(DTW, 3/15/2004) 
 
Las VegasのCaesars Entertainmentが、自社サイトで、レート保証“Best Rate Plus”を

開始する。 www.caesars.comで予約した客室レートより安いレートが他所のサイトで発

見された場合は、そのレートへのマッチングと、そこから 25％のディスカウントが、ゲス

トに提供される。（DTW, 3/15/2004） 
 
Kempinski Hotels & Resorts, Pan Pacific Hotels and Resorts, Rydges Hotels & Resorts, 
Wyndham Hotels & Resortsの 4 社が販売提携、“Global Hotel Alliance”に合意した。 共

同でWebサイトwww.globalhotelalliance.comを立ち上げる他、12 月 31 日まで有効な、4
社の何処にでも使用可能な次回無料宿泊券を提供する。(DTW, 3/15/2004) 
 
Pegasus Solution が、ツアーオペレーター用のホールセール客室予約ツール、PegsTour
を 7 月に立ち上げる。 今までは、ホールセラーが、客室のブロックアロケーションを販

売しようとすると、電話か FAX か e-メールの何れかで予約をしなければならなかったが、

PegsTour により、ホールセラーとホテル予約システムが、オンライン接続される結果、全

ての予約プロセスが自動化される。（DTW, 3/15/2004） 
 
Tauck World discovery の値引き販売禁止キャンペーンが成功している。 Tauck のパッケ

ージを販売している旅行社は、 オーバーライドの 5％までの値引きは認められているが、

それ以上の値引き販売は禁止されている。 これを守らないリテェーラーには、オーバー

ライドの支払いが停止されるか、予約が禁止されてしまう。 値引き販売広告の監視には、

Web 検索プログラムのスパイダーが使用されている。(DTW, 3/16/2004)    
(以前にもコメントしたが、競争法に厳しい米国で、この様な再販売価格維持が罷り通るの

か？) 
 
US Airways のオンライン直販倍増キャンペーンが、航空予約のサービスフィーで食ってい

る旅行社の不興を買っている。 ある旅行社は、9 年前からこの手の話には無関心になっ

ていると語っている。 インターネット直販で、旅行社経由の販売よりもイールド低下さ

せ、倒産寸前の US Airways は、一体何をしでかしているのか、との旅行社の批判が強ま

っている。 航空券単品販売から離れる旅行社が多くなって来ている。（DTW, 3/16/2004） 
 
ATA が、初めてケーブル TV の全米ネットを使用して、同社が近々導入するビジネスクラ

スの宣伝を展開し、レジャー専門の格安運賃航空会社のイメージを払拭するのに躍起とな

っている。(DTW, 3/16/2004) 
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AT & T Wireless と Maritime Telecommunications Network は、クルーズ船上で携帯電話

の使用を可能にするジョイントベンチャー企業、Wireless Maritime Service を設立する。

（DTW, 3/16/2004） 
 
IAC が TripAdvisor を買収する。 TripAdvisor は、Web サーファーが目的地情報を収集

するための旅行サーチエンジンとディレクトリー。 買収価格などの詳細は明らかにされ

ていない。（DTW, 3/16/2004） 
 
BA 英国航空が、ロンドンヒースロー空港に於ける香港便の発着を、ターミナル４からター

ミナル１に移転させる。 これにより香港便のロンドンに於ける乗り継ぎ客のターミナル

間移動が、82％から 28％に減少する。 香港便以外では、ATH、MOW、LAX、SFO 便が

４から 1 に移転される。 東京便と Johannesburg 便は、昨年の 10 月から１に既に移転さ

れている。 反対に BRU、CPH、GVA、Lyon、Oslo、VIE、ZRH が１から４に移転され

る。(ASIA Travel Tips.cpm, 3/16/2004) 
 
jetBlue が、既に他の航空会社が導入している、オンラインチェックインを開始する。 予
約を持ち、チェックドバゲッジを持たない旅客が、便出発の 24 時間前から 90 分前までの

間、オンラインチェックインが実施でき、自分の PC で搭乗券を印字出来る。(DTW, 
3/17/2004) 
 
Hotel Association of New York の幹部会は、Jacob Convention Center の増築工事費(14 億

ドルと見積もられている) 捻出の為に、宿泊料金に 1.50 ドルのホテル税を徴収する事を決

議した。 現在のホテル税は、13.625％。(DTW､ 3/17/2004) 
 
IATA の子会社 IATAN は、1 年或いは 1 年半後に、子会社としてのオペレーションを停止

する。 子会社精算後は、IATA の中で IATAN プログラムが継続される。 IATAN は、

1984 年に、米国における IATA 代理店プログラムの競争法免除（イミュニティー）が消滅

した際に、米競争法との衝突を避けるために設立されている。 欧州に於いても、この 5
月に IATA の代理店プログラムのイミュニティーが消滅する。（DTW, 3/17/2004） 
 
The Open Travel Alliance (OTA)が、ダイナミックパッケジング用の、Web ベースの、業

界ワイドの標準化を開発する。 Web ベースパッケジングツールのベンダーの Accovia が

この標準化のための仕様設計作りを行なう。(DTW, 3/17/2004) 
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