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1. U.S. Airlines Fly Into Credit Squeeze 

 米航空会社、流動性悪化で一層の財務的窮地に直面 

 

 

To weather the downturn, airlines have grounded planes. Above, idle planes at an airport in Victorville, Calif. 

 

気後退と信用市場の収縮で、米航空会社の流動性が厳しく圧迫されている。 金融危機

の勃発以降、航空会社を取り巻く環境は１つとして良い所がないほどだ。 需要が回復

しなければ、この冬にも航空会社の破産法 11 条申請が増加するだろう。 特に、今ま

で好調に推移して来た ビジネス旅客と国際線旅客が大幅に落ち込んでいる。 

米大手 H&S航空会社 5社（DL, AA, UA, CO, US）は、第 2四半期決算で全社が欠損を

計上すると見られている。 その一方で、ディスカウント航空会社の 4 社（Southwest, 

jetBlue, AirTran, Alaska）は、そこそこの利益計上に成功した模様である。 Southwest, 

jetBlue AirTran の 3社は、旅客数と収入の減少に遭遇しているが、ビジネス需要への依

存が小さいために大きな減少とはなっていない。 

 

AA CEO Gerard Arpeyは、「航空会社は、バレル $130 のオイル、世界経済の不況の波、

資本市場の機能喪失の環境下で事業運営をするようには作られていない」と語っている。 

昨年記録的な高騰を見せた燃油費はヤット沈静化したけれども、乱高下する不安定な燃

油費管理に各社は手子摺っている。 

航空運輸協会（ATA）は、5 月の旅客収入が前年同月比で▲26%低下（旅客数▲9.6%、

単価▲18%）したと報告している。 昨年 9月から始まった供給削減の嵐は、2001年の

8,400 万席のピークから、1984 年以来最低の 6,650 万席へと▲30%供給を低下させた。

（OAG 調べ） CO と US は、単位収入（RASK）が 6 月に▲20%低下したと言ってい

る。 AA と UA は、6 月のトラフィックが、それぞれ▲8%と▲10%減少したと言って

いる。 Morgan Stanleyの先週のリサーチ・ノートは、今年の米国航空会社の収入が前

年比▲18%低下すると述べている。 
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信用市場の収縮で、航空会社の資金の手当が大きな問題となっている。 唯一 Southwest

だけが投資グレードの格付けレーティングを取得している。 Moodyは、米大手 9社の

航空会社の内 8社の見通しを、ネガティブとして位置づけている。 悲観的な秋の先行

予約の見通しに対応して、Southwest は 9月からの旅行に適用となる最大割引 $30運賃

を 48時間だけ市場に提供した。 しかし、市場の反応は鈍いと言っている。 

燃料費は、1 年前の記録的な値上がりから沈静化し、昨年 6 月よりも▲$10 も安いバレ

ル $60 を付けている。 しかし、この燃油費減と供給減によるコスト減を併せて見て

も、収入の大幅減少を補うほどにはなっていない。 Fitch Ratingは、DLと UAの格付

けを投機的レベルにまで低下させた。 DL は、$5.3bn の強力な使途自由現金を保有し

ているけれども、2011年末までにこれと略同額の負債の満期返済に直面する。 DLの

現行レベルの流動性維持は、偏に 2010 年に於ける信用市場の再開と業界の安定化にか

かっている。 幾人かのアナリストは、UAと USの 2社が要注意だと言っている。 

 

 

A United Airlines ticket counter in Denver. While all airlines are suffering, some analysts say United faces 

particularly tough times along with a heavy debt burden. 
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UAは、約 $2.5bn の現金を保有しているが、年内に $650m以上の そして 2010 年には 

$1bn 以上の 借入金の返済とリース料の支払いを余儀なくされる。 UA は、この維持

困難な資本構成のために、今後短期間の 大きな資金調達に苦労するだろう。 同社は

6 月末に $175m の資金調達に成功したが、それは在庫部品を担保にした 17%の高金利

によるローンとなっている。 2005 年に $1.5bnで America West と合併した US は、米

大手航空会社の内で最も少ないキャッシュ・ポジションしか保有していない。 

 

需要閑散期となる今冬に、幾つかの航空会社は債権者から保護を求めて破産法 11 条を

申請せざるを得なくなるだろう。 格付け機関とウオール街の投資団は、収入減少によ

るキャッシュ・フローの悪化により、幾つかの航空会社が債権者からの保護を願い出る

だろうと見ている。 大手航空会社の中で、特に脆弱なのが UA, AA, USの 3社だ。 

USは、2001年テロ攻撃以後 2回も、そして、UA, DL と、DL買収された NW は 1回 破

産法 11 条を申請している。 アナリストは、破産法の保護を仰いでも、更にリストラ

する余地がこれ等の航空会社に残っているのかと訝っている。 MIT の航空輸送国際セ

ンター研究員 Bill Swelbar は、需要が無くなってしまった中でのリストラは困難を極め

るので、幾つか航空会社は生き残れなくなるかも知れないと言っている。 ■ 
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【関連ニュース】 IATA 5月輸送実績更に悪化 

IATAは、5月の世界の国際線旅客輸送実績が 前年同月比で更に▲9.3%低下したと発表

した。（4月の実績は、イースター等の影響により▲3.1%であった。） この内、利益捻

出の源泉であるプレミアム旅客数は▲23.6%低下した。 4 月の▲22%、第 1 四半期の

▲19.2%よりも更に悪化している。 IATA は、5 月のプレミアム旅客収入が▲40%〜▲

45%減少したと推定している。 この実績にはH1N1のネガティブな影響も響いている。 

中米の旅客需要は▲62.4%と激減した。 5 月実績は、年内には回復するという楽観論

を完全に消し去った。 IATA は、国際線需要の“底”が見えないと言っている。

(channelnewsasia.com, 7/17/2009) 

 

 

 

2. 【特集】クレジットカード手数料 

 

（１）小売店がカード手数料で銀行に反旗 

セブンイレブンなどの小規模小売店から、父さん母さんレストラン、ガソリンスタンド、

Wal-Mart や Home Depot などのメガリテールまでが、クレジットやデビット カードの

手数料増で採算性が悪化し困っている。 

これ等の全米のマーチャントは、カード手数料の大きな部分を占めるインターチェン

ジ・フィー（interchange fee）の減少に取り組んでいるけれども未だ成功していない。 イ

ンターチェンジ・フィーは、クレジットカードを発行している銀行に対して年間 $40bn

〜$50bn（4兆円〜5兆円）の収入をもたらしている。 しかし、先月、議会がカードの

過度に高いフィーと利子から消費者を保護するための法律を可決したので、フィーの減

少を願っているマーチャント達が、チャンス到来とばかり勢い付いている。 

 

 

 

 

 

Patricia Orzano, with the petition 

at her 7-Eleven store on Long 

Island, says the credit card fees 

cut into her profit. 
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消費者が、カードで買い物をする度に、購入価格の約 2%〜3%のチャージが 銀行とペ

イメント・ネットワークに行く。 その内 およそ 1.8%のインターチェンジ・フィーが

カード保有者の銀行に行く。 この最大のフィーが論議の的となっているのだ。 しか

し、このフィーの一部がロイヤルティー・ポイントとしてカード所有者に還元されてい

るので、マーチャント達の減少の要求は、なかなか達成することが難しいかも知れない。 

Visa カードで $100 の商品を購入したとすると、マーチャントの銀行は約 $2.25 を受け

取る。 この内 $1.80（インターチェンジ・フィー）がカード所有者の銀行に行く。 両

方の銀行は各々10 セントを Visa に支払う。 そしてマーチャントの銀行は、第三者の

プロセッサーに 5セント支払い、30セントが手元に残る仕組みとなっている。 

 

各購入のフィーは小さいかも知れないけれども、クレジットとデビットのカードによる

支払いは、1999 年の $20.7bn から $58bn 以上に 過去 10 年間でほとんど 3 倍に膨れ上

がっている。 Target では、インターチェンジ・フィーが販売店コストの第 2 番目に大

きな費用になっている。 Home Depot でも職員の健康保険料の次に大きなコストがこ

のインターチェンジ・フィーである。 全米最大の会員制ウエアーハウスの Costco は、

安いインターチェンジ・フィーを提供する American Express 以外の Visa や MasterCard

の受け付けを中止した。 

 

マーチャント達は、伝票を手作業で処理していた昔の時代ならまだしも、現在はテクノ

ロジーが進歩して全てが自動化されているのだから、それとカード利用が小額のコーヒ

ー1杯までに利用されて膨大な規模となっているのだから、インターチェンジ・フィー

は、銀行やカード会社にとってボッタクリの金のなる木に化けていると批判している。 

7-Eleven は、消費者に対してインターチェンジ・フィーの値下げに対する 100 万人署名

のキャンペーンを開始している。(nytimes.com, 7/16/2009) 

 

 

（２）アラスカ、ジェットブルー、UAマッチングせず 

Alaska と jetBlue は、旅行会社に対するマーチャント・アカウントへのアクセス禁止は

実施しないと語った。 今日まで、UAにマッチングすると言った航空会社は何処もい

ない。(travelweekly.com, 7/14/2009) 

 

 

（３）UA、クレジットカード販売中止旅行会社拡大 

UAは、8月 3日を開始日とする、UAのマーチャント・アカウントへアクセスを禁止す

る第 2弾の旅行会社に対する通告を開始した。(travelweekly.com, 7/14/2009) 
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（４）英国、豪州、マーチャント・フィー顧客転嫁 

豪州やイギリスでは、ユニークな法律の為に 米国で見られる様な旅行会社のリスクは

発生しない。 

豪州では、全てのマーチャントは、一般的には MasterCard と Visa による購入の場合は

1.5%〜2%、American Express や Diners Clubの場合は 3%、もしくはマーチャント・フィ

ートに略等しい均一料金を消費者に転嫁している。 豪州の旅行会社がカードによる販

売を行なった場合は、旅行代金と共にフィーを顧客から徴収している。 GDS 経由で

予約した場合は、GDSトランザクションの中にフィーが組み込まれる。 

2001 年の Ansett 航空の倒産以来、旅行会社はマーチャントとして機能しない航空会社

を販売しなくなった。 Ansett は、幾つかのトランザクションをマーチャントして受け

付けなくなったので、航空会社の倒産時などの際に 旅行会社が引き受けなければなら

なくなったチャージバックが大きな問題となった。 

英国では、自社Webサイトの販売場合、マーチャント コストを取り返すために、一般

的には均一料金を顧客から徴収している。 しかし、GDS 経由の予約の場合は徴収し

ていない。 英国の BSP では、旅行会社は、各月の 17 日目か或は 17 日目以降の最初

営業日に前月の全ての販売分を入金しなければならない決まりになっている。 従って、

航空会社は、カード販売の場合は入金に 3日〜5日しかかからないにも拘らず、現金販

売の金を受け取るのには 17 日〜47 日間待たなければならない。 イギリスでは、35%

の販売が航空会社をマーチャントとするカード決済となっている。 その他の全販売は、

小売りの旅行会社がマーチャントである。 

大手の旅行会社は、航空会社への入金を 17日〜47 日間猶予できるので、参加のリスク

は有るものの、しばしばマーチャントとなることを選択している。 しかし一般的に言

って、全てのツアー・パッケージ、クルーズ、コンソリデター航空券の場合は、旅行会

社がマーチャントである。 ツアオペレーター、クルーズ企業、コンソリデターは、こ

れ等の商品の航空部分の販売を BSP経由の現金精算としている。 

旅行会社は、通常 顧客からマーチャント・フィーを徴収している。 そして、ツアー

企業やクルーズやコンソリデターの倒産の場合は、旅行会社は保護されている。 エア

ーを含むツアー商品を販売する如何なるホールセラーも Air Transport Organizer ライン

センスを保持し、消費者保護基金へ積み立てをしなければならなくなっているからだ。 

即ち、英国では、旅行会社を始め多くのビジネスで、トレードがマーチャントの役割を

果たすことが過去数 10年間ビジネス慣習となっているのだ。 しかし、最近 旅行は高

いリスクと見なされて、クレジットカード企業との取引がますます厳しくなって来てい

る。(travelweekly.com, 7/14/2009) 
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（５）議員、マーチャント・アカウント アクセス禁止 導入延期要請 

米連邦議員 13名は、UA CEO Glen Tilton 宛に書簡を送り、マーチャント・フィーの旅

行会社転嫁は、旅行会社に重大な影響を及ぼす怖れが有るので議会でこの問題を精査す

る間（少なくとも 60日間）の導入延期を要請した。 この 7月 13 日付け書簡で、共同

署名した議員達は、UAの今回の行為が Fair Credit Billing Act に違反している怖れ無し

としないと言っている。 下院議員のMike Accuri（NYC民主）、同 Nydia Velazquez（NYC

民主）が、この問題の中心的な存在。 Velazquez は、下院 ビジネス小委員会の議長。 

一方フロリダ選出の 3 人の共和党議員も 7 月 14 日、同様の内容の書簡を Tilton 宛に送

っている。(travelweekly.com 7/15/2009) 

■ 

 

 

aa.com, 7/15/2009 

3. アメリカン航空第 2四半期決算 

 

AA航空の第 2四半期決算は、景気低迷に伴う需要の減少と法人需要のダウンサイジン

グ（低運賃クラスへの移動）のインパクトを受けて、▲$390mの欠損となった。 

機材の退役や非稼働化に伴う特別費用を除去した場合の欠損は▲$319mとなる。 

前年同期は▲$1.45bn の欠損であった。 これから航空機評価損に伴う特別費用を除去

した場合の損失は▲298mとなる。 従って、特別費用を除去した場合は、▲$21mの減

益となる。 この決算は、ウオール街のアナリストの予想を遥かに上回った。 

AA は、需要減少に対応して今年の供給を▲7.5%削減する。 そして、8 月末までに少

なくとも▲1,600人をレイオフする。（6月末時点の従業員数は、本体66,900人とAmerican 

Eagle 12,300人の合計 79,200 人。） S&Pは、AAの 2009 年の年間収支予想を 前回の▲

$840mから およそ▲$1.27bn に下方修正した。 

 

概況は、以下の通りである。 

 

・ 収入は、前年同期比▲21%減の $4.9bnとなった。 トラフィック減が▲7.6%、イー

ルド減が▲15%（13.76セント→11.65 セント）であった。（H1N1新型インフルエンザ

による減収は ▲$50m〜▲$80mと推定されている。） 機内食、受託手荷物等の補完

的収入は +7.4%増加して $565m（総収入の 11.5%）となった。 

・ 燃料費は、▲41%減少して $910m となったが、それを上回る減収▲$1.29bn により

減益決算となった。 
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・ 単位コスト（CASM）は、15.80 セントから 11.76 セントに▲25%減となったが、燃

油費を除いた場合は、供給の減少▲7.6%が影響して +5%上昇した。 

・ 期末の現金及び短期投資を合計した流動性 $3.3bn を確保した。 AAは、$800mに

上る長期負債とリース・ペイメントの年内の満期返済を含み $11.4bnのネット負債を

抱えている。 $520mの公募新株発行を完了し流動性の向上に貢献した。 

・ 2011 年までに導入する B737×83 機のファイナンスは確保してある。 抵当権を設

定していない資産（航空機や空港発着枠） $3.7bn を保有している。 

 

【第 2四半期 決算】  （上段→下段： 2Q’09→1Q’09→4Q’08→3Q’08） 

（注）ASM〜Fuel迄の各データは、メインライン数値 

■ 

 

 

4. 英国航空の 3つの問題 

 

BA は、昨年度▲375m ポンド（580 億円）の

欠損を計上し、6月 30日に終了した第 1四半

期では▲100mポンド（154 億円）の欠損を計

上した。 BA は、（イ）労務費削減のための

労使間交渉、（ロ）運転資金の確保の為の流動

性維持、（ハ）IB との合併問題と oneworld の

アライアンスの競争法適用免除 の 3 つの大

 

 

REV 

million 
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NP 
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billion 
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現金 
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A 
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(-1.290) 

-390 

(-1,461) 
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(-7.6%) 

11.65 

(13.76) 

81.8% 

(82.5%) 

11.76 

(15.80) 

188.9 

(317.3) 

3.3bn 

(5.5bn) 

4,839 

(-15.1%) 

-194 

(-187) 

-375 

(-341) 

37.7 

(-8.0%) 

12.87 

(13.48) 

75.7 

(79.1) 

11.82 

(12.63) 

191.1 

(273.2) 

3.3bn 

(4.9) 

5,469 

(-3.8%) 

-196 

(-69) 

-340 

(-69) 

38.7 

(-8.3%) 

13.74 

(12.83) 

78.3 

(80.2) 

12.99 

(12.01) 

259.6 

(239.7) 

3.6bn 

(5.0bn) 

6,421 

(+8.0%) 

-216 

(319) 

45 

(175) 

41.9 

(-3.0%) 

14.34 

(12.67) 

82.2 

(83.9) 

13.99 

(11.45) 

356.7 

(216.5) 

5.1bn 

(5.8bn) 
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きな問題に直面している。 

以下のレポートは、7 月 10 日〜18 日の間に FT.com と wsj.com に掲載された関連ニュ

ースから編集したものである。 

 

（イ）労務費削減のための労使交渉 

パイロット組合（BALPA、パイロット 3,200 人の 95%が BALAP組合員）と整備組合は、

7 月 17 日、92%の賛成票でもって会社の労働契約暫定合意案を批准した。 組合は、向

こう 2 年間で▲2.6%の基本給のカットと長距離線の乗務スケジュール変更に合意した。 

またレイオフ▲78 人に対して 100 人が応募した。 この見返りに BALPAは、一定の会

社業績を条件に 13m ポンドに相当する株式を得る権利を 2011 年 6 月から 2 年間 獲得

した。 BAは、この合意で 10月 1日から 年間▲16mポンドの労務費削減と、乗務ス

ケジュールの変更で更に▲10mポンドのコスト削減が可能になる。 

しかし客室乗務員 14,000 人を含む BA最大の労働組合である UNITEは、会社案に未だ

に合意していない。 両者は、交渉行き詰まりを打開する為に、政府調停機関に仲裁を

仰いでいる最中であるが、この斡旋が行き詰まる場合には、ストの可能性が濃厚となり

つつある。 特に客室乗務員組合は、新規採用者に対する待遇カットと 3年〜5年の短

期間のみの採用を問題視している。 BAの客室乗務員の平均年収は 29,000 ポンド（445

万円）と、英国の航空会社の中で最高の賃金レベルとなっている。 

BAは、昨年度に▲2,500人を削減し、更に▲3,700 人のカットを予定している。 

 

（ロ）流動性維持のための運転資金の確保 

BA は、7 月 17 日、転換社債（満期 5 年、転換価格 7 月 17 日株価+37.6%プレミアム）

の発行による 350m ポンドと、年金基金が保有しているバンク・ファシリティー330m

ポンドを譲り受けることにより、総額 680mポンドの資金調達を可能にしたと発表した。 

年金基金のクレジット・ファシリティーの BAへの譲渡は、現在大幅な積み立て不足が

存在する基金のセキュリティーを弱体化させるリスクを孕んでいる。 しかし、基金の

信託管理者は、BA 本体の貸借対照表強化への貢献が、ひいては基金の強化に繋がると

判断している。（BA年金の積み立て不足は、一昨年 9月時点で▲1.74bn、3年毎の来年

9月の評価時点では更に▲1.2bnの不足が追加発生すると見積もられている。） BAは、

流動性強化のために、今年度の資本支出を 725mポンドから 580mポンドに削減する。 

この資金調達により、BA の 2010 年 3 月末の現金ポジションは、2009 年 3 月末の 1bn

ポンド（1,540 億円）から 2bnポンド（3,100 億円）に増加するだろう。 

最近の数週間で、AF/KLM が 661m ユーロの転換社債（6 年満期 4.97%クーポン付き）

を、LHが 750mユーロの社債（7 年満期 6.5%クーポン付き）をそれぞれ発行した。 QF

と LHは、新株発行による増資を行なった。 
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（ハ）IBとの合併問題と oneworldのアライアンスの競争法適用免除 

一時、スペインの現地紙が BA と IB の 50:50 対等合併が合意されたと報道したが、BA 

CEO Willie Walsh は、7月 14日の株主総会で BAの合併比率は 53%以下ではあり得ない

と断言した。 BAと IBの合併交渉は、既に 1年近くが経過しているが、交渉開始後に

BAの IBを上回る株価の低下（即ち時価総額の低下）と膨れ上がる BA年金基金の積み

立て不足の問題から、合併会社の持分比率でネックとなって未だに合意されていない。 

交渉開始時点では、BAは 2/3の持分比率を要求していた。 一方、Walsh は、BAと IB

と AA の 3 社を中とした oneworld 同盟に対する競争法適用免除の申請が、10 月にも米

当局から認可されるだろうと楽観的な見通しを述べている。 先週、米運輸省が COの

スター・アライアンス参加と ATI適用を最終承認したことも、この楽観論を勢いづかせ

ている。 

■ 

 

 

5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）レジスタード・トラベラー ベンダー営業停止 

プログラムの将来をどうするかが議論されている最中に、Registered Traveler のプロバイ

ダーFLOと Vigilant Solutionsの 2社が営業を停止した。 先月には、18空港で運営して

いた最大手 Clear が営業停止したばかり。 FLO はネバダの Reno-Tahoe 空港、Vigilant

はフロリダの JacksonvilleとケンタッキーのLouisvilleで運営していた。(travelweekly.com, 

7/14/2009) 

 

（２）全米旅行業者協会、業界は依然として求人難と報告 

ASTAが、7月 14日に発表した Labor and Compensation Report で、失業率が過去最高を

記録している最中にも拘わらず、業界が依然として求人難にあることを伝えている。 

このレポートは、業界の平均年収 $30,458 と初任給の平均 $20,912 が、求人難の原因で

あると言っている。 このレポートは、以下の事実も報告している。 

・ 従業員 1人当たりの売上げは $832,022、 

・ カウンセラーの構成比が 2004年の 52%から 2008 年の 44.3%に低下、 

・ カウンセラーの平均在職期間は 10.2 年、 

・ 2008 年のフルタイム相当の従業員の平均在職期間は 10.3年、 

・ 口コミと地方紙による採用の成功率が最も高い。(travelweekly.com, 7/14/2009) 
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（３）英政府、航空旅客税の値上げ断行 

英政府は、11月から航空旅客税（air passenger duty = APD）を値上げする。 この値上

げは、環境対策資金を調達するためと説明されている。 2年前に倍に値上げされ、今

年 11 月に再度値上げ、そして 2010 年 11 月には再々度値上げが実施される。 距離に

基づいて４段階に区分されている税体系の詳細は下表の通りである。 IATA, 航空会社、

カリブ諸国等の旅行業界が、需要を減少させてしまう途方もない高額の APD の値上げ

に猛反対している。 なお、オランダは、2008年 7 月に導入した APDを先月破棄した

ばかり。(travelweekly.com, 7/16/2009) 

 

【2007年2月より】 

Old Rate Previous rate Feb 2007 - Oct 2009 

European destinations, lowest class £5.00 £10.00 

European destinations, other classes £10.00 £20.00 

Other destinations, lowest class £20.00 £40.00 

Other destinations, other classes £40.00 £80.00 

【2009年11月以降】 

New Rate 

Nov 2009 - Oct 2010 
(lowest) 

Nov 2010 onwards 
(lowest) 

Nov 2009 - Oct 
2010 (other) 

Nov 2010 onwards 
(other) 

Band A (0 - 2000 miles) £11.00 £12.00 £22.00 £24.00 

Band B (2001 - 4000) £45.00 £60.00 £90.00 £120.00 

Band C (4001 - 6000) £50.00 £75.00 £100.00 £150.00 

Band D (over 6000) £55.00 £85.00 £110.00 £170.00 

 

（４）中国人ツーリスト、台湾詣で盛ん 

親中派の馬瑛九台湾総統は、昨年 7月より中国人の台湾訪問規制を 1日当たり 1,000 人

から 3,000 人に拡大した。 この甲斐あって、それ以来 37 万人の中国人が台湾に訪れ

た。 

中国人は、1週間の旅程で 1日当たり 平均 $295 を消費し

ているので、年間 $764m の金を台湾に落とすと予想され

ている。 旧正月時には１日 5,000 人にまで規制が緩和さ

れたが、H1N1 新型インフルエンザでそこまで訪台数が達

していない。 しかし 8月以降は需要が拡大し、今年は 60

万人の中国人が台湾を訪れるだろう。(channelnewsasia.com, 

7/19/2009)                                                   Chinese tourists in Taipei. 
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（５）元紹介エージェントが YTBを再訴 

昨年、マルチ商法の違法行為をしたとして YTB を集団訴訟していた元紹介エージェン

ト（referring agents）の原告団の内 イリノイ州在住の原告が YTB をイリノイ南部地方

裁判所に再訴訟した。 この再訴は、当初の訴えがイリノイ州の消費者保護法に基づい

て行なわれた為に、原告団の内のイリノイ以外の住民が、訴訟の当事者適格者としての

資格が欠落しているとされたため。 原告は、損害賠償に加えてマルチ商法行為に対す

る懲罰を含めて YTBに対して$100mを請求している。(travelweekly.com, 7/16/2009) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）航空機の機内の空気は汚れていないのか 

航空機の機内の品質向上が、以前から叫ばれている。 特

に H1N1 新型インフルエンザの流行で、気密性の狭い機内

に於ける感染が懸念されている。 客室乗務員の組合は、

機内に於ける殺虫材や消毒液の使用を規制するべきだと言

っている。  American Society of Heating, Refrigerating 

Air-Conditioning Engineers は、航空機の機内の空気と当局の

品質基準は基本的に適切であるが、改善が必要だと語って

いる。 機内の空気は、一度何等かの原因で調子が狂うと

急速に悪化する。 特に地上に駐機している場合は空調シ

ステムを回し続ける必要がある。 5 分間空調を止めただ

けで、空気の汚染が瞬く間に始まってしまう。 ASHRAE

は、以下の項目を含む業界標準の設定を要請している。 

➢ 駐機中の航空機の機内温度制限、 

➢ 駐機中の空調システムの連続稼働（30分以上の中断禁止）、 

➢ ゾーン毎の換気と、乗務員の作業場所への換気口の設置、 

➢ オゾン コンバーターの設置、 

➢ 外部の新鮮な空気確保のためのセンサーの設置、 

➢ エンジン圧縮機からの空気の漏れの撲滅。 

航空機メーカーや航空会社は、機内の空気は HEPAフィルターを通して循環し、ウイル

スを含む病原菌を 99.9%濾過しているので 何処よりも健康的な空気を提供していると

言っている。 しかし 1 旅客当たり循環させている空気の量は、断然機内の方が多い。 

そして、搭乗旅客や客室乗務員間の病気の事例がたびたび報道されている。 50%の空
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気は外部から吸い込み、50%は機内で循環されている。 感染症の専門家は、機内の空

気は前方から後方にかけて機内全域に亘って流れるのではなく、座席の横列を基準にし

て循環しているので、罹患者の周りの人だけの感染する確率が、特に長距離便の場合、

高くなると言っている。 FAA は、ASHRAE の要請を検討中で、そして外部に委嘱し

た調査を待っているところだと言っている。(wsj.com, 7/11/2009) 

 

（２）キングフィッシャー（印）国際線拡大計画 

インド新興民間航空会社 Kingfisher Airlines が、国際線 8 路線の開設を計画している。 

9 月からMumbai=SIN/HKG 毎日便の 2路線を A330-200 型機で開始する。 

この他 New Delhi = LON/BKK/DBX、Mumbai = BKK/DBX/Colombo を計画している。 

Bangalore = LON及び Bangalore = Colombo 線は運休する。(wsj.com, 7/11/2009) 

 

（３）米上院 FAA法案、航空アライアンスに手を付けず 

米上院運輸委員会（議長 John D. Rockefeller Ⅳ ウエストバージニア民主）は、7月 14

日、幅広い航空問題を含む FAA 再授権法案を取りまとめる。 この法案は、航空アラ

イアンスには手をつけていない。 アライアンスがコスト削減と顧客サービスに不可欠

であると主張して来た航空会社は、この上院の動きに一安心している。 下院は、現行

のアライアンスに対する競争法適用を 3年以内にひとまず全て破棄して、新しい厳格な

基準により航空会社に再申請させる案を推進していた。 

上院で検討されている法案は、今後 2 年間に亘る FAA の支出権限を取り決め、慢性的

に遅延している航空管制システム（NextGen）の更新と、懸案となっている航空旅客権

利規定（passengers’ bill of rights）の設定を含んでいる。 また、パイロットの全ての FAA

と個人の飛行記録の全国的データベースを作ることも盛り込んでいる。 

上院の運輸委員会は、およそ $35bn と見積もられている 2 年間に必要となる資金の捻

出方法については、議会のその他の委員会とオバマ政権の決定に委ねている。 同委員

会は、例えば NextGen 計画については、導入完了期限を 2025 年から 2018年に 7年間早

めることとしたが、FAA による詳細な計画が決定されていないので、必要となる資金

の総額や捻出方法が決定できないと言っている。(wsj.com, 7/14/2009) 

 

（４）コンチネンタル、航空機評価損▲$44m計上 

CO 航空が、第 2 四半期の決算に▲$44m の退役機材の評価損を計上する。 同社は、

B737-300 と-500の経年機を 2010年 1月までに全機退役させることとして、2008 年の第

2 四半期に $41mのネットチャージを計上した。 しかし、これ等の機材のその後の公

正価格が低下したために、今回の追加評価損の計上を余儀なくされた。 第 2四半期の

決算発表は 21日。(wsj.com, 7/14/2009) 
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（５）コンチネンタル CEO辞任 

CO 会長兼 CEO Larry Kellner（50）が来年 1月に辞任することとなった。 会長兼 CEO

在職は約 5年となる。 後任は、社長兼 COO Jeff Smisek（54）。(wsj.com, 7/17/2009) 

 

（６）ヴァージン航空 CEO、運賃談合を告白 

VS CEO Steve Ridgway が、7月 13日、法廷で BAとの運賃談合に拘わった人物として

名指しされた後に、その事実を肯定した。 BA は、この 2004 年 7 月〜2006 年 4 月ま

での燃油 S/C の談合で 既に米英の当局から合計 269 ポンド（430 億円）の罰金を科さ

れている。 英南ロンドンの Southwark Crown Court で 7月 13日に開催された 3人の元

BA の幹部と 1 人 BA 現社員に対するカルテル容疑の裁判で、Ridgway の談合関与が明

らかにされた。 Enterprise Act に基づくカルテル違反は、最大 5年間の収監と無制限の

罰金刑となる。 Ridgewayは、VSの談合容疑の当局への開示と協力による司法取引で 

VSと同様に免罪とされる。(wsj.com, 7/14/2009) 

 

（７）民間旅客機への新型ブラックボックス開発迫られる 

先月、ブラジル沖の大西洋で墜落した AF447便（228 名死亡）とインド洋で墜落したイ

エーメン航空 626 便（153 名死亡）のブラックボックスが、未だに発見されていない。 

墜落機と共に海の底深くに沈没したブラックボックスを発見するのは並大抵のことで

はない。 AF 機では、ブラックボックスが発信するビーコンのための電池の放電持続

期間 30日が経過したので、発見は絶望的と見られている。 

エアバスをはじめ航空業界では、ブラックスボックスのより確

実な改修を可能にする案が検討されている。 自動的に全ての

データを人工衛星経由で絶えず送信することが検討されている

が、膨大となる通信コストとパイロットのプライバシー保護の

問題がこの案のネックとなっている。 軍用機で既に使用され

ている墜落時に機体から放出される浮力のついた新型ブラック

ボックス（翼に装置される）の民間への応用が検討されている。

(nytimes.com, 7/14/2009)  

DRS Technologies makes flight data recorders that fly 

away from a plane after a crash; if it lands in water, the 

device floats. A transmitter signals its location. 

 

（８）英商工会議所、保守党にヒースロー空港第 3滑走路建設支持要請 

英国商工会議所（BCC）は、7 月 13 日、LHR 空港第 3 滑走路の経済波及効果が年間 3

億ポンド（465億円）にのぼるとする報告書をまとめた。 BCCは、空港拡張に反対し

ている保守党に対して、空港拡張を怠る場合は、英国経済が 60 年間に亘って▲86〜▲
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128 億ポンド（2 兆円）の機会損失を蒙り、+200 億ポンド（3 兆円）の経済ベネフィッ

トを逸失するとして、第 3 滑走路と第 6ターミナルの建設支援を要請した。 空港拡張

に反対している環境保護団体や地元住民組織のグループは、BCC の報告書が環境問題

のコストを全く無視していると非難している。 英労働党政権は、今年初めに拡張計画

を最終的に承認し、BAAに対して計画の遂行を早めることを求めている。 英国では、

来年 5月に総選挙が予定されている。(FT.com, 7/14/2009) 

 

（９）インドネシア国籍機の EU空域飛行禁止 解除される 

欧州連合は、安全性の改善がなされたとして、2 年間に亘るインドネシア国籍機の EU

空域飛行禁止措置を解除した。 EUは、7月 14日に GA、 Mandala（米 PE Indigo Partners

が出資している LCC）、PremiAir（貨物航空）、Airfast（チャーター）のイドネシア 4航

空会社の飛行禁止を解除した。 GA は、2010 年上半期に AMS への乗入れを再開し、

順次欧州線を開始する他、米国への乗入れを計画する。 今後 5年間で、フリートを現

在の 5倍の規模の 116 機に倍増する。(wsj.com, 7/15/2009) 

 

 

 

 

（10）リバブリックのフロンティア買収承認される 

NYC南部地区破産裁判所は、Republic Airwaysの$108.8mによる Frontier Airlinesの買収

提案を承認した。 買収後も Frontier とその子会社 Lynx は、社名を変更しない。 破
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産裁判所の競売方法は、買収承認後であっても 8月 10日までの Republic に対する対抗

入札を認めている。 2008 年 4 月以来 破産法の適用を受けている Frontier は、今秋に

もチャプター11から離脱する予定。(travelweekly.com, 7/14/2009) 

 

（11）US航空、空港職員▲600職削減へ 

US航空が、今秋 空港職員を▲600 人削減する。 NYタイムズの報道によれば、USは

米 9空港のランプ サービスを社外にアウトソースする。 同社は、LASの US Airways 

Club と PHX の市内発券支店を閉鎖する。(travelweekly.com, 7/15/2009) 

 

（12）サウスウエスト航空機、胴体天井に穴 

7 月 14 日、飛行中の Southwest 航空の

B737-300 型機（131 人搭乗）（機齢 15

年）の後部天井に突然サッカー ボー

ル大の穴が開き、同機は緊急着陸を余

儀なくされた。 B737-300 型機×118

機全機（フリート 544機の 1/3を構成）

の緊急点検が実施されたが、他機には

異常は発見されなかった。 原因は未

だ解明されていない。 (nytimes.com, 

7/15/2009)                           An investigator examined the hole atop a Southwest Airlines 

                                            Boeing 737 in Charleston, W.Va. 

 

（13）ルフトハンザ ▲10 億ユーロのコスト削減策導入 

LH が、2011 年末までの▲10 億ユーロ（1,320 億円）のコスト削減策を導入する。 こ

の中で、管理部門の職を▲20%（▲400 人）カットする。 同社は、キャッシュフロー

の減少により、来年の新機材のデリバリーを遅らせる可能性があるとしている。 LH

は、現在 160 機（16bn ユーロ）の新機材を発注中。 そして、今年に入って 2 度にわ

たる社債発行を行ない、最も至近の発行で 750m ユーロの資金を確保した。(FT.com, 

7/16/2009) 

 

（14）ルフトハンザ、オーストリー航空買収で譲歩案再提出 

LH が、7月 16 日、欧州連合競争監視当局に対して OS 買収の譲歩案を再度提出した。 

当局は、先にこの合併が VIE とドイツ及びスイス間の数路線の競争環境を悪化させる

危険が存在するので、慎重な審査が必要になると言っていた。 LH は、7 月末までの

EU 当局の承認を OS 買収の条件としているが、この再譲歩案がそれを可能にするかは

予断を許さない状況にある。 7 月末までの EU 承認取得に失敗すれば、LH はこの買
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収から手を引くと言っている。(FT.com, 7/17/2009) 

 

（15）中国東方航空、上海航空買収 

中国東方航空が、89億元（1.230 億円）の株式交換方式で上海航空を買収する。 上海

A株 1.3株を上海航空 1株と交換する。 この合併により東方航空の上海市場シェアー

は旅客が 32.1%から 46.6%に、航空貨物が 17.6%から 26.6%にそれぞれ拡大する。 

東方航空は、13.5 億株の A株を私募発行し凡そ 64億元の資金を調達することを検討し

ている。 これに加えて香港証券取引所では 4.9 億株を発行し 14 億香港ドルを調達す

ることを検討している。(channelnewsasia.com, 7/13/2009) 

 

 

 

 水 運  

 

（１）QE2、ケープタウンに係船か 

南アが、伝統を誇る Queen Elizabeth 2 号をケープタウン Victoria and Waterfrontに永久係

船することを検討している。 ドバイ国営コングロマリット Dubai World は、QE2 を 

$100mで 2007年に購入し ドバイでホテルとして運営する予定であったが、係船先をド

バイからケープタウンに変更することを計画している。 係船先の変更が、ドバイの経

済危機と関係しているのかは明らかでない。 ガルフの最も有名な開発業者の 1社であ

り且つ Dubai World の中核企業でもある Nakheelは、ガルフ地域の熱狂的建設ブームが

去った後で深刻な不動産不況に直面している。 Nakheel は、コスト削減や新プロジェ

クトの中止を行い流動性確保に必死になっている。 そして 12 月に満期となる $3.5bn

のイスラム債の償還を含む借入金返済のためのリファイナンスの確保に躍起になって

いる。 銀行団は、来年世界サッカー大会が開催される南アへの QE2 移動を歓迎して

いる。(FT.com, 7/10/2009) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）財政難に喘ぐ市が、都市交通を外注 

財政難に喘ぐ市が、公共輸送機関を民間事業者に外注している。 外注化は、外注先の

民間企業の健全性と、利用する市民のサービスに対する不満が発生した際の反動が大き

いという問題を抱えているが、市財政の強化を優先させて外注（もしくは長期リース）

に踏み切る市が増加している。 以下がそのリストである。 
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・ New Orleans 市は、Veolia Envronment の子会社に年間 $56.3m（向こう 10 年間で

$600m）支払って市バスと市電のファイナンスの運営管理を外注した。 毎年 $72m

をこのシステムの運営に支払っている市交通当局は、この外注により大幅なコスト節

減が可能になる。 

 

 

 

New Orleans's transit authority recently reached a deal with a 

private company to finance and run its streetcars and buses. 

 

 

 

・ ジョージア州の Savannah 市では、NOE 市と同様の契約を結ぶ交渉を Veolia と開始

している。 この契約は、市バスの運営を改善する為のサプライチェーン管理ソフト

までを含んでいる。 

・ Phoenix 地区では、Valley Metro の新たな 20 マイルの路面電車が民間企業 Alternate 

Concept Inc.により運営されている。 そして、この方式の 新たな 37 マイルの新線へ

の拡大が予定されている。 Valley Metro は、既に市バスの運営を外注している。 

・ Houston市は、新たな路面電車の建設、運営、維持に関する $1.5bn の契約を Parsons 

Corp.と締結した。 

・ Dallas Fort Worth市は、2013 年から開始する 67.7マイルの旅客鉄道の建設、運営、

維持の外注先民間企業を探している。 

・ Los Angeles 市では、市バス 200 路線の内 21 路線を外注し、およそ走行時間当たり

▲$45 のコストを節約しているが、組合反対に遭い これ以上の外注化は計画してい

ない。 

・ Denver 市では、市バス定期路線の 47%を Veoliaとオハイオ州の First transit Inc.に外

注し 走行時間当たり▲$30 のコストを削減したが、ここでも組合の反対に遭いこれ

以上の外注化を阻止されている。 外注先の民間企業のバス運転手の時間給は 

$12.25 と市当局の運転手の $15.49 を▲21%下回る。 NOE 市では、市バスの運転手

が 同一労働条件で外注先の Veolia の社員となっている。 

(wsj.com, 7/13/2009) 

 

（２）シカゴ鉄道ハブ、混雑改善に $322m 

シカゴ市は、米最大の混雑貨物鉄道ハブの施設改善の為に $322m を手当てすることと

なった。 シカゴの貨物鉄道ハブの極度の混雑の為に、市外で 12 時間以上の待機が恒

常的に発生しており、経済に大きな悪影響を与えている。 余りの混雑に耐えかねて、
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市郊外で鉄道からトラックに貨物を積み替え、市をトラックで横断後再び鉄道に積み替

えるケースまで発生している。 この予算措置は、今後のオバマ政権の経済活性化策の

中に織り込まれた高速鉄道に対する $8bn投資のシカゴへの配分チャンスを高めること

に繋がるだろう。(wsj.com, 7/16/2009) 

 

（３）台湾政府、台湾新幹線に NT$390bnのシンジケート・ローンを斡旋 

台湾政府が、シンジケート・ローンを引き出す為の銀行団と台湾新幹線運営企業 High 

Speed Rail Corporationの交渉の調停に乗り出した。 HSRCは、NT$390bn（1 兆 2,000

億円）の負債を抱えている。 台湾新幹線は、投資総額 NT$489bn の世界最大の BOT

プロジェクト。 2007 年に走行を開始したが、比較的安い運賃、低稼働、郊外駅の商

業開発の欠乏などが原因して十分な収入の獲得に苦しんでいる。 HSRC は、開業後 2

年間で▲NT$67.5bnの欠損を計上している。 同社の最大の問題は、高い減価償却費と

金利で、昨年に それぞれ NT$17bnと NT$19bnにも達している。(FT.com, 7142009) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１） Starwood Capital、銀行を買収か？ 

Starwood Capital Group（Barry Sternlicht 率いる不動産投資会社／プライベートエクィテ

ィ）は Corus Bankshares Inc.の買収に向けて入札を行ったようだ。 Chorus は South 

Floridaのコンドミニアム建設及び他の現在問題を抱えている住宅市場に、多額に融資を

し過ぎた為に困難に陥った。 Starwood の投資家達は、Chorus 全体を買収することに

興味を示さず、管財人の管理下に置かれた時に銀行の資産を買い取ることに注目してい

る。 代表の Sternlichtは、FDIC／連邦預金保険機構の資産注入の恩恵で、Starwood は

困窮した銀行から資産を買収出来ると言っている。 今年初頭、銀行取り締まり当局は

Chorusに対して、資本増強又は買収先を見つけるための期限を 6月と設定した。 しか

し先月 Chorus は再編専門の危機管理会社を指名している。 もし管財人管理下に置か

れるとなると、Chorus は不況下で商業不動産ローンに失敗した初のメジャーな銀行とな

る。 第１四半期の建設ローンは、Chorus全体のローンの 88%に該当している。（wsj.com, 

7/14/2009） 

 

（２） インド Ladakhトレッキングにお勧め 

Ladakh（インドヒマラヤ）は高度 13,300 フィートに位置し、泥のレンガで覆われた家々

と Dzomo（ヤクと牛の雑種）を飼育する暖かい人々と、美しい雪を頂く山や自然に囲

まれた、まさにトレッカーの夢の場所だ。 
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Ladakh での 5 日間のトレッキングツアー費用は、

ガイド、コック、5匹の馬と御者付きで $688。 こ

れはブータンあたりの豪華ホテル一泊分を下回

る。 大部分のヒマラヤのトレッキングの時期が

3 月〜4月と、10月〜11月（夏は雨期に当たる）

に対して、ここ Ladakh では山並みが夏期モンス

ーンを遮断してくれる為6月〜10月まで楽しめる。 

政治的混乱はこの辺りでは避けられないし、チベ

ットでのビザを取得するのは不確実だ。 しかし

Ladakh はインドの北の奥地でチベットと隣接し

ており中国政府の拘束を受けにくい。 首都 Leh

は、ニューデリーから 1時間の飛行だが、インド

の Jammu と Kashmir 地方に位置するためヒンズ

ーとイスラム紛争地だという認識で余り人が訪れなかった。 

トレッキングには、先ず高山病予防の為に Leh（高度 10,600 フィート）で 3日間留まら

なければならない。 上下水道の施設も無く不便は常識だが、ここでのトレッキングは

不便以上の楽しさが有る。（wsj.com,７/13/2009） 
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（３） Hotel Indigo, LEED（環境性能評価システム）認定のホテルオープン 

Hotel Indigo（InterContinental Hotel Group）は、自社で初めて LEED（Leadership in Energy 

and Environmental Design）に認定された Hotel Indigo San Diego Gaslamp Quarter を San 

Diego にオープンした。 12 階建て 210 室のホテルは、9 階と 12 階の屋根をグリーン

で覆い暖房やエヤコンのエネルギー消費の節約及びヒートアイランド現象緩和に役立

てている。 又ホテルの Phi Terrace Bar やテラス部分にMoistureShieldと言われるリサ

イクルポリエチレンとリサイクル木材繊維で作られた材料を使用した。 Phi Bar and 

Bistro で使用されるハーブガーデン、自然の採光と換気目的の為に床から天井に届く大

きな窓の設置、リサイクル及びコンポスト制度、低燃費車の為の特別駐車場が取り入れ

られている。（travelweekly.com, 7/14/2009） 

 

（４） ホテル業界の見通し暗いまま 

Marriot International Inc. と Accor SA の第 2 四半期の結果は復活の兆しが見えない。 

Marriot では、四半期毎の利益が▲76%下落しており、第 3四半期の北米の RevPARは▲

20%〜▲23%、その他では▲22%〜▲24%減少すると予測している。 Accor では、第 2

四半期の売上が▲9%減少した。 あらゆるホテルのタイプが、オキュパンシーや宿泊

料金の下落から労働者の解雇を含むコスト削減を試みて来た。 かつてホテル業界の儲

けの中心であったタイムシェヤーもまた厳しい現状だ。 Marriot（Marriot, Ritz-Carton, 

Residence Inn, Courtyardを展開） は、今年全体の RevPARが世界規模で▲17%〜▲20%

減少すると予測している。 第 2四半期の RevPARは▲24%下落した。 第 2 四半期で

は、昨年の利益 $157m ／1株利益 42 セントから、利益 $37m／1株利益 10セントへと

下落した。 収入は、▲20%減って $2.63bnとなった。 Accor（Motel 6, Novotel, Ibis, 

MGalleryを展開）の 6月 30日迄の四半期売上は、昨年比 1.97bn ユーロから 1.79bnユー

ロに迄減少。 豪華クラス及び中堅クラスの売上の減少が最も大きく▲14%減を示した。 

Accor のプリペイドサービスの伸びが、世界規模での低金利（特にラテンアメリカ、ベ

ネズエラでは第 1四半期 14%から第 2四半期 6%）と配員レベルの削減で 0.5%止まりと

なった。 Marriott の株価は▲6.2%減の $20.44を示し、Accor 株価は年初以来▲20%値

下がりし 28.46 ユーロを示した。 米国のその他のホテル会社も売上が低迷状態だ。 

Starwood Hotels & Resorts Worldwide の株価は▲2.8%減の $21.14、Host Hotels & Resorts

は▲1.9%減の $8.33となった。（wsj.com, 7/17/2009）（travelweekly.com,7/16/2009） 



情報 384 平成 21年 7月 21日 - 23 - TD勉強会 

 

 

 

 

 

 

 その他  

 

（１）ユーチューブ、黒字化へ 

Googleが 2年前に $1.65bnで買収した YouTubeの黒字化

がヤット見えて来た。 今迄どれだけ赤字を出している

のかは、数十億のビデオ・ストリームのコストの推定が

難しいために良く分からない。 Credit Swissのアナリス

トの推定である▲470mが広く知られている。 RampRate

は、▲174mと推定している。 その YouTube が、以前は

けなしていたホームページのバナー広告とビデオの全段

に挿入した広告（pre-rolls）により黒字化が見えて来たと

Google の幹部が言っている。 YouTube の黒字化を遅ら

せている１つの要因は、TV のコンテンツの YouTube によ

る提供が遅れているからだ。(FT.com, 7/17/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube is finally on track to turn its first profit for parent Google, thanks 

mostly to two forms of online advertising that the popular online video site 

once largely scorned. 
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編集後記  

 

 

 

＜＜＜ 栄光を誇ったブランドの淘汰 ＞＞＞ 

 

 

7 月 17 日付け日経新聞の“経済教室”に竹内 弘高 一橋大学教授が「大混乱機の経営

には、知識創造経営が必要だ」と説いている。 

 

氏は、このコラムで 「GM が破綻したのは、自動車産業を製造業としてか捉えなかっ

たことが一因だ。 それに反してトヨタ自動車は、自動車産業を知識産業としても捉え

た。・・・・・トヨタは、工場労働者１人ひとりを直接的な経験や他者とのかかわりか

ら知識を獲得する“ナレッジワーカー”として捉え、新しいアイディアやイノベーショ

ンを何時の日か創りだすであろう人材への投資を惜しまない」と書いている。 

そして「この不確実な時代、未来を予測するのは無意味である。 知識創造経営の観点

から見ると、企業は『世のため人のため』にこそ存在すると考えて、社会に貢献するた

めの 未来を創るイノベーションを模索する必要がある」と説いている。 

 

このコラムは、社会的信用（つまりブランドとも言い換えられるのだろう）の維持と、

時代の変遷期に特に要求されるイノベーションが如何に重要かを教えている。 GMは、

このどちらにも欠けて破綻してしまったのだ。 

 

少し古くなるが、4 月 15 日付けのウオールストリート・ジャーナル紙に「危機に瀕し

ている 12 ブランド」という記事がある。 この記事は、世界的にも良く知られている

以下の米 12ブランドが年内にも消え去るかも知れないと物騒なことを言っている。 
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1. Avis/Budget（Hertzと競合するレンタカー） 

2. Borders（Barnes & Nobleに次ぐ米第 2位書店） 

3. Crocs（急成長を遂げた履物メーカー） 

4. GM Saturn（自動車メーカーGM 傘下のブランド） 

5. Esquire Magazine（Hearstが発行してる雑誌） 

6. GAP Old Navyと Banana Republic（カジュアルウエアブランド小売店） 

7. Architectural Digest Magazine（Conde Nast が発行している雑誌） 

8. Chrysler ブランド（自動車メーカー） 

9. Eddie Bauer（カジュアルウエアブランド小売店） 

10. Palm（スマートフォーン メーカー） 

11. AIG（米最大保険および金融業グループ） 

12. 旅行産業（特に United, US, American の航空会社 3社） 

 

ここで最後にリストされている旅行産業については、特に航空会を取り上げて、不況に

よる需要減少で大幅な供給過剰となっている米航空業界では倒産を回避するために大

手航空会社間の合併が必ず起こると指摘している。 そして流動性不足のプレッシャー

を受けている United, US, American の 3社が最も脆弱な航空会社であると言っている。 

サプライヤー直販サイトやメガポータルやメタサーチにシェアーを喰われているオン

ライン旅行会社大手 4社 Expedia, Travelocity, Orbitz, Priceline が、年内には 3社になると

いう情報も一部の旅行業界誌に流れている。 

 

イノベーション（自己改革）できずに時代の変遷に乗り遅れる企業は、ブランド力を失

って 市場からの退場を余儀なくされてしまう。 日本の企業では、どのブランドがこ

れに相当するのだろうか・・・。 米国の 12 社リストに見られる通り、過去に栄光を

誇ったブランドこそが その危険を孕んでいると言えるのかも知れない。 （H.U.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD勉強会 情報 384号 （ 以 上 ） 

表紙： 

珊瑚の最期 

万年室、鉛筆 

B6カード 

1999年 6月作 


