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FT.com, 1/16/2009 

1. Heathrow cleared to have third runway 

 英政府ヒースロー空港第 3 滑走路建設承認 

 

英運輸大臣 Geoff Hoon は、1 月 18 日、LHR 空港第 3 滑走路と第 6 ターミナルの建設を

承認した。 2015 年以降可及的速やかに供用開始を目指すけれども、根強い建設反対

運動を勘案すると 2020 年以前のオープンは殆ど絶望視されている。 環境保護団体や

保守党に加え与党労働党の 50人以上の議員達は、LHRの拡張計画に反対している。 与

党の多くの議員達は、自身の環境政策と矛盾を来す怖れがあり且つ票の喪失に繋がりか

ねない空港拡張計画に二の足を踏んでいる。 今後、訴訟を含んだ大きな論争が、英国

内で巻き上がることになるだろう。 

 

この第 3 滑走路建設は、第 6 ターミナル建設を併せると £9bn のプロジェクトとなる。 

滑走路とターミナルの新設に加えて、政府は LON=LHR=West Midlands の高速鉄道を新

たに敷設する他、£6bn をかけた高速道路の拡幅も同時に計画されている。 

 

プロジェクト完成時には、LHR の収容能力は 現行の 6,700 万人から 2030 年には 12,000

万人を取り扱える空港となる。 発着回数は、現行 473 千回が 702 千回に拡大するが、

英運輸省は、環境に配慮して新滑走路のキャパシティーを当面の間 年間 +125,000 回に

規制する。 

 

LHR は、既に飽和状態となっており、航空会社が発着回数を儲かる路線の増便用に集

中させた結果、路線数が 277 から 180 に低下し 2003 年第 2 四半期には 15 分以上の遅延

便が 23%から 31%に増加している。 昨年 3 月にオープンした第 5 ターミナルは、計

画の開始より供用開始までに 9 年間かかっている。 

■ 
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Travel Weekly, 1/08/2009 

2. Preview 2009: The Business View, Politics 

 オバマ次期政権の運輸政策 

 

オバマ次期政権の運輸関連政策について、次のようなことが予想されている。 

（１）反米感情が和らぎ、米国インバウンド旅客の増加が期待されている。 

 

（２）労働側に傾斜した政策を重視する民主党政権により、労使関係が改善されるだろ

う。 FAA の長年にわたる労使間の緊張は融和されて、非効率な管制運営と空

港混雑が緩和されるかも知れない。 また、空港セキュリティーの手荷物検査係

の組合結成化の動きが促進されるだろう。 更には、米国における職の確保のた

めに、企業のアウトソースが減少するかも知れない。 

 

（３）オープンスカイの一層の自由化促進は、足踏みするだろう。 昨年 3 月末に、米

欧間路線の第 1 段階の自由化が実施されたが、組合の反対が強い欧州航空会社の

自由な米国内輸送権利（自身による運航或は米企業買収によるいずれかの方法に

よるカボタージュの実施）となる第 2 段階の自由化は、多分認められないだろう。 

 

（４）環境に優しい鉄道投資が促進するだろう。 そして、環境により配慮した政策が

採用されるだろう。 

■ 

 

 

 

Travel Weekly, 1/08/2009 

3. Preview 2009: The Business View, Passport 

 2009 年の米入国審査 

 

（１）Secure Flight 

現在航空会社が実施している航空便搭乗旅客の政府要注意リスト（watch list）との照合

作業は、国土安全保障省の運輸保安局（TSA）に委ねられることになる。 TSA 移管に

より作業の迅速化と照合ミスの減少が期待されている。 
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しかし、航空会社は、便出発 72 時間前までに、予約旅客の氏名（含むミドルネーム）、

性別、生年月日の個人情報を収集しなければならなくなる。 この為、航空会社はシス

テム改修が必要となるだろう。 

 

（２）Electronic System for Travel Authorization（ESTA） 

査証免除国 34 カ国からの米訪問者に対して、1 月 12 日から ESTA 制度による 72 時間

前のオンラインによる入国許可申請が義務づけされた。 申請の内容は、今までの入国

申請書 I-94W の内容と略同一で、一度申請して承認されると 2 年間若しくは旅券の有効

期間のいずれか早い方の時点まで有効となる。 

現在は無料であるが、行く行くは Travel Promotion Act のインバウンド促進キャンペー

ン財源確保のために有料化されるかも知れない。 

 

（３）Western Hemisphere Travel Initiative 

WHTI の次の段階が 6 月から施行される。 カナダ、メキシコ、カリブ、バミューダか

ら米国に陸路と海路で入国する外国人と再入国する米国市民は、旅券の所持が必要とな

る。（空路からの入国は、既に旅券所持が義務づけられている。） 

旅券に変わる廉価なRFIDを内蔵した旅券カードが発行されている。 幾つかの州では、

強化型運転免許証でも旅券を代替することが可能。 ■ 

 

 

 

 

Travel Weekly, 1/15/2009 

4. Travel groups submit economic proposal to Obama 

 旅行団体、オバマ次期政権に経済活性化策を提案 

 

全米ツアー協会（National Tour Association）を含む旅行業界 24 団体が共同で、オバマ次

期政権に経済活性化策として 7 つの業界の提案を行った。 

 

＜経済活性化政策に含まれる項目として＞ 

（１）ツーリズム業界の職の創設支援のための新たな財政出動、 

（２）Travel Promotion Act of 2008 の成立、 

（３）国立公園と公有地のための連邦基金の創設、 
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＜上記 3 項目よりも優先順位が劣る項目として＞ 

（４）旅行とツーリズムのための事務局（executive office）の設立、 

（５）米国出入国のユーザーフレンドリーな査証規則の制定、 

（６） 2009 Highway Reauthorization Bill とその他のプロジェクトに対する資金満額配分、 

（７）外国渡航規制の排除。 

 

この陳情に参加した NTA 以外の旅行団体には、USTOA, CLIA, ASTA, American Bus 

Association などが含まれる。 

 

これとは別に National Business Travel Association とその他の団体は、議会に対して経済

活性化政策の一環として $4bn に上る航空管制の近代化投資を要求している。 この投

資は、航空管制近代化に対応して必要となる航空機に装備するテクノロジーのための投

資総額 $20bn の 20%に相当するもので、現在の 2025 年までかかる計画を一気に促進さ

せ経済活性化への刺激と合わせて炭酸ガス削減による環境改善をはかる狙いが込めら

れている。■ 

 

 

 

 

wsj.com, 1/15/2009 

5. Transportation Aid Levels Decried 

 米運輸関連援助資金配分 要求額を遥かに下回る 

 

1 月 13 日に下院で発表された経済活性化法案は、運輸プロジェクトに対する援助割当

額を $43bn とした。 この額は、下院運輸委員会の要求額 $53bn を大きく下回った。 

ここ数週間で経済活性化のための援助パッケージの総額が $825bn（75 兆円）まで膨れ

上がっているので、多くの下院議員達は、運輸関連事業に対する援助総額が $85bn の

レベルを超過すると期待していた。 援助額の増加を求めた議論と陳情が、来週の議会

で強まるだろう。 $43bn の内 $30bn がハイウエーに回されている。 都市間鉄道には 

$5bn、空港には $3bn しか割り当てられていない。 環境団体は、ハイウエー $3 に対

してマストランジットに $1 の配分となるこの案を批判している。 なお、オバマ次期

大統領は、財政難に悩む州政府による職の創出と老朽化した運輸ネットワークの改善の

為に、社会資本に対する投資を別枠にして確保することを約束している。 ■ 
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6. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）オンライン レンタカー ショッパーズ増加 

competeinc によると、12 月のレンタカーWeb サイトの訪問者数が 425 万人となり前年

比 +10%増加した。 前月比では +12%増加した。(competeinc.com, 1/11/2009) 

 

 

 

 

（２）ARC、2008 年精算額▲0.8%減少 

ARC の 2008 年実績は、下表の通りである。 

 2008 2007（比） 備 考 

精算額 $79.6bn ▲0.8% 国内線 36.2bn▲2.6%、国際線 31.9bn▲0.9% 

Transaction 144.7m ▲7.4% 国内 106.5m▲8.8%、国際▲0.9% 

Tax & fee $10.6bn +8.3%  

Location 18,847 19,715  

(Travel Weekly, 1/15/2009) 
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（３）セーバー、ホールセールから撤退 

Sabre がホールセール事業から撤退する。 2 月 5 日から、ダイナミック・パッケージ ブ

ランドの TripTailor Vacations と Agent59 の運営を中止する。 Sabre は、2006 年末から

TripTailor を立ち上げてホールセール事業を開始していた。 ホールセール事業からの

撤退理由は、予想以上の根強い旅行社とツアオペレータの関係が存在していることと、

Sabre 以外の GDS を利用している旅行社の獲得が進展しなかったため。 Sabre は、ホ

ールセール事業の撤退をSabre Vacations（VAX VacationsAccessのプライベートブランド）

を含むその他のプロダクトで穴埋めする。(travel weekly, 1/16/2009) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）AF/KLM、AZ に €323m 投資 

新生 AZ が 1 月 13 日から営業を開始した。 1 月 12 日に、AF/KLM が新生 AZ 株 25%

を €323m で買収することに合意した。 AF/KLM は、取締役会の 19 ポストの内 3 ポス

トを確保した。 AZ は、負債 €1.2bn と共に 8 月に破産法保護を申請して以来大幅なリ

ストラを実施して来た。 そして、伊政府の介入による大幅な人員カット（18,000 人か

ら 12,500 人）と 大部分の負債の政府肩代わりにより、10 数社の伊投資家からの資金調

達に成功した。 新生 AZ は、伊最大の航空会社 Air One を吸収し、2010 年に損益分岐

を目指す。 

伊国内市場は、Ryanair が 4 空港から 7 空港寄港に路線を拡大する他、easyJet が昨年 11

月より ROM=MIL 線を開設するなど競争が激化している。 また LH は、今後数ヶ月以

内に MIL をハブとした LH Italia（フリート 6 機保有）を立ち上げる。(wsj.com, 1/12/2009) 

 

（２）米航空会社供給▲5.5%削減 2008 年 

トップ 10 米航空会社の 2008 年の旅客数が、前年比▲3.1%低下した。 供給は▲5.5%

減であった。(travel weekly, 1/13/2008) 

2008 年 10 月までの 1 年間の実績は、下表の通りである。(RITA Bureau of Transportation 

Statistics) 
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U.S. Air Carrier Traffic Statistics Through October 2008 

 

10 月までの 1 年間の ASM は、前年同期比 +0.16%増となっている。 10 月単月の ASM は▲7.1%減となっ

ている。 第 4 四半期の供給削減が大きい。  

 

（３）エアバス、受注と納入機数双方でボーイングを上回る 

エアバスが、2008 年の新造機の受注と納入双方の機数でボーイングを上回った。 ボ

ーイングは 58 日間のストにより大きな影響を蒙り納入機数目標の 475 機を達成できな

かった。 

 

 

信用市場の収縮による航空機ファイナンスの獲得が危惧されているが、2009 年の納入

機数は計画通りとなる模様であるとエアバスは言っている。 2009 年の納入機に必要

となるファイナンスの総額は約 $70bn で、最大 $20bn のギャップが発生するかも知れ

ない。 DAE Capital（Dubai Aerospace Enterprise の一部門）によれば、最近数年間の納

入機の 35%が、リース企業による直接購入か彼等の航空会社に対する航空機ファイナン

ス支援により実施されている。 エアバスは、2009 年の受注機数が 2008 年比半減して

300 機〜400 機に減少すると予想している。 そして、2003 年以来初めて納入機数が受

注機数を上回るだろう。 A380 型機の納入は、目標の 21 機の達成が困難視されており

18 機となるだろう。(wsj.com, 1/14/2009) 

 

（４）中国、外国企業にリース税課税 

中国政府は、1 月より、中国航空会社に航空機をリースする外国企業に対しリース税を

課税する。 課税総額は、年間 $54m から $90m になると想定されている。 しかし、

 受 注 納入 

エアバス 
777 

（2007 年 1,341 機） 
483 

ボーイング 
662 

（2007 年 1,413 機） 
375 
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殆どのリース契約では、借り手の国内で発生する税は全て借り手が支払うことになって

いる。 ところが、現実は貸し手と借り手の力関係で税負担先が決定されることになる

ので、GE の GE Commercial Aviation Service, Royal Bank of Scotland Group Plc., AIG の子

会社 International Lease Finance Corp に大きな影響を与えるかも知れない。 中国の大手

航空会社 3 社は、2008 年に▲200 億元の欠損を計上している。(wsj.com, 1/15/2009) 

 

（５）中国東方、親会社より 56 億元の短期借り入れ 

中国東方航空が、親会社の China Eastern Air Holding Company より 56 億元の短期借入金

を借り入れる。 中国政府は、先月、東方航空に対して 70 億元の資本注入を約束して

いる。(channelnewsasia.com, 1/16/2009) (wsj.com, 1/26/2009) 

 

 

A China Eastern passenger airliner at China's Chengdu airport 
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（６）US 航空、1549 便ハドソン川にディッチング 

US 航空の LGA 発 Charlotte 行き US1549 便が、1 月 15 日、LGA 離陸後 2 発のエンジン

推力が低下する事故の発生のためにハドソン川に着水した。 乗員乗客 155 人に、怪我

人は発生していない。 数羽の雁が、双発エンジンの両方に吸い込まれたことが、この

事故の原因と見られている。(wsj.com, 1/15/2009) (nytimes.com, 1/15/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）エアーアジア、専用空港建設を計画 

AirAsia が、KUL に同社の専用飛行場 KULIA-East を建設する野心的な計画を立ててい

る。 60 ゲートを有し、2013 年には 6,000 万人の収容能力を有する LCC 専用空港とす

る計画だ。 建設費は M$1.6bn（US$446m）に上ると推定されているが、信用市場が縮

小している現在、この資金調達が出来るかどうか懸念されている。 マレーシア国営椰

子油プランテーション Sime Darby（マ政府に対して大きな影響力を有していると言われ

ている）がこの事業の少数株式を取得すると見られている。 AirAsia は、昨年には

M$5.5bn の負債（その殆どが A330 型機×25 機の購入のための負債）を有し、今年には

それが倍増すると予想されている。 同社は、路線拡大による旅客数増でもって、今年

M$100m の利益計上を計画している。 また、KUL における専用空港建設後に、ビル

マ、インドネシア、タイにおける専用空港建設を検討している。(FT.com, 1/16/2009) 
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（８）シンガポール航空、SIN=LON 線▲4 便/週減便へ 

SQ の 12 月の L/F が 79.9%に低下した。 12 ヶ月連続で旅客需要が減少している。 SQ

は、需要減少に対応して SIN=LON 線週 21 便の内▲4 便を減便する。 LON 線に加え

て Mumbai, New Delhi, Perth, Brisbane 線の便数削減が検討されている。 

(channelnewsasia.com, 1/16/2009) 

 

（９）ライアン航空、エールリンガス買収断念 

Ryanair は、1 月 16 日、€748m による Aer Lingus 買収を断念すると発表した。 アイル

ランド政府と持株会は、Ryanair の敵対的買収に反対していた。(channelnewsaisa.com, 

1/16/2009) 

 

（10）ユナイテッド航空、機内インターネット サービス開始 

UA 航空が、テクノロジー プロバイダーの Aircell 社と共同して NYC=SFO 線で、今年

下半期から機内インターネット サービスを開始する。 料金は、一律 $12.95 が検討さ

れている。(nytimes.com, 1/16/2009) 

 

（11）デルタ航空、契約更改でアトランタ空港と駆け引き 

DL 航空と同社のハブ空港 Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport 間の空港リース

契約が、来年更改を迎える。 ATL 空港は、2016 年までの需要に対応するために、$9.4bn

をかけた空港拡張を計画している。 新国際線ターミナルの建設コスト見積もりが 10

年前の $800m から $1.6bn に跳ね上がっている。 DL は、空港使用料が大幅に値上げ

されることを危惧している。 大幅値上げが実施される場合は、ATL 発着路線網を他の

ハブ空港に移管させることを検討している。 
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DL は、NW 買収により ATL 以外にも多くのハブ空港を保有したので路線移転先空港に

は事欠かない。 そして、ATL=上海と ATL=仁川を DTT 発着に移転させることを検討

している。 DL の意向を受けて、ゲート数を 12 から 10 に削減するなどの規模縮小に

より新ターミナル建設費が $1.3bn までカットされた。 また、昨年秋に予定されてい

た $600m に上る revenue bonds 空港債の発行が延期されている。 DL と ATL 空港との

間で、空港使用料を巡る交渉の駆け引きが既に開始されている。(wsj.com, 1/17/2009) 

 

 

Atlanta's Hartsfield-Jackson airport. Delta and the facility are at odds over the cost of a new terminal. 

 

 

 

 水 運  

 

（１）CLIA、2009 年のクルーズ需要増加を予測 

Cruise Lines International Association によると、2008 年のクルーズ船客が前年比 +5%増

加して 1,320 万人となった。 この内 23%が北米以外の船客で、前年比 +18%と大幅に

増加した。 CLIAは、2009 年のクルーズ需要を +2.3%増の 1,350万人と予測している。

(travel weekly, 1/15/2009) 
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陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）CSX、グリーンブライアー評価損▲27 セント/株計上 

米第 3 位鉄道会社である CSX が、第 4 四半期決算で、West Virginia

のGreenbrierリゾートの評価損 1株当たり▲27セントを計上した。 

Greenbrier は、2007 年▲$15m、2008 年▲$35m の欠損を計上して

いる。 CSX の第 4 四半期暫定決算は、貨物の減少があるにも拘

らず高い運賃収入のお陰で 1株当たり +63セントの利益計上とな

った。 収入は、+4%増の $2.76bn であった。(wsj.com, 1/13/2009) 

The lavish Greenbrier resort and spa in West Virginia, shown here in 2007, is 

the source of a noncash charge that CSX plans to take in the fourth quarter. 

 

（２）ユーロスター2008 年旅客数 +10%増加 

Eurostar の 2008 年旅客数が、昨年 9 月 11 日に発生した火災による影響にも拘わらず、

前年比 +10.3%増加して 910 万人となった。 Eurostar は、London& Continental Railways

とフランスとベルギーの国鉄により運営されている。 2007 年 11 月の英初の高速専用

鉄道 High Speed One 第 2 セクション開通により、LON=PAR が 2 時間 15 分、LON=BRU

が 1 時間 51 分と所要時間が短縮されたことが旅客数の増加をもたらした。 トンネン

ル火災の修理により全長 50km の海峡トンネルのフランス側 17km の区間が片側トンネ

ル走行に制限されているために、2 月までは 1 日当たり▲1 本の列車本数の間引きと+20

分の所要時間増を余儀なくされている。(wsj.com, 1/15/2009) 

 

（３）ユーロトンネル、2008 年収入▲9%減少 

英仏海峡トンネルの運営者である Eurotunnel の 2008 年収入が、前年比▲9%減少し 

€704m となった。 9 月 11 日に発生したトンネル火災（貨物列車の炎上）で、第 4 四

半期の収入は、前年同期比▲31.4%減少した。 この数値には、火災保険金収入は含ま

れていない。 第 4 四半期には、貨物列車の輸送量が 4 年連続の減少の後で若干増加し

た。(FT.com, 1/15/2009) 

 2008 4Q’08 

収入 €704m (-9%) €129m (-31%) 

シャトル €431m (-14%) € 66m (-45%) 

Eurostar & Freight €260m (+/- 0) € 60m (- 8%) 

トラックシャトル -11% -45% 

自動車シャトル -11% -37% 

コーチシャトル -15% -46% 
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（４）ハーツ レンタカー▲4,000 人人員削減 

Hertz Global Holdings が、更に▲4,000 人（全従業員の▲13%）の人員削減を実施する。 

2006 年 8 月以来の累計人員削減数は、今回の追加削減を加えると全従業員の▲32%とな

る。(wsj.com, 1/16/2009) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１）ウイリアムヒル 2008 好決算 

ブックメーカーのWilliam Hillの 2008年胴元収入が +6%増収となる見込みである。 そ

して特別費用除去後のEBITが £264mとなる見込みである。（2007年のEBITは、£286.7m

であった。） このアナリストの予想を上回る好決算は、景気に左右されない賭博産業

を実証している。 そして、2010 年 3 月に満期となる £1.2bn の負債のリファイナンス

に好影響を及ぼすだろう。(FT.com, 1/15/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記  

 

 

 

 

 

“パラダイム・シフト”だとか“パラダイム・チェンジ”などの言葉が至る所で氾濫し、

企業の生き残りのためには、これからは「集中」と「選択」の時代だと説いているメデ

ィアを最近多く見かける。 
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“100 年に一度の経済危機がグローバルに進行している”ので、既往の物事の規範や考

え（パラダイム）が通用しなくなっているのだろう。 ゲームチェンジとかシーチェン

ジ（sea change）とも言われているように、今回の経済の激変は、多くの商品の需要が

一挙に▲30%減少してしまうなど実に凄まじいものがある。 米国では、オバマ次期大

統領が、日本の一般会計予算に匹敵する規模の 80 兆円に近い大型経済活性化政策を

早々と打ち出している。 

 

日本の旅行業界でも、海外渡航需要の減少（最近では頼みの綱のインバウンドまで需要

が減少しているが・・・）と航空会社のゼロコミッション化の開始で、まさにシーチェ

ンジの経営環境の激変が発生している。 そして、ここでも「集中」と「選択」が必要

だと言われている。 つまり、自身の強みである得意事業分野を選択して、そこに経営

資源を集中し企業の生き残りを追求するべきだと言っている。 

 

本当にそうなのだろうか・・・？ 

得意分野に集中しても、それが成功する保証は何処にも無いばかりか、経営資源を少数

の事業に集中化するリスクも却って大きくなる筈だ。 

「集中」と「選択」の成功例として、GE のジャック ウエルチが実施した多角化戦略や、

日本ではシャープの液晶 TV が有名だ。 しかし、「集中」と「選択」の（数多の）失

敗例は何処にも書かれていない。 

 

企業の生き残りをかけた戦略には、決して特効薬などは存在しない。 それには、顧客

のニーズをどれだけ満足させる事が出来るのかの、その企業固有の身の丈に合った不断

の努力が必要なのだろう・・・。 （H.U.） 
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表紙： 

ワインとグラス 

メモ用紙 ぺんてる筆、鉛筆 

W205mm×H190mm 

2001 年 8 月作 


