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travelweekly.com, 4/09/2009 

1. Farelogix desktop uses graphical displays, legacy commands 

 フェアーロジックスのデスクトップ、レガシー コマンド使用 

 

Farelogix が、旅行会社向けの専用デスクトップ アプリケーション FLX Commando を導

入した。 このアプリケーションは、レガシーなコマンドラインのインタフェースを使

用して、複数のソースからエアーのインベントリーにアクセスする他、航空会社のシー

トマップなどのグラフィックなディスプレー機能を備えている。 

 

ソースコードとサポーティング ドキュメント付きでWebベース旅行管理ソフトウエア

ーを提供し、業界のユーザーと開発者達の協力による このソフトウエアーの革新的な

改善と、そして、サプライヤーが欲する売り方と、それを実行するテクノロジーの間の

間隙を狭めることを期待している。 

 

Farelogix は、これとは別に一般に無料でダウンロードが可能な オープンソースの GUI

で動く P.O.S.アプリケーション Project Hawkeye を立ち上げている。 Hawkeye と

Commando の 2 つのプロダクトは、異なるニーズに対応する。 

 

幾つかの企業は、最近数年間 GUI によって動かされるデスクトップを開発しているけ

れども、多くの企業は依然として古いグリーン・スクリーン モードのレガシーな GDS

コマンドを、少なくともエアーのトランザクションに使いたがっている。 Commando

は、そのニーズに対応し、Amadeus, Sabre, Galileo のエアーのショッピングと予約とサ

ービシングのコマンドをサポートする。 Farelogix は、需要があるのであれば ホテル

やレンタカー用の Commando も開発すると言っている。 

 

ドイツの約 300 の旅行会社は、この Commando を展開して Farelogix のダイレクト コ

ネクション経由で LH のインベントリーにアクセスするのと同様に Amadeus のコマン

ドを使って Amadeus のエアーのインベントリーにアクセスしている。 彼等は、サプ

ライヤー サイトやコンソリデターやその他のGDSを含む その他の Farelogixのインベ

ントリー ソースからのエアー インベントリーにも、旅行会社がそれ等と関係を有して

いるのであればアクセスすることができる。 これ等の旅行会社のエージェントは、グ

リーン・スクリーンのコマンドを使用しつつ、航空会社のシートマップを含む画像コン

テンツを見ることができる。 

 

数年前に GDS 規則の規制緩和が実施されて以来 航空会社は特定の GDS と異なる契約
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を締結したり、あるいは契約しなかったりすることが可能になったので、マルチソース

へのアクセスに対するニーズが増している。 

 

Commando とは異なり Hawkeye は、無料ダウンロードが可能なアプリケーションで GUI

コマンドを使っている。 Web ベース.NET アプリケーションと C#プログラミング言語

を用いて開発された Hawkeye は、そのままで使用することができる他、自身のビジネ

スに適合させてカスタマイズすることもできる。 そして Farelogix の FLX 流通プラッ

トフォームと一緒に使用することも単独で独立して使用することも可能。 

 

Farelogix は、Amadeus, Sabre, Galileo のコマンドをサポートすることに加えて航空会社

のマーチャンダイジングをサポートする同社専用のコマンド群を開発している。 

Farelogix がダイレクト コネクトする全ての航空会社である AA, UA, LH, SQ, Emirates, 

Virgin America, NW, CO, Air Tran, AC やその他数社の航空会社の受託手荷物や機内食バ

ウチャーを、FarelogixのFLX流通プラットフォーム経由で取り扱うことができるのだ。 

■ 

 

 

 

wsj.com, 4/07/2009 

2. Cost of Old Age Trip Up Airlines 

 レガシーFSA と LCC 間のコストギャップ埋まらず 

 

破産法 11 条申請、リストラ、賃金カット、フリート再編、スケジュールの大幅変更に

よりコストを低下させた伝統的航空会社の FSA（Full Service Airline）が、新興の LCC

が提供する低運賃と競合できると予想されていた。 

 

しかし、現実はそのようにはなっていない。 10年以上も前から続いている FSAと LCC

間のコスト格差が依然として継続していると、Marsh & McLennan Cos.の一部門である

Oliver Wyman のパートナーである Andrew Watterson が言っている。 

 

FSA は、今世紀に入ってから強力なリストラによりコスト削減に努力した結果、或る程

度の運賃競争力を身に付けることに成功し、そして それなりに低運賃の設定を可能に

して来た。 燃油価格の急騰も、LCC とのコスト格差を縮める方向に作用した。 

FSA のコストは、文字通りのフルサービスの提供と国際線の運営のために サービス形

態の異なる LCC と比較して割高コストとなる宿命を負っているけれども、ハイイール
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ドの法人顧客を中心とするプレミアム顧客の収入により その高いコストをヘッジする

ことに成功して来た。 

 

しかし、ここに来て景気後退に伴う

法人旅客需要の激減により、この構

図が狂い始めている。 2004 年に破

産法 11 条を申請して立ち直った Air 

Canada は、ライバルの LCC である

WestJet Airlines のレベル迄コストを

充分に低下することが出来ず、再び

財務的苦境に晒されている。 昨秋

には $400m のクレジットラインが

停止され、CEO の Montie Brewer が

先週辞任した。 そして、主要な負

債の返済と年金基金への繰り入れが今年末にやって来る。 

 

未だ燃油費が高いレベルにあった第 3 四半期の大手 6 社（AA, UA, DL, CO, NW, US）の

平均旅客単位収入（PRASM）は、12.46 セントであった。（Oliver Wyman 調） 一方 平

均単位コスト（CASM）は 14.68 セントであった。 つまり大手 6 社は、1 旅客を 1 マ

イル運ぶ毎に 2.22 セントの赤字を垂れ流していることになる。 

 

Frontier Airlines, AirTran, jetBlue, Southwest の LCC 4 社の平均旅客単位収入は 10.92 セン

トで、平均単位コストの 10.87 セントを上回っている。 昨年の FSA の平均単位コスト

は、LCC のそれを +35%も上回っている。 2003 年に丁度 FSA が大きなリストラを開

始した時点では、LCC の FSA に対するコスト優位性はマイル当たり 2.7 セント存在し

た。 昨年この格差は 3.8 セントとなっている。 パーセンテッジで見ると、LCC のコ

スト優位性は過去 6 年間で 23%から 27%とそんなに変わっていない。 

 

景気の低迷に伴いプレミアム旅客が大幅に減少した結果、FSA の単位収入が減少してい

る。 それに対応した供給削減は、却って単位コストを上昇させる結果を招いている。 

一方 LCC は、整備費が少なくて済む新造機と労務費が安くて済む若い社員を抱え、そ

して彼等の P2P 直行運航は、FSA のハブ運営と異なり低い空港コストを可能にしてい

る。 その上 燃油費の低下が、LCC のコスト優位性を益々強化するだろう。 

LCC は、米国内線の旅客シェアーを確実に伸ばしている。 2003 年の 26%から 2007 年

には 31%に拡大した。 一方 FSA は同期間に 56%から 48%にシェアーを低下させてい

る。 ■ 
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wsj.com, 4/08/2009 

3. Continental Wins Nod to Join Star Alliance 

 米運輸省、コンチネンタル航空のスター参加を承認 

 

米運輸省（DOT）は、4 月 7 日、CO 航空のスター・アライアンス参加を仮承認（preliminary 

approval）した。 利害関係者のコメントを再聴取して 5 月 31 日までに最終決定される

ことになる。 DOT によると CO の参加で、スターの米欧州間のシェアーは、28.4%か

ら 31.7%に拡大する。 この承認は、オバマ政権が、前政権のアライアンスに対する方

針を受け継ぐことを示している。 旅行会社、競合他社、そして下院の委員会のアライ

アンスに対する競争法適用免除（ATI）に対する懸念と反対は、DOT に聞き届けられな

かった。 

 

米国旅行業者協会（ASTA）と双方向旅行サービス協会（ITSA）は、旅行会社や GDS

やその他の流通チェーンに対する航空会社の交渉能力を必要以上に向上させるとして、

ATI の拡大に反対していた。 そして ATI を認める場合であっても、航空会社の独立し

た旅行会社経由のプロダクトとサービスの流通に対する同盟航空会社間の協力を禁止

するべきだと主張していた。 さもなければ、コミッションの低下を余儀なくされて旅

行の仲介業者達は痛手を受けることになり、ひいては消費者達に対する彼等のサービス

低下を来すだろうと言っていた。 

スカイチームの雄である DL は、拡大したスターの米国内線に対する影響力の強化に懸

念を示し、CO のスター参加は認めるべきではないとしていた。 そして LH が保有し

ている jetBlue の 19%株式の見直しと取締役会ポストの放棄を求めていた。 

一方 下院の運輸とインフラ委員会議長 James Oberstar は、競争環境を阻害する恐れがあ

る国際アライアンスの見直しを提案している。 そして、現行のアライアンスの 3 年以

内のサンセットと、ATI 承認に対するより厳しい審査を実施するべきだと言っている。 

 

今回の DOT 承認には、既に競争法適用免除が承認されているスターへの CO の参加の

承認に加えて、CO, UA, AC, LH が参加する Atlantic Plus-Plus と呼ばれる新同盟に対する

競争法適用免除の承認も含まれている。 スカイチームを脱退した CO は、販売体制と

予約システムを変更して今秋にもスターに参加する。 CO に対する承認は、oneworld

の競争法適用免除の承認へと繋がることだろう。 ■ 
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4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）オンライン旅行会社（OTA）サイトヒット数▲7%低下（2 月） 

米国消費者の OTA ヒット数が、2 月に▲2%低下した。 Expedia がヒット数のトップに

位置しているが、Priceline は、+28%も増加した。 一方、ホテルの Web サイトのヒッ

ト数は、+12% 増加した。 

(travelweekly.com, 4/01/2009) 
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（２）消費者、旅行支出抑制 

景気の低迷に伴って、消費者が 旅行支出を抑制している。 

インターネットを使用している人達の 47%が、個人的な財

政事情で今後 12 ヶ月間に旅行支出をカットすると言ってい

る。 彼等は、旅行頻度を減少させ、より近場の目的地への

旅行に切り替えている。 しかし、航空会社やホテルがプラ

イスを積極的に値引きしているので、家にじっとしている人

達を 少しは旅行に向かわせるかも知れない。 新たに失職

した人達は、お金をかき集めて旅に出るかも知れない。 少

なくとも彼等には、有り余る時間があるのだから。 そして、

その人達は 401(k)の資産の減少等と違って低下することが

無い素晴らしい旅の経験を得る事が出来るだろう。

(nytimes.com, 4/052009) 
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（３）オービッツも、予約手数料を廃止 

Orbitz Worldwide が、Orbitz.com と CheapTickets.com の予約手数料を 5 月 31 日まで廃止

した。 これは、最近の Expedia と Travelocity の手数料廃止へのマッチングであるが、

Orbitz は、米・加・メキシコ・カリブ以外発の複数航空会社が含まれる旅程の予約手数

料の徴収は継続させる。 Orbitz の EBITDA 利益のおよそ 60%は手数料収入により達成

されているので、手数料廃止で一番インパクトを蒙るのは Orbitz だと言われている。

(travelweekly.com, 4/07/2009) 

 

（４）ホテル検索サイトがフェースブックとリンク 

Vibeagent.com がアップグレードして名前を Hotelicopter に変えた。 30 の旅行サイトを

リアルタイムで検索し、15 万ホテルの客室料金とアベイラビリティーと写真とビデオ

をアグレゲートする。 そしてこのサイトは、Facebook Connect と統合する初の主要旅

行サイトとなった。 ユーザーは、Hotelicopter 上で個人のアカウントを設定し、単に

Facebookの認証をインプットするだけで彼等のFacebookのプロフィールにリンクして、

旅行情報を彼等のネットワークで容易にシェアーすることが可能となる。 

(travelweekly.com, 4/09/2009) 

 

（５）ARC 3 月精算実績 ▲23%急落 

ARC の 3 月精算実績は、前年同月比▲22.7%減の $5.9bn となった。 これは 6 ヶ月連

続減少。 1 月〜3 月では、$16.6bn となり▲24.5%の減少となる。 トランザクション

の減少が▲11%（四半期では▲13%減）であるので、精算実績の大幅減少には単価減の

要素が大きく働いている。 3 月末時点の参加航空会社数は 178 社、リテール ロケー

ションは 16,848 を数える。(travelweekly.com, 4/09/2009) 

 

（６） ITA ソフトウエアー、コンチネンタルとの契約更新 

旅行業界に対するソリューション プロバイダーの IAT Software が、CO 航空との複数年

の契約を更新した。 CO は、ITA Software の航空運賃のプライシングショッピングの

ための優れた管理システムである QPX を使用する。 CO は、2002 年から ITA の顧客

となっている。(ITA Software Press Release, 4/07/2009) 
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 空 運  

 

（１）航空機の駐機が増加 

航空需要の減少に伴い、非稼働にされた航空機の駐機が増加している。 昨年には、航

空会社は 1,700 機の航空機を非稼働にすると発表している。 UA は、今年末までに 93

機の B737 型機を退役させる。 NW は、同社の DC-9 型機のフリートの約 1/3 をカット

する。 アエロスペースの情報提供企業である Ascend Worldwide 社によると、昨年のス

トーレッジされた航空機は +29%増加して 2,302 機となった。 この内、米国のオペレ

ーター単独の航空機は 930 機を数える。 

 

等の航空機は、一部は売却され、一部はスクラップされ、一部は南カルフォルニアやア

リゾナやニューメキシコの砂漠に駐機されている。 この地域は湿度が少なく、土地代

が安くて済み 航空機の駐機には最適な場所だ。 アリゾナの Marana 近郊の Evergreen 

Maintenance Center には、204 機が駐機されている。 1 年前の 150 機から 50 機以上も

増えている。 そこでは年間 15 機がスクラップされている。 需要が回復すればライ

ンに復帰させる航空機は、定期的な整備とトーイングが実施されている。 この駐機費

用は Evergreen の場合年間 6 万ドルに及ぶ。(nytimes.com, 4/5/2009) 

 

 

 

Evergreen Maintenance Center, Marana, Arizona 
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（２）エアバス、減産 

航空機の発注が減少している。 エアバスの 3 月の受注機数は 16 機で、昨年同月の 54

機から大幅に減少した。 ボーイングの 2 月の受注機数はタッタの 6 機であった。 金

融引き締めと航空需要の減少で新造機の発注が低下している。 NYC の Sanford C, 

Bernstein & Co.のアナリストは、エアバスとボーイングは来年のデリバリーを現計画か

ら▲20%削減しなければならなくなるだろうと予想している。 

エアバスは、受注減に対応して▲4,500 人をレイオフする。 しかし、既に実施されて

いるアルバイトの採用や外注化などにより、正規社員をレイオフしなくても凡そ▲20%

の減産が可能であるとエアバスは言っている。 そして、一本通路機の月間生産機数を

36 機から 34 機に減少させる。 航空機の製造は約 1 年間を要するので、経済の周期的

変動に即座には対応できない宿命を背負っている。(wsj.com, 4/06/2009) 

 

（３）ボーイング 減産 

ボーイングが、2010 年 6 月より B777 型機（カタログ価格 1 機 $215m）の月間生産機

数を 7 機から 5 機に削減する。 そして、B747-8 型機と B767 型機の増産計画を延期す

る。 B737 型機は、現在の略 1 日 1 機の生産体制を維持する。 ボーイングとエアバ

スの最大の顧客である ILFC の創立者で CEO の Steven Udbar-Hazy は、先月航空機メー

カー2 社は来年中頃迄に▲35%ほどの減産を強いられることになるだろうと語っている。

(wsj.com, 4/10/2009) (nytimes.com, 4/10/2009) 

 

（４）デルタ航空 国際線旅客▲15%減少 

DL の 3 月の国際線旅客が▲15%減少した。 同社は、国際線を積極的に拡大する戦略

を採用しているが、大西洋路線とラ米路線で競合する AA や CO よりも大幅な旅客の減

少に直面している。 大西洋路線では、DL の 3 月 RPM 実績が▲13.9%減であったのに

対して CO は▲8.8%減、AA は▲12%減であった。 ラ米路線では、DL が▲17%減に対

して AA が▲14%減、CO は▲4.8%減であった。(wsj.com, 4/06/2009) 

 

（５）エールリンガス CEO 辞任 

4 月 6 日に、Aer Lingus CEO Dermot Mannion（51）が辞任

した。 Aer Lingus は、2008 年決算で▲€107.8m の欠損を

発生させている。（2007 度は +€105.3m の利益） 

Mannion は、4 年前に Willie Walsh（現 BA CEO）の後任と

して CEO に就任し、民営化（2006 年 9 月 Dublin 上場）を

手がけ、過去 2 年間の 2 回に及ぶ Ryanair の敵対的買収を

回避するなど 激動期の Aer Lingus の経営を指揮した。 
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Aer Lingus は、今年にも大きな損失を発生すると予想している。 同社の取締役会は、

Goldman Sachs を雇い、AF/KLM, LH, BA などとのアライアンス編成を含む戦略オプシ

ョンを模索している。 業績悪化に伴う航空会社 CEO の辞任は、先週の AC に次いで

で 2 社目となる。(wsj.com, 4/07/2009) (FT.com, 4/07/2009) 

 

（６）2008 年の米航空会社 品質向上 

米運輸省統計によると、2008 年の米航空会社 17 社の品質が全てに亘って改善された。 

苦情は、10 万旅客当たり 1.42 から 1.15 に減少した。 Southwest の 0.25 がトップで、

US 航空の 2.25 が最下位である。 苦情の半分は、手荷物のトラブルと便の遅延と欠航

に絡んでいる。 定時性は 3%改善された。 しかし約 1/4 の便が遅延している。 80%

以上の定時性を誇っているのは Hawaiian 90%、Southwest 80.5%、US 80.1%の 3 社のみ

である。 AA は 69.8%で最下位であった。 搭乗拒否は、1 万人当たり 1.14 人から 1.1

に微減した。 jetBlue が 0.01 で 2 年連続トップとなった。 最下位は Atlantic Southwest 

Airlinesの 3.89であった。 手荷物トラブルは、1千人当たり 7.01から 5.19に減少した。 

AirTran が 2.87 でトップ、American Eagle が 9.89 で最下位。 2008 年の米国航空会社の

旅客輸送実績は 741 百万人となった。 2008 年の 770 百万人より約▲4%減少した。

(wsj.com, 4/07/2009) 

 

（７）AF/KLM の輸送実績 悪化 

AF/KLM の 3 月の旅客輸送実績が、▲9.4%減少した。 これは供給削減▲2.9%を上回

った。 この結果、L/F は▲5.5%ポイント低下して 75.5%となった。 

貨物輸送実績は、供給削減の▲8.9%を上回って▲19.2%減少した。 AF/KLM は、2008

年度決算の営業損失が▲€200m に上る見通しであると言っている。(wsj.com, 4/07/2009) 

 

（８）サウスウエスト航空、ラガーディア空港乗入れ 

Southwest 航空が、NYC の LGA 空港に乗り入れる。 6 月 18 日から LGA=Midway（シ

カゴ）毎日 5 便、LGA=Baltimore（ワシントン）毎日 3 便を開始する。 LGA のスロッ

トは、倒産した ATA より購入したものを使用する。 Southwest の 3 月の旅客輸送実績

は、不況の最中に▲0.4%の減少にとどまった。 景気低迷に強い LCC を実証して見せ

ている。 供給は▲1.5%減で、L/F は 76.5%から 77.3%に増加した。(wsj.com, 4/07/2009) 

 

（９）オーストリー航空株主、ルフトハンザの買収オファー受け入れへ 

OS 株 約 7%を保有するシンジケート団が、LH の株式買収オファーを受け付けると発

表した。 このオファーとは別に、OS 株 41.6%を保有しているホールディング企業

OIAG は、既に昨年 12 月に LH への株式譲渡に応じている。 OIAG は、今後の OS の

事業実績と LH の株価の推移にリンクした利益還元契約により、最大で €164m を LH
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から受け取ることができる。 LH のオファー（5 月 11 日

迄有効）が成立するためには、株主の 75%以上の受付を得

る必要がある。(wsj.com, 4/07/2009) 

 

（10）オープンスカイズ航空、ルアビオン買収完了 

BA 子会社 OpenSkies の L’Avion 買収が完了した。 

OpenSkies の B757-200 全席プレミアムクラスの客室（左図）

は、Biz Bed（24 席、180°リクライニング、73 ㌅ピッチ／

20 ㌅幅）と Biz Seat（40 席、旧 PREM+、140°51 ㌅ピッチ

／20 ㌅幅）の 2 クラス編制で、現在 ORY=JFK, ORY=EWR, 

NYC=AMS の 3 路線を運航している。(travelweekly.com, 

4/08/2009) 

 

（11）英国航空、アイベリア合併 急がず 

スペインの新聞 Expansion は、BA CEO Willie Walsh が、「BA

と IB の経営陣が両社合併の交渉を熟知し監視ているので、

急いで合併するプレッシャーを受けている訳ではない」と

語った と報道している。(nytimes.com, 4/09/2009) 

 

（12）中国国内線需要 第 1 四半期 +1.2%増加 

中国の国内線貨客需要が、第 1 四半期に +1.2%増加した。 

そして中国航空業界は、政府の補助金支給と特別減税措置

も貢献して、第 1 四半期には利益を計上した。 しかし、

国際線トラフィックは、▲21.5%減少した。 (FT.COM, 

4/09/2009) 

 

（13）UA、機内販売クレジットカードに限定 

UA 航空は、4 月 20 日より北米の全便（除く United Express）

で機内販売の決済をクレジットカードとデビットカードの

みに限定する。(travelweekly.com, 4/09/2009) 

 

（14）アジアナ航空、運賃談合で罰金 

米司法省は、4 月 9 日、Asiana 航空が、旅客と貨物の運賃

談合で $50m の罰金に応じることとなったと発表した。 

Asiana の他に、Cargolux（ルクセンブルグ）（$119m）とエ

アー日本（$45m）が、貨物運賃談合で罰金を言い渡された。 
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この 3 社に対する罰金で、米司法省が過去 2 年間で航空会社に科した罰金総額は、BA, 

KE, QF, JL を含む 15 社の $1.6bn に達している。(wsj.com, 4/09/2009) 

 

 

 

 水 運  

 

（１）ウエーブシーズンのクルーズ予約活況 

クルーズライン国際協会（CLIA）が 1,000 の旅行会社を調査したところ、54%の旅行会

社が、ウエーブシーズン（Wave season）に旺盛なクルーズ予約が発生していると回答

している。 魅力ある価格が予約増加の最大の理由だと言っている。(travelweekly.com, 

4/06/2009) 

 

（２）インドの船舶解体業者が潤っている 

海運不況に伴って船舶の解体需要が大幅に増加してい

る。 インドの西 Gajarat の Alang 市は、世界最大の船

舶解体センターで 25 万人が働いている。 1 万屯の船

（殆どが船齢 15 年〜20 年）を解体するのには 150 人〜

200人の人達で 3ヶ月と $1.2mかかる。 船舶解体は、

環境規則が緩やかで低賃金の労働者が確保できるイン

ド、中国、パキスタン、バングラデッシュに集中して

いる。 その地域の解体業者はフル操業で、向こう 3

年間もバックログを抱えている。 

(channelnewsasia.com, 4/10/2009) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）欧州委員会、英国ロイヤルメールに対する貸し付け 承認 

欧州委員会は、4 月 8 日、Royal Mail の英国政府からの 2001 年と 2003 年と 2007 年の合

計 £2.65bn の借入金を承認した。 委員会は、2 年間をかけて審査を行った結果、この

借入金が市場レートに基づくもので政府の補助金には相当しないと決定した。 欧州域

内の競合他社は、欧州連合競争法で禁止されている補助金支給に当たるとクレームして

いた。(FT.com, 4/09/2009) 
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（２）ハーツ、アドバンテージ買収完了 

Hertz が、4 月 9 日、Advantage Rent A Car の $33m に上る買収が完了したと発表した。 

Hertz は、3 月 31 日に破産裁判所の競争入札で他社を押さえて Advantage の買収に成功

した。 Advantage は、Expedia, Travelocity, Orbitz, Cheap Tickets, Priceline, Hotwire のリ

テールで 17%のシェアーを有している。(travelweekly.com, 4/09/2009) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１） Disney 米国内で 1,900 人解雇 

Walt Disney は、2 月に大規模なリストラを実施すると発表したが、その一環として 4 月

3日に米国内の 2つのテーマパーク（OrlandのWalt Disney World、Anaheimの Disneyland）

に従事する 1,900 人の労働者を解雇した。 1 月には、Parks and Resort 部門の幹部約 600

人の選択停年計画を発表した。 先月には、Adventures by Disney の上級副社長、Ed 

Baklor が選択停年制の申し出を受諾した。 更に 4 月 3 日には 50 人の幹部が早期退職

勧奨制度を受諾したと発表されている。 2月には Parks and Resort の幹部職の一部が、

統合又は廃止された。（travelweekly.com, 4/02-03/2009） 

 

（２） ロンドンのホテル経営者、苦境に直面 

RevPAR に関しては、ロンドン外では▲7.8%減少が見込まれているのに対してロンドン

では▲12.7%の減少を予想されている。 ロンドン外では来年初頭に回復が見込まれて

いるが、首都ロンドンは 2010 年にも現在と同等レベルの厳しい状況が予想される。 ロ

ンドンの厳しい状況は、ニューヨークと同様にビジネス旅行者の激減による結果だ。 

ロンドンの RevPAR は、昨年 £94 に対して今年 £82 と予想されている。 その根拠は、

オキュパンシーの低下が▲5.8%、平均宿泊料金の低下が▲7.3%との予想に基づいてい

る。 ロンドンの RevPAR の減少は、今夏が最悪となり、第 3 四半期には▲15.6%の減

少となる見込みだ。 ロンドン外では、オキュパンシーの低下が▲2.9%、平均宿泊料金

の低下が▲5.1%、 RevPAR は、昨年 £47 に対して £43 となる見込みだ。 特に豪華ホ

テル及び中級ホテルが最もひどい打撃を被っている。 しかしユーロ安、ドル安が、旅

行者の英国（特にロンドン）訪問を誘発すると予想されている。（Deloitte 調べ）（FT.com, 

4/04/2009） 

 

（３） MGM Mirage, 2 物件売却の方向 

MGM Mirage が、MGM Grand Detroit と Beau Rivage カジノ（ミシシッピー州 Biloxi）を

売却する方向で Morgan Stanley を雇ったようだ。 MGM Mirage は、Las Vegas で Dubai 
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World と共同開発を進めている City Center（$8.6bn 規模）の資金不足分の捻出と、迫り

来る $13.5bn の負債返却というプレッシャーを抱えている。 又 MGM Mirage では、企

業旅行者数の減少と賭博金額の縮小のために賭博収入が落ち込んでいる もしこの 2

つが売却されると $1bn〜$2bn を得られ、MGM Mirage にとって多大な助けとなる。 

 

MGM Mirageは、先日 2ヶ月の負債返却延長を勝ち得たが、

5 月 15 日の期限に返却が出来るか疑わしい。 MGM 

Mirage は、最近 Las Vegas の Treasure Island （カジノ）を 

$775m で投資家 Phil Ruffin に売却した。 Treasure Island

は、2008 年には $100m の EBITDA 利益を生み出したが、

Detroit のカジノでは $131mn の EBITDA を、Beau Rivage

では$100m の EBITDA を生み出した。 Detroit のカジノ

の株価は、最近の株式相場が低落を示す中で上げを示して

いる。 Las Vegas の賭博収入は 最近▲10%台の減少を示

しているが、Detroit のカジノでは 2 月には昨年比 +4%増

加となった。（wsj.com, 4/06/2009） 

The MGM Grand Detroit, left, is one 

of two casinos MGM Mirage is 

considering selling to raise cash. 

 

4 月 6 日に、MGM Mirage は、先に Wall Street が発表したミシガンの MGM Grand Detroit

とミシシッピーの Biloxi Beau River 売却は噂に過ぎないとコメントした。 また Wall 

Street Journal は、オーストラリアの大富豪、James Packer （カジノオーナー）が City Center

の株の購入を検討中であると発表している。 先月 Crown（Packer が所有する会社）は、

$1,75bn で Cannery Casino Resort を買収する予定を延期した。 しかしながらこの買収

が成立したら、Packer は Nevada に 3 つのカジノと、Pennsylvania に 1 つ競馬場を所有す

ることになる。 Crown は、2008 年 3 月に Las Vegas Strip のホテルカジノ（$5bn 相当）

の建設計画を中止している。（travelweekly.com, 4/06/2009） 

 

（４） カタールとアブダビ、債券売り出し 

カタールとアブダビは、最近債券（bond）を売り出したがその結果資金不足に悩む企業

にとっては資本を増加する助けとなるだろう。 天然ガス産出の豊富なカタールは、4

月 1 日に $2bn 相当の債券を売り出した。 債券はドル建てで、$1bn 相当 2 つで構成さ

れている。 1 つは、満期 5 年で米国債とのスプレッド 3.3%ポイント上回り、もう 1

つは満期 10 年で米国債を 3.5%ポイント上回る。 アブダビは、今週早い内に既に米国

債とのスプレッドが 4.2%ポイント上回る それぞれが $1.5bn 相当の 2 つの債券を売り
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出した。 カタールとアブダビのソブリン ベンチマークの設定は、企業が銀行（金融

危機の影響を未だに懸念している）から安いコストで資本増強を出来るようにするだろ

う。 近隣の政府は、金融収縮によって引き起こされる危機を、銀行に資金を注入する

事によって沈静化させようとしている。 クウェート、UAE、カタールは、既に銀行部

門に資金を注入している。 しかし Mashreq Capital 幹部は、それ等の債券は既に CDS

（credit default swaps）市場によってふるいにかけられていると言っている。 アブダビ

の 5 年満期債券のスプレッドは、4 月 1 日より▲0.4%低下して 4 月 2 日早朝には 3.6%

となった。 Dubai の CDS のスプレッドは、1 週間以前と比較して▲0.6%低下して 6%

となった。 カタールの CDS は、3 月 5 日の 2.75%〜2.80%に対して 4 月 1 日には 2.50%

に迄低下した。 Emirates NBD チーフエコノミストは、「経済成長を高めるための手段

としては、債券の発行を通じたファンディングが好ましいのかも知れない。 過去数年

続いたオイル価格の高騰には最早依存できないために、市場を通じた債券発行は成熟し

た方法だと言える」と言っている。（dowjones.com, 4/05/2009） 

 

（５） PartyGaming、米当局と和解 

PartyGaming は、4 月７日に米国当局との取決めに同意した。 その結果、このオンラ

インゲームグループは、起訴される心配が無くなった。 これを受けてオンラインゲー

ムグループの株価は跳ね上がった。 PartyGaming（本社ジブラルタル）は、２年間に

渡る米当局との論争の結果 遂に US Attorney’s Office for the Southern District of New York

と“起訴無し”の協定を結ぶに至った。 その結果 PartyGaming は、2006 年 10 月の米

当局によるオンライン賭博禁止条例発効以前の、過去 9 年間に亘る米国市場へのオンラ

インゲームを提供して来た事に対して罰金免除となった。 しかしながら同社は、条例

発効後 3 年間強に対して $105m の罰金を支払う事には応じた。 この和解を受けて

PartyGamingの株価は、同日のロンドン市場後場で +16%上昇して254ペンスとなった。 

PartyGaming が米国当局と最初に決着が出来るだろうとは予想されていたが、この結果

から他のオンラインゲーム会社も追随すると見られている。  888 Holdings

（PartyGaming の競合会社）の株価も +10%上昇し、Sportingbet は +14.5%上昇した。 

PartyGaming の第１四半期のグループ収入は、昨年の $128.9m に対して $100m に低下

した。 ポーカー収入は同様に、為替の要因と米国向け違法サイトとの競争で $80.7m

から$53.6m に減少した。（FT.com, 4/07/2009） 

 

（６）スターウッド、全社挙げての販売キャンペーン開始 

Starwood Hotels & Resorts Worldwide が、同社史上最大の販売キャンペーンを今週 開始

した。 3 日間で、3,000 の販売とホテル アソシエーツが、$135m の収入増を目標に 米

加の 2万に及ぶアカウントに対して販売コールを実施する。(travelweekly.com, 4/08/2009) 
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（７）大韓航空、ロスのホテルを再開発 

KE が、LAX 金融街の Wilshire Grand Hotel とそれに隣接する事務所スペースを $1bn か

けて再開発する計画を発表した。 KE は、1989 年以来所有しているこのホテルを、700

室の豪華客室を持つホテル／コンドと、事務所が入る二棟のタワーに建て替える。 着

工は 2011 年、竣工は 2014 年が予定されている。(travelweekly.com, 4/09/2009) 

 

 

 

 

 その他  

 

（１）世界で最も安い価格の自動車 

インドで 10 万ルピー（20 万円、税抜き工場直渡し）の自動車 Tata Nano の販売が、4

月 9 日から開始された。 Tata Motors によると、先週末以来 51,000 の申込用紙（一部

300 ルピー≒600 円）が 51,000 部販売された。(channelnewsasia.com, 4/09/2009) 
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編集後記  

 

 

 

＜＜＜ 米運輸省、コンチネンタル航空のスター参加を承認 ＞＞＞ 

 

 

米運輸省（DOT）は、4 月 7 日 コンチネンタル航空（CO）のスター・アライアンス参

加を暫定承認した。 この暫定承認は、利害関係人のコメントを再聴取した後 5 月 31

日までに最終決定される。 

 

CO は、今迄スカイチームに加盟していたが、デルタ航空（DL）のノースウエスト航空

（NW）買収（2008 年 10 月）後に、参加する同盟をスカイからスターへ鞍替えするこ

とを決めていた。 DL と NW が合併して世界一のメガ航空会社となったため、スカイ

内に於ける自身の影響力が弱まったと考えた CO は、スカイを袖にしてスターへの参加

に切り替えた訳だ。 DL の路線網（特に大西洋とラ米路線）が、CO のそれと重複す

る度合いが多いこともスターへの変更を促したものと想像される。 また これには、

米航空業界の今後予想されるコンソリデーションの渦の中で、ユナイテッド航空（UA）

との合併を視野に入れた上での CO の決断という穿った見方もない訳ではない。 CO

は、販売体制の見直しや予約システムの変更等の準備を整えて 今秋にもスターに参加

する。 

 

CO が参加するスターは、スカイと同様に競争法の適用免除（ATI= anti-trust immunity）

が認められている。 従って CO は、スカイのメンバーであった時と同様に、同盟航空

会社間で 収入をプールし、供給を調整し、共同調達を可能にし、マーケティングを統

合することが可能となる。 

なお DOT は、CO のスター参加の承認に加えて CO, UA, エアーカナダ（AC）、ルフト

ハンザ（LH）が参加する“アトランティック プラス−プラス（Atlantic Plus-Plus）”と呼

ばれる新航空同盟に対する ATI までも認めている。 そして、これ等の動きから類推す

ると、DOT は 現在ペンディングとなっているアメリカン航空（AA）と英国航空（BA）

とアイベリア航空（IB）の 3 社協定に対する ATI の適用もキット承認するだろう。 
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ところで 今回の DOT 承認は、丁度 米下院の運輸とインフラ委員会議長のオバスター

（James Oberstar、ミネソタ選出民主党）が、ATI の競争阻害を懸念して 現行のアライ

アンスを 3 年以内にサンセットさせる法案を準備している最中の出来事となった。 ま

た、全米旅行業協会（ASTA）も、アライアンスの拡大が 航空会社の旅行仲介業者に対

する価格交渉力を過度に強化させる結果 不公平な商取引を強いられるとして、ATI か

ら航空会社の仲介業者に対する価格交渉を除外するべきだと主張していた。 

 

DOT は、これ等の反対意見には従わなかったことになる。 “チェンジ”をキーワー

ドにしているオバマ政権は、企業間競争を促進させて消費者保護を重視する政策を優先

させる筈ではなかったのか？ それから想定すると、下院のオバスターが提唱するサン

セット案が有力となる筈ではなかったのか？ 

オバマ政権は、結局は自動車業界への対応と同様、航空業界に対しても“企業救済を優

先させる政策を選択した”ということなのだろう。 何しろ航空業界は、需要の急減に

見舞われ再び大きな財務的困窮に直面しているのだから、企業優先の政策を採用するの

も頷けないわけではない。 全米航空輸送協会（ATA）は、サンセットが実施されれば、

▲15,000 人の職が奪われると警告していた。 （H.U.） 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 世界 3 大アライアンスのメンバー航空会社 

（3 大アライアンスの航空会社は、世界の国際線旅客需要のおよそ 3/4 のシェアーを有

している。） 

 

スター・アライアンス（Star Alliance） 

エアーカナダ(AC)、中国国際航空(CA)、ニュージーランド航空(NZ)、全日本空輸(NH)、

アシアナ航空(OZ)、オーストリア航空（チロリアン航空、ラウダ航空も含む）(OS)、

BMI(BD)、LOT ポーランド航空(LO)、ルフトハンザドイツ航空(LH)、スカンジナビア航

空(SK)、上海航空(FM)、シンガポール航空(SQ)、スパンエア(JK)、タイ国際航空(TG)、

ユナイテッド航空(UA)、US エアウェイズ(US)、TAP ポルトガル航空(TP)、南アフリカ

航空（SA）、スイス・インターナショナル・エアラインズ（LX）、地域航空会社:ブルー

1、アドリア航空、クロアチア航空  
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スカイチーム（SkyTeam） 

アエロメヒコ(AM)、エールフランス(AF)、アリタリア航空(AZ)、チェコ航空(0K)、デル

タ航空(DL)、大韓航空(KE)、ノースウエスト航空(NW)、KLM オランダ航空(KL)、コン

チネンタル航空(CO)、アエロフロート・ロシア航空(SU)、中国南方航空(CZ) ■ 

 

ワンワールド（oneworld） 

アメリカン航空(AA)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、キャセイパシフィック航

空(CX)、フィンランド航空(AY)、イベリア航空(IB)、ラン航空(LA)、カンタス航空(QF)、

日本航空(JL)、マレブ・ハンガリー航空(MA)、ロイヤルヨルダン航空(RJ) ■ 
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表紙： 

BIRD C 

ざら紙  筆ペン 色鉛筆 

W235mm×H155mm 

2002 年 2 月作 


