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wsj.com, 5/12/2008 

1. A New Approach for Airlines 

航空会社への新アプローチ 

 

航空業界でメジャー同士の合併が騒がれている。 合併後に成

功する航空会社は一体どんな会社なのか？ MIT Sloan School 

of Management の Tom Kochan 教授（写真：右）は以下のごとく

述べている。 彼は、長年航空業界を調査研究し、今秋には共

著の“Up in the Air: How Can Airlines Compete by Engaging Their 

Workforce?”を出版する。 

 

➢ コンソリデーションは不可避である。 しかし DL と NW が企業の文化違いと労

使関係の問題を克服しない限り、この合併は成功しないだろう。 

➢ 合併に際して経営陣は、最初に財務の問題をクリアーにして路線網を整備し、そ

れから従業員の問題を解決すると言っている。 しかし、現実はそれが実行され

ないか、実行されたとしても遅過ぎる。 

➢ 航空輸送の生産性とサービス品質の維持と向上の為には、良好な労使関係が不可

欠だ。 生産性の向上は採算性の向上につながる。 生産性の向上には、従業員

からの 2 つの協力が必要となる。 その 1 つ目は、フロントラインの従業員の顧

客の問題を処理する為の判断努力だ。 これには、権限委譲が与えられなければ

ならない。 2 つ目は、労使間の平和が必要だ。 長期間の新労働契約交渉、順法

闘争、病欠、ストッパージュ全てが排除されなければならない。 

➢ 現在、多くの航空会社で職と給与がカットされている。 人的資源を切り過ぎる

事はできない。 サイクリックな変動により何れは業績が向上するだろう。 労

使間で業績回復時の待遇改善の保証等の信頼関係構築が必要だ。 

➢ 数社がこれを実現している。 例えば業界で最も従業員の組合加入が進んでいる

Southwest は、従業員の愛社精神により生産性を向上させている。 CO 航空も良

好な労使関係を維持している。 低運賃であれば低クオリティーの職となるとい

う考えは間違っている。 Southwest は低運賃航空会社であるけれども、高い品質

の職を提供し、彼等の従業員は業界で最も高い水準の給与を得ている。 生産性

がコストをコントロールする。 

➢ 3 つのシナリオが存在する。 最初のシナリオである現状維持が最悪かつ最も現実

的なシナリオだ。 ここでは、険悪な労使関係が継続されるだろう。 2 番目は、

労使関係改善に会社と組合がより努力するシナリオだ。 3 番目は、国家経済にと

って極めて重要なバリューチェーンの担い手である航空への政府の介入だ。 政
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府の航空インフラの整備（例えば航空管制の近代化）による航空会社に対する側

面援助も必要となるだろう。 

➢ だからと言って、再規制化には反対だ。 規制は間違っている。 人的資源が極

めて大切な業界であると言う事を理解しなければいけない。 

■ 

 

 

 

2. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１） トラベルポート、第 1 四半期欠損幅▲16%減少 

Worldspan, Galileo GDSs, Orbitz Worldwide の親会社 Travelport は、2008 年第 1 四半期決

算で▲$27m の欠損を計上した。 これは、昨年同期の▲$32m よりも欠損幅を▲16%減

少させた。 ネット収入は、$666m であった。 EBITDA は、+39%の $145m であった。 

Orbitz を除外し Worldspan を通年保有したとした場合の調整 EBITDA は▲7%減の 

$173m となる。 この減少は、Worldspan の Expedia からの収入減が影響を及ぼしてい

る。 Worldspan 買収を除けば、Travelport はネット収入で +3%、EBITDA で +8%とな

る。 同社は、年間▲$173m と Worldspan の Galileo との統合による▲$47m のコスト削

減計画を実行中。(DTW, 5/12/2008) 

 

（２）カタール航空、完全 e-チケット化宣言 

Qatar Airways が、SQ に次いで完全 e-チケット化を実施する。 ARC は、5 月 12 日、

旅行社に対して 6 月 1 日から Qatar が紙の航空券を受け付けない事を通知した。 Qatar

は、GDS に対しても紙の航空券の発行を禁止する。 なお、ARC は 6 月以降であって

も航空会社が希望すれば、紙の航空券の発行を継続する事が可能であると言っている。

(DTW, 5/12/2008) 

 

（３）プライスライン 第 1 四半期 利益 $18.2m 計上 

Priceline が第 1 四半期決算で、$18.2m の利益を計上した。 昨年同期は▲$16.3m の欠

損であった。 収入は、+33.8%増の $403.2m であった。 国内販売では、航空券販売

が +93%増加した。 グロス販売額は +76 増の $1.76bn。 同社は今年度のグロス販売

額が $7.5bn〜$7.9bn に達すると予測している。(DTW, 5/12/2008) 
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（４）カールソンワゴンリー、オンライン予約ツール改良 

Carlson Wagonlit Travel が、同社の法人顧客用の Horizon オンライン予約ツールのアップ

グレード版をリリースした。 この北米向けに展開する Horizon 6.0 は、双方向性のマ

ップ ベースのホテル予約エクスペリエンスと優先ホテル予約のインセンティブを提供

する。 その他としては、predictive searching, グループ旅行の機能向上と、サイトの全

体的な見栄えとフィーリングの改善を実施している。 Predictive search では、以前に予

約したホテルや、優先契約ホテルを表示させる事を可能にしている。 インセンティブ

には、ロイヤルティー ポイント増や無料朝食などが含まれる。(DTW, 5/2/2008) 

 

（５）IAC 大株主 Liberty と和解 ４社スピンオフ実施に弾み 

IAC と最大株主 Liberty Media 間で争われていた IAC の経営権を巡る

争いは、Liberty が IAC CEO Barry Diller の罷免を要求した訴訟を取り

下げた事により和解される事となった。（Liberty は、3 月 28 日の

Delaware Chancery Court の Barry Diller 下した企業分割計画差し止め

請求棄却に控訴しない事を決定した。） この結果、IAC の 5 社分割

（single-tier spinoffs of HSN, Interval International, Ticketmaster, Lending 

Tree）が、Diller の計画通り実行される事になる。（IAC は、Ask.com

などの広告支援インターネット事業と Match.com を温存する。） 

Liberty は、自身の株式議決権行使が損なわれる事を恐れて企業分割

に反対していた。(wsj.com, 5/13/2008) 

 

（６）チューイ、夏の休暇シーズン予約好調 

景気低迷懸念が拡大している最中にも拘わらず、夏の休暇シーズンの英国人ツーリスト

向けパッケージ販売が前年比 +8%増と堅調であると Tui が言っている。 現時点の販

売可能在庫残は昨年よりも▲21%減少している。 英国と北西欧州では、顧客数が若干

減少しているけれども、タイやエジプトなどのより長距離の中クラスの旅行が増加して

いる結果販売額は増加している。 3 月 31 日までの 6 ヶ月間の収入は +9%増加して 

£5.2bn となり、損失は▲£428.6m から▲£416.7bn に減少した。 

Tui は、2008/2009 年の冬の販売額も +15%増の力強い増加が期待出来ると言っている。 

旅行市場が急成長している（2011 年までに $5bn の市場となると予測されている）ロシ

アにおける企業買収を検討している。 Blue Oar Securities のアナリストは、現状の好調

を認めつつ、旅行業界が不景気に影響されない業界では決して無い事に注意が必要だと

語っている。(FT.com 5/13/2008) 

 

（７）ハワイ需要増加 

他の観光地と違って、ハワイが訪問者数を増加させている。 今年第１四半期のビジタ
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ー数が、前年同期比 +2.8%増加して 190 万人となった。 この期間のホテルのオキュパ

ンシーは、全米のホテルの平均が▲4.6%低下している中で +1.5%向上した。 

ハワイは、1990 年代の日本人訪問客の激減（▲13%）でハワイ経済が大きな打撃を受け

た教訓を生かし、（当時、日本人訪問者数は全体の 1/3 を占めていた）、より多くの国や

地域からのビジター獲得に努力して来た。 その成果が、第１四半期の入島者数増加に

反映されている。 しかし、Aloha や ATA の破綻や NCL のハワイ クルーズ プログラ

ムからのクルーズ船 2 艘の引き上げなど、ハワイへの空と海の供給減少が発生している。 

ハワイ銀行とハワイ大学は、2008 年のハワイ入島者数は昨年の 750 万人から▲4%減少

すると予測している。(wsj.com, 5/13/2008) 

 

（８）トーマスクック、景気不安定の中で需要好調 

ユーロに対するポンド安は、英国人の休暇旅行者達のホリデー旅行需要を冷ましていな

いようだとThomas Cookが言っている。 Thomas Cookの平均販売価格は英国で +3%、

北欧州では +9%も上昇しているが、販売は好調に推移している。 現時点の夏場の休

暇旅行パッケージ在庫残は、昨年比で▲18%減少している。（供給は▲10%削減されて

いる。） そして、過去 6 週間の平均販売価格は +14%も向上した。 Thomas Cook の

状況は Tui のそれと軌を一にしている。 同グループの 3 月 31 日に終了したプロフォ

ーマ ベース損失（pro forma loss from operations）は▲28%減少して▲€193.6m となった。 

税前損失は▲€275.3m（前年同期は▲€341.6m）、収入は +1.4%増の €4.2bn であった。 

今年冬の予約も好調にスタートしている。 現時点では昨年比 +4%（北欧は +11%）

増の予約を抱え、その平均販売価格は +2%上昇している。 

ドイツ カルテル オフィスは、同社が保有する Condor 航空と Air Berlin の合併計画の審

査を延長しているが、場合によっては合併以外の方法を考慮しなければならなくなるか

も知れないと Thomas Cook は言っている。(FT.com, 5/15/2008) 

 

（９）メモリアルデー休暇旅行需要▲0.9%減少（AAA 予測） 

5 月 30 日の Memorial Day 休暇に 50 マイル以上旅行する需要が、前年比▲0.9%減少し

て 3,787 万人となるだろうと AAA が予測している。 この内 83%が自動車による旅行

需要で▲1%減となるだろう。 この時期の航空運賃は +8%上昇し、1 日当たりのレン

ターカー料金は +45%増の$45 となるだろう。 AAA Three Diamond ホテルのレートは

▲7%減の 1 泊 $162、AAA Two Diamond ホテルは +9%増の 1 泊 $112 となるだろう。

(DTW, 5/15/2008) 

 

（10）カジノ収入 10 年間で +73%増加 

American Gaming Association の新たな調査によると、米国のカジノ収入が過去 10 年間で 

+73%増加した。 2007 年のグロス ゲーミング収入は $34.1bn（3 兆 4,100 億円）に達
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した。（1998 年は $19.7bn） 地方政府の賭博税収は、1998 年の $2.5bn から 2007 年の 

$5.79bn に倍以上増加した。 この調査は、カジノ訪問者は賭博ばかりではなく、72%

が質の良いレストランで食事し、48%がライブのエンターテイメントを楽しみ、42%が

ショッピングし、42%がカジノのバーやナイトクラブを訪れていることを明らかにして

いる。(DTW, 5/15/2008) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）中国、航空機製造会社設立 

中国は、5 月 11 日、上海に航空機製造会社を設立すると発表した。 新会社 Commercial 

Aircraft Corporation of China（CACC）は、中国製大型旅客機の調査・開発・製造・マー

ケティングを担当する。 資本金は 190 億元（2,700 億円）で、この内政府が 60 億元を

出資する。 中国は、今年初め、ボーイングとエアバスに対抗する事になる 150 人乗り

の航空機を製造すると発表していた。 また中国は、

国営の航空機メーカー大手 2 社の民間航空機製造部門

を合併させる方針であると語っていた。 この 2 社は

China Aviation Industry CorpⅠ（AVICⅠ）と AVICⅡで、

両者は CACC の株主に名を連ねる。 CACC 製の旅客

機は、2020 年の就航を予定する。(channelnewsasia.com, 

5/11/2008) 

Officials in the cockpit of the China Aviation Industry 

Corporation's ARJ21 passenger jet in Beijing 

 

 

（３）世界最大の民間航空機購入者 ILFC、AIG から分社か？ 

✓ American International Group が、第 1 四半期で▲$7.8bn（7,800

億円）の欠損を計上した。 サブプライム住宅ローンに関連す

る金融商品の価値の急激な減少がこの欠損の原因だ。（先の第

4 四半期と合計すると欠損は▲ $13.1bn に上る。） 

✓ AIG の子会社に、世界最大の民間航空機購入者である

International Lease Finance Corp.が存在する。 ILFC は、1973

年にハンガリー移民のSteve Udvar-Hazyによって設立された航

空機リース企業で、1990 年に AIG によって $1.3bn で買収され

た。 
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✓ 親会社とは異なり、ILFC の業績は極めて良好で 2007 年には 170 人の従業員でもっ

て収入 $4.73bn、利益 $604m を計上した。 そして、$50bn に相当する航空機×

900 機を保有している。 今年第１四半期には 41%増益の $272m の営業利益を計

上した。 

✓ 大手格付け会社 2 社は、AIG の大幅な業績悪化に対応して、AIG とその子会社の

ILFC のレーティングを低下させた。 格付け低下は、即 ILFC の航空機購入に必

要となる借入金の金融コストの増加を意味する事になる。 

✓ ILFC は、$100m の航空機の購入の場合、購入後 5 年から 7 年間、その航空機のバ

リューの年 9%~12%（月間約 $1m）でもって航空会社にリースする。 そして、

良い時には中古機を店頭価格の 85%で売却する事が出来る。 

✓ 0.25%の金利の上昇は、$100m の航空機の場合で、年間 $250,000 の金融コストの

上昇に繋がり、競争が激しい航空機リースの競争力をそれだけ削がれてしまう。 

✓ ILFC 会長兼 CEO Steven Udvar-Hazy（62）は、ILFC を AIG からスピンアウトする

事により事態の改善を図る事を考えている。 

✓ しかし、このスピンアウトには、以下の問題が存在す

る。 ① AIG にとっては、ILFC は利益を生み出す金

の卵であり、また ILFC が購入する航空機の加速度減価

償却のメリット享受している。 

それと、② 現在の信用市場の縮小下では売却に必要と

なる資金手当もおぼつかない。 また、③ Udvar-Hazy

と ILFCの 2人の共同創立者はAIGの大株主でもある。 

✓ 略 40 年間に亘って AIG を世界企業に育て上げた元

AIG CEO Maurice R. “Hank” Greenberg（83）も、AIG の

現経営陣に不満を有している 1 人だ。 彼とアフィリ

エート株主は AIG 株 12%を保有している。 

✓ 5 月 14 日に AIG の株主総会が開催される。 

(wsj.com, 5/12/2008) 

 

（２）ライアン航空 CEO、燃油高騰で幾つかの航空会社倒産が不可避と語る 

「現在の燃油飛行等が続けば、幾つかの航空会社は倒産に追

い込まれるだろう」と直言居士で有名な Ryanair CEO Michael 

O’Leary が語った。 原油価格は今年に入ってから +25%増、

過去 12 ヶ月間ではバレル $62 から倍増している。 彼は、

この価格が今後 12 ヶ月間継続すれば、ドイツ第 2 位の Air 

Berlin は こ の 犠 牲 と な る だ ろ う と 言 っ て い る 。

(channelnewsasia.com, 5/12/2008) 
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（４）シンガポール航空 第 4 四半期決算 ▲21%減益 

SQ の第 4 四半期決算は、前年同期比▲21%減益の純益 S$528m（387 億円）であった。 

収入は +12%増の S$4.11bn。 第 4 四半期に 1 株当たり 80 シンガポール セントの配当

を実施する。 これで 2007 年度の配当は、合計 1 株当たり S$1 となる。 2007 年度の

純益は S$2.05bn と前期の S$2.13bn より減益決算となった。 輸送旅客数は、+4.2%増

の 1,912 万人。 世界経済の減速と燃油費の高騰により、今年度決算が減益となる見通

しであると SQ は言っている。 SQ は、現在 A380 型機×4 機を受領している。 5 機

目を 7月初旬に受領する。 しかし、残る 15機の幾つかのデリバリー スケジュールは、

更に遅延する事が予想されている。(wsj.com, 5/14/2008) 

 

（５）BAA、ヒースロー空港チーフ交代 

BAA が、5 月 13 日、LHR 空港の Managing Director Mark Bullock を London Underground

の COO Mike Brown と交代させる人事異動を行った。 Bullock は、T5 移転の責任者で

あった。 BA では、T5 移転の最高責任者 2 人（10 人のトップ経営陣の 2 人）が数週

間前に辞任させられている。 BAA では、2006 年夏のスペインの建設グループ Ferrovial

の買収以降、経営陣の人事が安定していない。(FT.com, 5/13/2008) 

 

（６）DL パイロット組合、労働契約更改に賛成 

DL 航空のパイロット組合員は、会社と組合幹部の間で暫定合意されていた 2012 年まで

有効な新労働契約に対して、78%の圧倒的多数でもって賛成票を投じた。 この契約は、

合併会社の株式 3.5%の DL パイロットに対する支給を含んでいる。 この契約成立に

より DL は、DL と NW の別々の運航ステータスを維持したままで、NW 便への DL 便

名及びブランドの追加と NW が保有する Midwest 航空株式の保有が可能になる。 こ

の他、パイロット組合は、合併会社の取締役ポスト 1 席を確保する。(wsj.com, 5/14/2008) 

(nytimes.com, 5/15/2008) 

 

（７）BMI 航空、LHR 空港スロット価値を貸借対照表に反映 

BMI が、LHR 空港のスロットの価値を貸借対照表上に反映させる事を検討している。 

これは、監査と財務アドバイザーの Deloitte の提案で、BMI のケースが成功すれば VS

や BA もこの方式を導入するだろう。 BMI は、LHR スロットを 11%保有しており、

その価値は $700m に及ぶと見積もられている。（現在ピーク時間帯の 1 ペアーのスロッ

トは £25m~£30m すると言われている。） 41%を保有している BA の場合は、少なく見

積もっても £2bn（4,000 億円）になると言われており、現在のグループ時価総額 £2.6bn

に匹敵する。 LH は、BMI の支配株買収のコール・オプションを保有している。(FT.com, 

5/14/2008) 
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（８）米国内線運賃値上げ急 

燃油費の記録的な継続的高騰に対応する為に、米

航空各社が国内線運賃の値上げに走っている。 

(wsj.com, 5/8/2008) (nytimes.com, 5/9/2008) 

 

 

（９）夏の多客期需要減少 

ATA は、夏のシーズンの需要が▲1%低下して 212

百万人になると予測している。 航空各社は供給

を削減しているため、この時期の L/F は昨年並み

の 85%となるだろう。 

ジェット燃油費は、5 月第 2 週の時点で前年比 

+70%上昇しガロン$3.41 になった。 IATA によれ

ば、世界の航空業界は昨年比 +$65bn（6 兆 5,000

億円）も余計に燃料費を支払わなければならなく

なるという。 米国の航空会社は、今年に入って

から 11 回の運賃値上げを実施した。 そして各社

が、この運賃値上げにマッチングしている。 そ

して、2 個目の受託手荷物を有料化したり、割引

運賃の土曜日ステーの厳格適用を行ったりしてい

る。 

米各社は、国内線から国際線に供給を振り向けて

いるが、国際線需要も世界景気の後退で芳しくな

い。 IATA は、3 月の国際線需要は▲2%減少した

と言っている。 

需要減少が予想されているにも拘わらず、航空管

制の近代化の遅れで、米国の空の混雑は解消され

ないだろう。 ATA は、遅延によって航空会社は

年間 $10bn のコストを負担させられていると言

っている。(wsj.com, 5/14/2008) 
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（10）米国、オープンスカイ協定拡大を模索 

5 月 15 日から、米国と欧州連合のオープンスカイ協定第 2 次協議がスロベニアで開始

される。 この協議では、外資規制（オーナーシップ規制）の撤廃を含む一層の自由化

が協議される事になっている。 

米国は、この協議でオープンスカイ協定を更にその他の 30 カ国に拡大して、合計凡そ

80 カ国間の空を自由化する事を提案する。 米の提案には、自国の航空会社に対する

外資規制の緩和が含まれないようだ。（現在米国は外資を 25%に、欧州連合は 49%に規

制している。） 外資規制緩和の実施は、欧州連合にとっての最大の懸案事項で、この

Open Aviation Area（等しい運輸権とオーナーシップ規制の撤廃）が 2010 年までに合意

されない場合は、欧州連合は今年 3 月末から実施したオープンスカイ協定を停止させる

権利を有している。 欧州連合は、セキュリティーと環境対策の問題でも意見を異にし

ている。(FT.com, 5/14/2008) 

 

 

 

 

（11）エアーアジア X パース線開設 

AirAsia Xが、5月 15日、KUL=PER線週 6便を 11月 2日から開始すると発表した。 PER

線は、昨年 11 月に開始した Gold Coast 線週 4 便に次ぐ 2 番目の路線。 同社は、2008

年の第 4 四半期にロンドン線を開設すると言っている。 

MH は、AirAsia に対抗して、リジョナル 20 路線で無料運賃を含む販売促進活動を実施

する。 AirAsia は、MH との公平な競争環境の整備が必要だと訴えている。 漸く路

線参入が許可された KUL=SIN 線のドル箱路線では、MH が週 69 便を運航しているのに

対して AirAsia はタッタの週 14便しか許されていない。(channelnewsasia.com, 5/15/20089 
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（12）A380 型機又またデリバリー遅延 

エアバスが 5 月 13 日、A380 型機の一層のデリバリー遅延発

生を発表した。 既におよそ 2 年間の遅れを見ている A380

型機が、2010 年までで更に 3 ヶ月間のデリバリー遅延の発

生を余儀なくされる事となった。 この遅延は、個別生産か

ら自動化された生産への移行困難発生が原因。 2008 年の

デリバリーは 13 機から 12 機へ、2009 年の 25 機は 21 機に

削減される。 そして 2010 年の 45 機デリバリーは、現在発

注航空会社との間で新たなデリバリー スケジュールが協議

されている。(nytimes.com, 5/14/2008) (wsj.com, 5/14/20089 

So far, Airbus has delivered four A380 planes. 

 

EADSの第 1四半期決算が、前年同期の▲€10mの欠損から純益 €285mに改善した。 収

入は +9.7%増加して €9.85bn となった。 2008 年度の見通しは、ユーロ=$1.45 として

収入 €40bn 以上、EBIT ベース利益 €1.8bn と見積もられている。(channelnewsasia.com, 

5/14/2008) 

A400M が 6 月 26 日にロールアウトされる事となった。 A400M 軍用輸送ターボプロ

ップ機のデリバリーは 6 ヶ月〜12 ヶ月遅れている。 試験飛行は今年初めに予定され

ていたが、7 月に延期された後、現在は“夏”に変更されている。 フランスへの初号

機のデリバリーは 2009 年末から 2010 年以降に延期されている。(nytimes.com 5/17/2008) 

 

 

 

The flight deck of an Airbus A380, the production of which has been plagued by delays. 
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（13）航空会社 機内音声電話に慎重 

欧州通信委員会が先月機内携帯電話サービスを許可したにも拘らず、航空会社は音声通

話の開始について慎重な対応をとっている。 携帯電話の出す電波が航空機の機器に干

渉して運航の安全性に悪影響を与える問題は、機内に pico cell と呼ばれる小型の携帯電

話ベース ステーションを装置し、そこから衛星経由で地上へ送受信するする技術によ

り解決された。 欧州連合は、連合加盟 27 ヶ国に対して、向こう 6 ヶ月以内の機内の

携帯電話サービスの安全性に対する技術的な調和を義務づけている。 このサービスの

システム  プロバイダーには、現在は OnAir と AeroMobile の 2 社が存在する。 

AeroMobile 社製のシステムは、今の所欧州キャリアは何処も採用していないが Emirates, 

TK, QF が採用している。 

OnAir の利用航空会社には、Ryanair, AF, TAP, BMI が存在する。 唯一 Ryanair が、機内

音声通話サービスを開始すると言っている。 運賃以外の収入で年間 $650m を稼いで

いる Ryanair は、6 月までに 20 機に機内携帯電話システムを装着し、その後出来るだけ

早期に全フリートに拡大する。 利用料は、国際ローミング チャージ並み（高くても 

$3.50/分）になると予想されている。 その他の航空会社は、音声通話については、騒

音問題に配慮して慎重な対応を見せている。(DTW, 51/14/2008) 

 

（14）US 航空 整備員組合 新労働契約に合意 

US 航空のフリート サービス従業員が所属する International Association of Machinists 

and Aerospace Workers（IAM）の District Lodge 141 が、7,700 人の組合員をカバーする

43 ヶ月間有効な新労働契約に合意した。 この新契約は、America West と旧 US 航空の

合併後 3 年後にヤット合意された。 US は、既に 3,300 人のメカニックと 40 人のフリ

ート技術教官と新契約に合意している。(DTW, 5/15/2008) 

 

（15）UA+US 合併協議継続 

UA と US の合併協議が継続している。 誰が合併会社の舵取りをするのか？ から、株

式交換比率はどの様にするのか？ など基本的な部分も未だ合意されていない様だ。 5

月 15 日に UA は取締役会を開催して合併問題を協議したが、結論を得るには至って居

ないようだ。 消息筋によると、UA は単独の独立運営継続を志向している節があると

いう。 US との合併よりも、FFP 子会社を売却して CO を Star Alliance に呼び込む計画

が検討されているらしい。 原油価格がバレル$125 を突破した現在、合併によるシナ

ジーが確かなモノなのかが再検討されている。 最近数週間で、既に数社の小規模航空

会社が運航停止に追いやられた。 Frontier Airlines Holdings Inc.は、クレジットカード

会社からのより大きな収入保証金の上乗せ要請が原因で破産法の保護を申請した。  
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UA, NW, AA は、彼等のクレジット ファシリティーに対して、より長期のローン条件

適用免除を債務者達に要請した。 jetBlue は、株式 19%を LH に売却し $300m を得た。 

AirTran Holdings は、最近株式と転換社債発行で $140m の資金を調達した。 CO は、

Panamanian 航空の残余株 10%の売却を検討している。 燃油のヘッジで好決算を継続

している Southwest でさえ 21 機の航空機を担保に $600m の資金を獲得した。(wsj.com, 

5/16/2008) 

 

 

（16）AA 航空、落雷詳細検査省略 

AA 航空が、昨年 8 月から、飛行中に落雷に遭遇した航空機の、長年実施して来た詳細

検査を省略している。 AA は、パイロットからの公式の落雷発生の報告が無い限り、

胴体構造部などへ悪影響を発生させていないかの検査を現場の整備員の判断に委ねる

事にして、スケジュール維持を優先させる事にした。 FAA は、航空会社は 1 年間で

平均 1 回の落雷に遭遇していると言っている。 そして、AA の整備検査方法の変更が

適切であるのかどうかを調査する。(wsj.com, 5/16/2008) 

 

 

（17）英国航空 CEO ボーナス返上 

プレミアム旅客需要増に支えられて、BA の年度利益が前期の £290m から £680m に倍

以上増益した。 収入は +3.1%増の £8.75bn であった。 同社は 2001 年以来初の配当

（5 ペンス／株）を実施する。 営業利益率が初めて 10%を超えた。（前期は 7.15%。） 

10%営業利益率達成により、従業員は £35m のボーナスを受け取る。 CEO Willie Walsh

は、LHR 空港 T5 移転トラブル発生の責任を取り 2007 年のボーナス £700,000 を辞退す

る。 

2008 年度について、BA は収入 +4%増、燃油コストが前年比 +£1bn 増加すると予想し

ている。 BA の燃油コストは 2007 年度で £2.06b に達している。 3 月 31 日現在で、

キャッシュ バランス £1.8bn（前期末比▲£491m 減少）を保有している。 手元現金減

少は、年金基金への繰り入れと米司法省に対する価格協定の罰金支払が原因。 ネット

負債は +£319m 増加して £1.3bn となった。(wsj.com, 5/16/2008) 
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 水 運  

 

 

（１）バルチック海運指数 過去最高に迫る 

中国の鉄鉱石輸入を始めとする世界的な原料輸送需要の増加及び港湾混雑を背景に、バ

ルチック海運指数が 1 年間で+80%も上昇し過去最高水準に迫っている。 製鉄各社か

ら大幅な値上げの獲得に成功したブラジルが鉄鉱石の輸出に拍車をかけている事も、海

運レートの上昇を早めている。 中国は、鉄鉱石の輸入を昨年の 392 百万トンから 455

百万トンに拡大する。 特に鉄鋼業界用の鉄鉱石と石炭を輸送する所謂 Capesizes の大

型船のレートが、劇的な上昇を示している。 農産物輸送の増加もレートの上昇に一役

買っている。(wsj.com, 5/11/2008) 
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（２）マースク、原油と天然ガス輸送がコンテナ船の赤字相殺 

AP Moller-Maersk の第 1 四半期決算は、原油と天然ガス輸送部門の業績好調が基幹事業

であるコンテナ船の赤字を相殺し、全体利益を前年同期の $380m から $1.05bn に大幅

増益させた。 収入は、+30%増の $14.4bn であった。 Maersk は、米国の景気低迷が

影響して太平洋貨物需要が▲18%減少したために、同航路の供給を▲30%削減してその

分アジア欧州航路の供給増加に振り向けた。 コンテナ事業は、2005 年の P&O Nedlloyd

の統合失敗から未だ完全に回復していない。 第１四半期のコンテナ船部門は▲ $47m

の赤字を計上した。（前年同期は▲ $198m）(FT.com, 5/15/20089 

 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）仏国鉄、伊の貨物鉄道企業に投資 

仏国鉄 SNCF が、伊の貨物鉄道企業大手 Ferrovie Nord Cargo（Trenitalia に次ぐ伊第 2 位

の鉄道会社 Ferrovie Nord Milano の貨物部門）の 49%を取得する。 これは SNCF の海

外展開計画の一環。 SNCF は、FNC の他にも CFR Marfa（ルーマニア国鉄の貨物部門）

の民営化に参加する。 4 月には、仏のロジスティック会社 Geodis を €1.1bn で買収す

ると共に、独の民間貨物鉄道会社 ITL の 75%を買収した。 SNCF の貨物部門の拡大計

画は、独国鉄 Deutsche Bahn の拡大戦略と似通っている。 Deutsche Bahn は、オランダ

とデンマークの国鉄の貨物部門とロジスティック企業 Schenker を積極的に買収し拡大

しつつある。 (FT.com, 5/11/20089 

 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１）新世代の企業家が Las Vegas を再改革 

Las Vegas では、Steve Wynne, Kirk Kerkorian, Sheldon Adelson ら Las Vegas の有名リゾー

トと同義語である企業家達に取って代わって、もっと若い新世代の企業家達が台頭しつ

つある。 

新世代の若者たちには、Maloof、Frank Fertitta III (43)と Lorenzo J Fertitta (39)の兄弟がい

る。 Maloof は一族が the Sacrmento Kings バスケットボール チームのフランチャイズ



情報 323 平成 20 年 5 月 19 日 - 16 - TD 勉強会 

を所有しており、Fertitta兄弟は父親の起こしたStation Casinos と新興のUltimate Fighting 

Championship リーグを運営している。 又、MGM Mirage CEO James J. Murren（46）、

2007年に the Sahara Hotel-Resort を買収した Los Angelesの大物である Sam Nazarian（32）、

そして大通りから 8マイル南に$1.8bnかけたリゾート建築にMGM Mirageと合弁事業を

起こした Anthony A. Marnell III（33）がいる。 他に、投資家グループの Vegas 生まれ

のテニスの伝説的人物である Andre Agassi（38）、そのエージェントの Perry Rogers、そ

して the Golden Nugget の買収と売却により 36 才になる前に、＄100m の利益を得た

Thomas C. Breitling と Timothy N. Poster がいる。 

とかく、賭博ビジネスには若いリーダーたちを引きつける何かが存在するようだ。 

MGM Mirage 代表 J. Terrence Lanni は 29 才で Caesars World の財務代表となり、Gary W. 

Lovemanは38才でHarrah’s Entertainmentの運営代表になった。 Bugsy SiegelがFlamingo

を築いたのは 1946 年、丁度 40 才の時であった。 

昨年 Forbes の雑誌で各々ネット資産＄1.3bn 所有する超富豪としてリストされている

Fertitta 兄弟は、父親の何となくの先見の明を受け継いで、Las Vegas の住民のためのケ

ータリング事業を、＄9bn の 16 カジノの企業 Station Casino に成長させた。 

Station Casinos は 110 エーカーの Viva と名づけた用地を用意している。 場所は Las 

Vegas Stripの西側で、兄弟は４つの casino関連の開発を計画中である。 また父親が元々

所有していた Palace Station の南にも 80 エーカーの用地を所有しているが、今のところ

手付かずである。 

これら企業家達の多くは、一族の富から出発し Las Vegas の歴史を継承している。 

Maloof の父親はバスケットチームのオーナーであり、Las Vegas リゾートに供給する

Albuquerque のビール販売業者でもあった。 Marnell の父親は、市の一番の建築請負業

者で、Bellagio, Wynn の建設、the Rio All-Suites Hotel Casino の開発を手がけた。 Rogers 

の父親は NBC 関連会社ほか６社のテレビ局をも所有している。 他の業界では珍しく

ここでは、ライバル関係にある同業者間の手厚い協力が存在する。 その一例として、

Fertitta 兄弟は Maloof resort の 6.7%の株を所有している。 又、Murren は Golden Nugget 

の売却を Breitling に託しているし、Marnell と合弁企業も起している。 

Roger (39)、Poster、Lorenzo Fertitta は Las Vegas の高校で同窓、Fertitta と Breitling は

University of Southern California でそれぞれが同窓だ。 この結果、Fertitta, Rogers, Agassi

が Golden Nugget の買収に協力した。 このように賭博業界は、他と比較すると縁故贔

屓で排他的な業界といえる。 そんな中 Murren は異色で、賭博とは無縁の環境で育っ

た成功者である。 

SBE Entertainment Group の CEO Nazarian は 2007 年３月に、＄400mn で Sahara を買収し

た。 Philippe Starck に 改装を依頼して彼所有のカリフォルニア風のレストランとナイ

トクラブの店を出す企画を立ち上げている。 又、彼は 1 泊＄150 から$250 までの適切

な宿泊費で、しかもシックでクリエイティブなホテルを提供したいと考えている。 
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古い世代と新興世代はライバルではあるが、まるで父親が子を思うような暖かい関係が

存在する。(nytimes.com, 5/6/2008) 

 

 

From left, Frank Fertitta III, the tennis player Andre Agassi, Perry Rogers, Thomas C. Breitling, Lorenzo J. Fertitta 

and Timothy N. Poster are all part of a younger breed of major developers in Las Vegas. Their projects include hotels 

and casinos. 

 

 

（２）ゲンティング、カジノ 2 店閉鎖へ 

Genting Stanley が Luton と Bristol のカジノを閉鎖する。 そして、英国のカジノ 46 軒

の 120以上の職の削減を検討する。 英国の最近のカジノ閉鎖はこれで 9軒となる。 英

国政府はカジノライセンスの増加を実施してカジノ業界の拡大を奨励しておきながら、

一方で増税策を導入して、カジノの連続閉鎖を発生させているのは誠に矛盾に満ち溢れ

ていると Genting Stanley の副会長 Peter Brooks がコメントしている。(FT.com, 5/15/2008) 

 

（３）ラドブルックス（英）今年最初の 4 ヶ月間で増益 +13% 

Ladbrokes が、今年最初の 4 ヶ月間の利益が昨年同期比 +13%増益したと発表した。 こ

こでは景気の影響は発生していない。 しかし、ハイローラーの収入は大幅に減少して

いる。 昨年のハイローラーからの利益は £180m と総利益 £420m のおよそ 40%を構成

していた。 E-ゲーミング部門の収入は +24％増加している。(FT.com, 5/16/20089 
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 その他  

 

（１） グーグル 過去 12 ヶ月チャート 

 

（過去 52 週 最低$412.11 最高$747.24、時価総額 $182.8bn）（赤線は Microsoft） 

 

 

 

 

 

編集後記  

 

 

 

今週号では、航空機リース大手の ILFC が、親会社である AIG のサブプライムに関連す

る大幅欠損（4Q’07+1Q’08 で▲$13.1bn≒1 兆 3,100 億円）で、業績が極めて好調である

にも拘らず、親会社と共にクレジット レーティングの格付けを降格されたという記事

が目についた。 ILFC は、AIG からスピンオフする事を検討するという。 
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先週号では、BAA を 2006 年 6 月に £10.1bn（2 兆円）で買収したスペインの建設グル

ープ Ferrovial とそのパートナーが、BAA が発行した社債の格付け低下を回避する為に 

£400m（800 億円）を BAA に注入したという記事があった。 これは、LBO に要した

巨額の借入金のリファイナンスが、サブプライム問題に起因した信用市場の収縮で実現

出来ないための措置である。 

 

IFLC も BAA も、格付け低下により現在抱えている負債の金利が上昇してしまう事を何

とか回避したいと考えている。 

 

米国航空業界でも、破産法による保護を申請した Aloha, ATA, Skybus, Eos が繋ぎ融資の

資金調達に失敗して立て続けに運航停止に追いやられた。 これも信用市場の収縮（と

燃油費の記録的な高騰）が原因だ。 

 

Blackstone による Hilton の買収（2007 年 7 月、$26bn≒2 兆 6,000 億円）や、Apollo と

TPG による Harrah’s Entertainment の買収（2006 年 12 月、$17.1bn≒1 兆 7,100 億円）な

どのプライベート エクイティーによる大型 LBO には問題は出ていないのだろうか？ 

（買収金額はいずれも被買収企業の負債込み） 

 

返済能力の無い人たちに住宅融資をしたサブプライムだとか、プライベート エクイテ

ィーの企業買収に対する過度の熱中は、金融市場の混乱と買収された企業の従業員達へ

のしわ寄せを目の当たりにすると、如何に資本主義世界に属しているとはいうものの規

制してしかるべきだと考える。 世界経済を混乱させている原油高騰も、許しておいて

良いものなのだろうか・・・。 世界を駆け巡っている巨額な投機的資金の規制が必要

じゃないのか。 （H.U.） 
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NYC 3: Harlem Gospel 

B5 Sketch Book 

2006 年 10 月作 


