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travelweekly.com, 11/04/2008 

1. Travelport, Microsoft team up on travel management solution 

 Travelport、旅行管理ソリューションで Microsoft と提携 

 

Travelport と Microsoft が、従業員 250 人以下の企業の旅行管理（出張管理）エンドツー

エンド ソリューションを立ち上げ 2009 年初頭より展開する。 このソリューションは、

出張規程が存在しないか若しくは緩やかな規定しか存在しない小規模企業向けに開発

された後に、中規模企業用についても開発されるだろう。 Travelport と Microsoft は、

伝統的旅行社、オンライン旅行社、旅行管理会社、航空会社、その他のサプライヤー達

と連携してこのソリューションを開発する。 連携各社は、このプロダクトに自社ブラ

ンド名を付けて販売することが可能になる。 両社は、このソリューションの具体的な

内容を殆ど明らかにしていないが、新たな機能と既存のプロダクト（例えば Microsoft

の Virtual Earth マルチメディア ソリューションとか空港のゲート変更や便遅延の警報

を流す Orbitz’s TLC Alert）の混成となるだろう。 

 

このソリューションの最も重要な点は、航空会社に彼等のバラバラ化したサービス（つ

まりアラカルト運賃）を販売する新たなチャネルを提供し、彼等にアップセルとクロス

セルを可能にすることであると Travelport は言っている。 

Travelport の GDS である Orbitz と Microsoft の関係は、Orbitz と Expedia（当時 Microsoft

が開発）が共同して e-faring を開発した 10 年前に遡る。 2006 年には、ラーストシー

ト アベイラビリティーの為の航空会社のデータ依存を軽減させる Inellicahe（現在の

Travelport Cache Control の前身）を共同開発している。 ■ 

 

 

 

 

Travelweekly.com, 11/06/2008 

2. INSIGHT: MSN.com casts its fate with Farecast 

 MSN.com、Farecast に運命を委ねる 

 

MSN.com は、今年の夏の初めまでは Expedia を旅行プロバイダーとして使用していた。 

7 月にエアー・カー・ホテル・バケーションパッケージのエンジンを Orbitz に変更した。 

そして、今度は 4 月に買収した Farecast をエアーの専属検索オプションとした。 大手

ポータルが、メタサーチを排他的なエアーの検索オプションとするのは MSN.com が初
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めて。 （Yahoo は、FareChase メタサーチツールを使用しているが、Travelocity 予約エ

ンジンをデフォルト オプションとしている。） 同時に、Farecast は、facilitated 検索と

その他の広告媒体経由の広告収入を追求するプラットホームとしてもより機能するこ

とになる。 Farecast の検索エンジン画面の下部には Facilitated-search オプションが存

在し、消費者はそこで Priceline, Expedia, Hotwire 別経由の検索を選択する事が出来る。 

幾つかの企業は、ライバル企業と直接比較されることよりも、別のウインドウを開く事

が出来る検索エンジンを彼等のチャネルとして好んで選択するか、テキストアドの掲載

を欲している。 Priceline, Expedia, Hotwire は、クリックされるごとに Farecast に CPC

を支払うことになる。 

 

Orbitz は、エアーの検索を Farecast に奪われて、MSN.com からのトランザクション収入

の減少を余儀なくされるが、カー・ホテル・バケーションパッケージの取扱は勿論、依

然として MSN との優先契約を維持する。 エアーについても、Farecast の検索結果画

面には、検索結果の航空会社の脇に予約のための Orbitz.com のボタンが用意されている。 

つまり消費者は、Farecast で検索後の実際の予約先を、検索結果の航空会社と Orbitz.com

のどちらかからでも選択する事が出来るのだ。 しかし、Orbitz を選択した場合は、$6

の手数料がかかることになる。（航空会社予約サイトでは無料）■ 

 

 

 

 

travelweekly.com, 11/06/2008 

3. Metasearch makes sense to airlines 

 メタサーチが航空会社に貢献 

 

何故 航空会社は、Kayak, Farecast, Farechase, Mobissimo の如くの比較ショッピング エ

ンジンを使いたがるのだろうか？ その理由は、メタサーチで検索した後に航空会社の

サイトを訪れる消費者の予約確率が、航空会社のサイトに直接訪れる消費者のそれより

も多いからだ。 Web トラフィックの分析サイト Compete 社の調べによると、Kayak と

その子会社の SideStepがAA.comに送り込むトラフィックの予約率（コンバージョン率）

が、6 月に 9.3%に達している。 これは、AA.com の平均コンバージョン率 2.7%を大き

く上回っている。 Kayak は、同社のサプライヤー ダイレクト コンバージョン率が、

通常 12%から 18%に達していると言っている。 ■ 
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wsj.com, 11/4/2008 

4. A Fliyer’s Plea to the New President 

 航空旅客のオバマ新大統領に対する最初の陳情 

 

Wall Street Journal の航空記者 Scott Mccartney が、Obama 次期大統領宛の陳情書を書いて

いる。 以下にその要約を記す。 

 

✓ 米国の商業航空の最大の問題は、老朽化した航空管制システムの更新だ。 

✓ 全米の航空旅客が、航空便の遅延で不便を蒙っている。 

✓ 米国の航空会社が運航する 1/4 に近い便が、平均 55 分も遅れている。 航空会社

は、遅延対策のために、2006 年に比して平均 +15 分長くダイヤを編成しているの

で、実際の遅延はそれ以上となっている。 

✓ その上、1,600 便以上が 誘導路上で 3 時間以上の離陸待機を余儀なくされている。 

440 万個の手荷物がミスハンドリングされている。 そして苦情件数が +65%も増

加した。 

✓ この遅延で、航空会社は $8.1bn の余計な直接運航費の出費（燃料代やパイロット

給与）を余儀なくされている。 航空業界は、嘗て一度もこんな利益額を稼ぎ出

したことがない。 

✓ 遅延の減少は（１）生産性を向上し、（２）環境問題に資し、（３）原油輸入を減

少させ、（４）航空業界の財務体質の強化に繋がる。 

✓ 連邦政府は、FAA を 2 分割するべきである。 航空事業の安全性管理と実際の航

空管制業務の担当部門を分割するべきだ。 実際の運営業務には、民間企業の運

営方式を採用した方がズーと効率的だ。 そしてこの運営は非営利とするべきだ。 

✓ 次世代の航空管制システムの更新は、現在 20 年間計画として位置づけられている

が、何時もその実行が先延ばしにされて遅れている。 遅延を解消して、旅客利

便性の向上のためには、政府のコミットメントに基づく至急の実行（システム近

代化）が望まれている。 

✓ そのための投資資金の手当は、毎年毎年議会の細かな審査を経て予算化される方

式を改め、起債による資金調達の道を拓くべきである。 

✓ 航空旅行に関しては、その他として以下の 6 つが挙げられる。 

(ア) 運輸保安局（TSA）におけるスクリーニング迅速化のためのテクノロジーの

採用の奨励、 

(イ) 現実的且つ意味が有る航空旅客権利規定の導入、（航空会社の最低サービス 

スタンダードの決定と 連邦政府の規則遵守のための罰則規定の強化） 

(ウ) 多くの小型ジェット機が占拠している NYC 3 空港における混雑解消、 
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(エ) 問題解決のための運輸大臣の権限強化、 

(オ) 環境に優しい航空機開発に対するインセンティブの付与。 

 

 

関連記事 travelweekly.com, 11/07/2008 

Election could portend changes in Cuba policy 

大統領選挙がキューバ政策の変更に繋がる可能性がある 

Obama は、選挙期間中に キューバ渡航禁止の解除を約束した。 キューバ生まれの米

国人の彼等の生まれ故郷への自由な里帰りと、送金を実施できるようにしたいと語って

いた。 彼は、ハバナとの直接的会話を開始したいが、キューバ禁輸措置については、

キューバの改革の梃にするためにも維持したいと言っている。 この禁輸措置は、歴代

の 10 人の大統領が 49 年間に亘って維持して来た代物だ。 カリブのクルーズを実施し

ているクルーズ企業やキューバの目的地に投資を計画しているディベロパーは、キュー

バに対する制裁解除を強く求めている。 しかし、イラクやアフガニスタンに加えて経

済問題に先ず取り組まなければならない次期大統領にとって、キューバ問題は決してプ

ライオリティーが高くない。 

■ 

 

 

 

5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）セーバー、インドにコールセンター 

Sabre Airline Solutions が、1 月にバンガロールに顧客ケアー センターを開設する。 こ

のセンターは、モンテビデオ（ウルガイ）の顧客サービス施設を補完して、時差を利用

した 24 時間のサービス体制を強化する。（travelweekly.com, 11/4/2008） 

 

（２）全米クルーズ協会、ジョイスターを再公認 

The Cruise Lines International Association が、ホスト旅行社の Joystar を再公認した。 

Joystar が 10 月半ばにカルフォルニア、フロリダ、ワシントンで旅行社登録を抹消され

たために、CLIA は、Joystar の公認を取り消していたが、これ等の 3 州による登録が復

活したので、今回 再公認した。(travelweekly.com, 11/05/2008) 
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（３）リバティー トラベル、30 営業所閉鎖 

Liberty Travel が採算性の良くない 30 の営業所を閉鎖する。 この閉鎖は、全店舗数 197

の 15%に相当する。 Liberty と Gogo Worldwide を保有する Flight Centre（豪）は、下

半期の Liberty の欠損を▲A$15m（10 億円）と予想している。 Liberty は、年商 $1.77bn

（1.175 億円）を誇る Travel Weekly’s 2008 Power List の第 10 位の旅行社。 

(trevelweekly.com, 11/05/2008) 

 

（４）ユニグローブ、ホスト旅行社買収 

Uniglobe Travel USA のホスト旅行社部門 Uniglobe Travel Center が、Glen Ellyn（イリノ

イ）の Magellan360 を買収した。 Magellan360 は、57 アフィリエートを支援し、約 85

人の専門家集団を抱えている。 この買収により Uniglobe Travel Center は、400 人の独

立コントラクターを有する年商  $85m のホスト旅行社を運営することとなる。

(travelweekly.com, 11/05/2008) 

 

（５）プライスライン、第 3 四半期 増収減益 

Priceline.com の第 3 四半期決算は、前年同期比 +35%の増収（$561.6m）を達成したが、

純益は▲16%に減少し $88m となった。 ストックベースの保証による人件費の高騰 

+67%と、Web 広告費用 +57%と、宣伝販促費 +46%が減益の理由と同社は説明してい

る。(travelweekly.com, 11/06/2008) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）FAA、B737 型機の点検強化を要請 

FAA が、米国の B737 型機×500 機を運航している航空会社に対して、同型機の点検を

強化するよう要請した。 FAA によると、メーカーにおける製造過程でミス（エンジ

ンがより後方に装着されて一部の翼部にエンジン重量が不均一に加重されてしまう）の

可能性があり、最悪の場合はエンジンが翼から落下する怖れが有るという。 現在まで

に、これが原因とした重大な事故は発生していない。 米国以外の航空当局も FAA と

同様の要請を行うので、点検強化する B737 型機は、全世界で合計 1.270 機以上となる。 

FAA は、正式な指令発出後 90 日以内の点検実施を要請している。(wsj.com, 10/31/2008) 

 

（２）BA 株急落、アイベリアとの合併に影響 

過去 3 ヶ月間の BA 株急落が、IB との合併交渉を難しくしている。 BA 株は IB の株

価の低下を上回って低下しているために、7 月末の両社の時価総額に基づいた BA 株主 
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67% 対 IB 株主 33%の合併会社株式配分比率が、BA 55.3% 対 IB 44.7%に動いてしま

っている。 IB は、株価の下落を梃にして、BA 株を 9.1%まで購入した。 BA は IB

株を 13.15%保有している。 BA 株の急落は、年金基金の繰り入れ不足の拡大にも影響

をされている。 Citigroup の航空アナリストは、BA の株主は分の悪い 55.3 対 44.7 の

配分比率を到底受け入れないだろうと言っている。 そうなれば、両社の合併は来年以

降の BA 株価が以前のレベルまで復帰するまで遠のくかも知れない。 (FT.com, 

11/02/2008) 

 

（３）中国初の国産航空機の海外販売 

Commercial Aircraft Corp of China（COMAC）の初の国産機 ARJ21-700 型ジェット機（70

席）×5 機（オプション 20 機）が、初めて General Electric Co.のリース部門に売却され

た。 政府の China News Service は、25 機の販売は $800m に相当すると報道している。 

5 機のデリバリーは 2013 年で、GE Commercial Aviation Services は、この航空機を中国

の航空会社にリースする。 エンジンは GE 社製が採用されている。 同社は、中国以

外の航空会社へのリースの可能性についても否定していない。 ARJ21 型機は、カナダ

の Bombardier、ブラジルの Embraer 製のリジョナルジェット機と競争することになる。 

COMAC は、2002 年に政府により設立された航空機メーカーで、ARJ21 に加えて 150

席機を含む より大型機の製造も計画している。 新華社は、2020 年までに最初の中国

製ジャンボジェット機を販売することを政府が希望していると伝えている。 GE は、

今後 20 年間で、中国ではおよそ 900 機の中型航空機が必要になると予想している。

(nytimes.com, 11/04/2008) 

China Aviation Industry Corp.の社長は、今週 年内に海外の航空機メーカーを買収するこ

とを欲していると語った。(FT.com, 11/07/08) 

ARJ21 型機は、中国以外 特に米国で飛ぶ事が出来るのだろうか？ 顧客アクセプタン

スや、FAA の耐空証明取得に問題が無いのだろうか？ 米航空関係者の 1 人は、匿名

を条件に、米国で飛行することは難しいと言っている。 今年始めに予定されていた初

飛行は、年末までに延期されている。(wsj.com, 11/04/2008) 

 

（４）ウェストジェット（加）がワンワールドと提携 

Westjet Airlines が、BA, AA QF を含む oneworld 7 社と提携する。 コードシェア協定と

はならないが、oneworld の加盟航空会社のカナダ内の都市への Westjet を使用した乗継

ぎ利便性を改善する。 Star アライアンスのライバル企業である AC に対抗する。

(wsj.com, 11/04/2008) 

 

（５）ライアン航空 第 2 四半期 減益▲31% 

Ryanair が、第 2 四半期で▲31%の減益となった。 通期の利益見通しは、前回の損失
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計上から B/E になると予想している。 下半期の平均運賃は、▲15%~20%低下するだ

ろう。(wsj.com, 11/4/2008) (travelweekly.com, 11/3/2008) 

 第 2 四半期 上半期 備 考 

収 入 €861.3m (+ 20%) $2.3bn (+ 16%) 
旅客数 +19% 3,160 万人 

上半期平均運賃▲4%低下 $60 

純 益 €185.8m (▲31%) $274m (▲47%)  

 

 

（６）英競争監視当局 BAA の STN 空港計画を批判 

英 Competition Commission は、11 月４日、BAA の STN 空港（英第 3 位）における 2 本

目の滑走路とターミナル建設計画を強く批判した報告書を発表した。 同委員会は、

BAA が実施した利害関係人のヒアリング（コンサルテーション プロセス）が適切に実

施されていないと批判している。（航空会社へ提出された空港拡張計画に関する情報と

資本支出計画につても批判的なコメントを行っている。） そして、2 本目の滑走路建

設は、11 ヶ月連続で需要が減少している STN 空港では、早くても 2017 年まで必要ない

と言っている。 更にこの報告書は、2013 年までの既存施設に対する資本支出を £239m

から £85m に大幅に減少することを提案している。 BAA は、2003 年の政府の航空運

輸白書に基づき、2015 年までに第 1 段階投資として £2.5bn を STN に投資し、2030 年

までには同空港を年間 6.800 万人（現在の LHR 空港利用旅客数）が利用できる空港に

する計画を有している。（STN の現在の利用者数は 2,500 万人。） この報告は、来年の

3 月から開始される開発審査に大きな影響を与えるだろう。 

一方、Competition Committee は、BAA が要求した向こう 5 年間の大幅な空港使用料の

値上げを拒絶したものの、来年度の料金については、現在の 1 旅客当たり £6.34 から最

大 £6.56 に引き上げることを提案した。 これは消費者物価プラス各年 +1.75%のレベ

ル（£7.05）を大幅に下回る。 そして、STN 空港に対する伝統的な政府の料金規制（キ

ャッピング）を、継続するべきだと主張している。 これは、キャッピング撤廃を提案

していた CAA にとっては大きな打撃となるだろう。 

STN 空港の最大の利用航空会社である Ryanair と easyJet は、費用が嵩む空港拡張計画と

空港使用料の値上げに猛反発している。 Ryanair の場合は、割引制度の期限切れで STN

空港の使用料金が数年前に比して倍増となっている。 同社は、この値上げに対応して、

今冬、STN 駐機の 14%に当たる 15 機を OTG 化する。(FT.com, 11/04/08) 

 

（７）US 航空、枕と毛布に料金徴収 

US が、機内で配る枕と毛布を有料にすることを検討している。 値段と徴収開始時期

は、未だ決定されていない。 jetBlue は、既に機内の枕と毛布から $7 を取っている。

(travelweekly.com, 11/04/2008) 
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（８）SQ 非常口座席に $50 

SQ が、東南アジアの短距離区間を除く全便の非常口のピッチの広い Y クラス座席に、

片道 $50 を課金する。 同社は、Y クラスのその他のピッチの広い座席についても、

割増料金を徴収することを検討している。 SQ は、第 2 四半期決算で▲36.2%減益の 

S$324m（212 億円）の利益を計上した。 

昨年は S$508m（333 億円）であった。 収入は、 +9.4%

増の  S$4.38bn（2,823 億円）、燃油費は  +54%増の

S$1.92bn（1,260 億円）であった。 旅客数は +1.4%増

の 485 万人。 燃油費は、総費用の 46%となった。 SQ

は、この四半期で A380 型機×3 機と B777-300ER 型機

×4 機を受領した。 期末の総機数は 101 機、平均機齢

は 6 年 3 ヶ月となる。 同社は、需要減少に対応して今

年 5月から SIN=BKK=KIX を、10月から SIN=TPE=LAX

を、来年 2 月からは SIN=Armistar（インド）を運休する。

(travelweekly.com, 11/04/2008) (channelnewsasia.com, 

11/06/2008) (wsj.com, 11/07/2008) 

 

（９）ユナイテッド、マイレッジ使用アップグレード有料化 

UA が、2009 年 7 月からの Y クラスの航空券のマイレッジ報奨アップグレード予約を

有料化する。 料金は、発着空港と使用航空券により異なるが、米大陸内の路線におけ

る C クラスへのアップグレードは 5,000 マイル + $50 となる。(travelweekly.com, 

11/04/2008) 

 

（10）エアバスで、119 機発注取消 

エアバス社が、今年に入って 119 機の発注取消を受けている。 この内 65 機は、倒産

した米 LCC Skybus の発注。 経済低迷により、来年の発注が大幅に減少すると予測さ

れている。 同社は、現在 3,705 機の大量発注残を抱えており、（内 850 機は今年の発

注）発注減少の経営に対する影響は左程大きくないと言っている。 しかし、発注減に

対応して計画していた +20%の生産増強を見合わせる。 一本通路機の A320 型機は現

行の月産 36 機を維持する。（2010 年までの月産 40 機計画は、一時ストップさせ、A330

型機と A340 型機の生産増についても遅らせる。） (wsj.com, 11/05/2008)  

 

（11）SAS 第 2 四半期損失▲20 億 S クローナ計上 

SAS の第 2 四半期決算は、▲20 億 S クローナ（248 億円）の欠損計上となった。 前年

同期は 163.7 億 S クローナであった。 スペインの子会社 Spanair の減損 19.6 億 S クロ
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ーナがこの欠損に影響を及ぼしている。 収入は、163.7 億 S クローナ（2,030 億円）で

あった。 SAS は、▲2,500 人の人員削減と▲33 機のフリート減による収支改善を目論

む。 同社は、ラトビアのairBaltic株47%を売却する交渉をラトビア政府と行っている。 

一方保有している BMI 株 20%については、LH への売約のための交渉が継続して行われ

ているが、具体的なことは決まっていない。 SAS は、BMI 株の株価が戻るまで売却

を急がない方針。 アナリストの売却価格想定には、$130m から $325m と大幅な乖離

が見られる。(wsj.com, 11/05/2008) 

 

（12）BMI がマンチェスター発 大西洋線を運休 

BMI が、Manchester 発の CHI 毎日便を 1 月から、Las Vegas, Barbados, Antigua 便をイー

スター後にそれぞれ運休する。 Manchester 発の長距離大西洋線は、2001 年の開設以

来満足な採算性を得られなかったと同社は言っている。 Manchester 発の大西洋路線は、

当時の英米協定により LHR 発米国便の運航が認められなかったための次善の策として

開設された因縁を持つ。(FT.com, 11/05/2008) 

 

（13）台湾中国運輸協定は、台湾自治に影響しない＜馬 英九台湾総統＞ 

馬英久台湾総統は、今週始めに締結した台中輸送協定*は、台湾の経済に貢献するだろ

うと語り、この協定はいささかも台湾の自治に影響を及ぼさないと語った。（*現行の 3

倍の週 108 便の旅客チャーター便運航が認められた） 

中国の対台湾窓口機関、海峡両岸関係協会

（Association for Relations Across the Taiwan Strait、

ARATS）の陳雲林（Chen Yunlin）会長は、台湾独

立運動のデモ隊およそ 2,000 人が押し掛けたため

に、７時間以上もバンケット会場の Regent Hotel

で足止めを食らう嵌めになってしまった。

(wsj.com, 11/05/2008) 

 

（14）AF/KLM 燃油サーチャージ減額 

AF/KLM は、最近の石油価格の下落に対応して燃油 S/C を値下げさせる。 11 月 7 日

から発行される航空券で、国内線と中距離路線は▲€2、長距離路線は▲€10 値下げされ

る。(wsj.com, 11/06/2008) 

 

（15）連邦控訴裁判所、空港セキュリティーコスト算定で聴聞 

米メジャー全社を含む航空会社 22 社は、WAS の巡回控訴裁判所に対して運輸保安局

（TSA）の空港セキュリティーコスト算定が過大過ぎると訴えた。 TSA は、2001 年

の 9/11 以降、各航空会社が実施していた空港セキュリティー審査を引き継いだ。 そ
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してその時点の各社のコストに基づいて算定したコスト（所謂 Aviation Security 

Infrastructure Fees）を航空会社に請求している。 この請求額の合計が 年間$400m に達

している。 航空会社は、TSA のコスト算定が過大過ぎると控訴裁判所に訴えた。 そ

の初めての裁判所の聴聞が 11 月 6 日に開始された。(wsj.com, 11/06/2008) 

 

（16）キャセー航空、2 回目のプロフィットワーニング 

CX が 2 回目のプロフィット ワーニングを出した。 具体的な数値は発表していないけ

れども、今年度の収支は失望したものとなるだろうと言っている。 

上半期の決算で、▲H$663m（84 億円）の欠損を計上した。 前年同期は HK$2.58bn（320

億円）であった。 推定未実現燃油ヘッジ損▲HK$2.8bn、貨物を含めた全セクターに

おける需要減少、ドル高が、CX の収支を蝕んでいる。 (FT.com, 11/05/2008) 

(channelnewsasia.com, 1//06/2008) 

 

（17）航空会社、世界金融危機でリース機増加 

中国の BOC Aviation（中国銀行 100%子会社）は、今年 6 月以来 19 機の A320 型機（新

造機）を 5 社（Air Berlin, CSA Czech Airlines, Ethihad Airways を含む）にリースした。 金

融危機で、航空会社のリース機採用が増加していると BOC Aviation は言っている。 

11月 4日、エアバス社は、BOC AviationがA320型機×20機を追加発注したと発表した。 

BOC Aviation は、80 機（平均機齢 4 年）の航空機を世界の航空会社にリースしている。

(channelnewsasia.com, 1//05/2008) 

中国最大の銀行 ICBC が、多くの銀行が撤退している最中に、世界の航空機ファイナン

ス市場に参入する。 中国では過去 5 年間で、保有機が倍増の 1,200 機となった。 こ

の成長が、ICBC の中国内の航空機ファイナンス事業を押し上げている。 

一方、世界の航空機ファイナンス市場は縮小している。 この市場にファイナンスを提

供している銀行は、2006 年の 30 行から 12 行に激減している。 或る関係者は、来年 6

月〜7 月のデリバリー機まではカバーされるだろうが、それ以降についてはファイナン

スの獲得が非常に難しくなると予想している。 インドネシアの Lion Air は B737 型機

を 178 機発注しているが、その内 22 機しかファイナンスを未だ確保できていない。 

Lionは ICBCのリース市場への参入を歓迎している。 エアバスとボーイングも、来年、

購入顧客に対するファイナンスの提供を検討している。(FT.com, 11/07/2008) 

 

（18）米リジョナル航空会社ピンチ 

最近急成長を遂げて来た米リジョナル航空会社が苦境に立たされている。 

殆どの場合 リジョナル航空会社は、一定額の運航マージンを保証してくれる複数の提

携航空会社に航空機と乗務員を提供している。 大手航空会社は、スケジュールを決定

し、燃料を購入し、販売を担当する。 最近までは、リジョナル航空会社は急成長を遂
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げ、昨年には全米の航空旅客のおよそ 4 人に 1 人の 1 億 6,100 万人がリジョナルを利用

した。 この急成長は、9/11 以降の需要減少に直面した大手航空会社が、小規模路線を

リジョナルに肩代わりさせたことが原因している。 

しかし、燃油費高騰と需要減少で、大手航空会社がリジョナルとの契約を取消したり、

契約条件を引き下げたり、運航規模を削減したりし始めている。 

米最大のリジョナル SkyWest は、第 3 四半期決算で減益▲39%の $26.2m を計上した。 

飛行時間は▲7.6%減少している。 第 3 位の ExpressJet は、同じく第 3 四半期決算で 減

収▲41%の$262m と損失▲$4.8m を計上した。 Mesa Air（第 5 位）、Pinnacle, Republic

（第 4 位）などのリジョナルも軒並み厳しい経営環境に直面している。 AA は、子会

社 American Eagle 売却を延期した。 リジョナルは、大きなアキレス腱を持っている。 

リジョナルが保有する最も一般的な 50 席のジェット機は、1 座席当たりの運航コスト

が他のより大型機に比して悪く、燃油費が高騰してしまった現在では採算割れとなるケ

ースが続発している。 コンサルタントの Boyd Group International は、今後 10 年で世

界の 50 席航空機が半減すると予想している。 DL は、Republic, Mesa, ExpressJet との

契約を撤回した。 そして Pinnacle との契約を見直した。(wsj.com, 11/06/2008) 

 

（19）B787 型機のデリバリー、また遅延 

年内に予定されていた B787 型機の初飛行が、58 日間のストの影響で予想通りまた遅延

されることとなった。 新たな問題としてファスナーの不具合が見つかっている。 試

験飛行に使用される 4 機に使用されているファスナーの約 3%が、指示通りに装着され

ていないことが判明した。 この不具合の対応次第では、既に 2 年近くも遅延している

2009 年末の初号機デリバリーが更に遅れるだろう。(wsj.com, 11/06/2008) 

 

（20）エアーカナダ、流動性不足再燃 

AC の流動性が悪化している。 6 月末時点で C$1.4bn（1,157 億円）の現金と現金同等

物が、9 月末に C$1.1bn、10 月末には事業運営に必要な最低レベルの C$1.025bn に低下

している。 第 3 四半期決算は、▲C$132m（109 億円）（前年同期 +C$273m）の欠損

を計上している。 今後 5 四半期で、負債返済とキャピタルリースの支払いが C$754m

予定されている。 2003 年春に破産法保護を申請した時点の流動性 C$500m と負債

C$12bn ほど悪い財務状態ではないにせよ、AC が今後の旺盛な現金支出需要増に耐えら

れるかが懸念されている。(wsj.com, 11/07/2008) 

 

（21）スペインのツーリズム企業がエアバス機を 61 機発注 

スペインのツーリズム企業 Grupo Marsans が、エアバス機×61 機を発注した。 発注の

内訳は、A380 型機×4 機、A350-900 型機×10 機、A330-200 型機×5 機、A320 型機×

42 機でリスト価格 $9bn の商談となる。(nytimes.com, 1//07/2008) 
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（22）BA 上半期▲92%減益 

BA の上半期決算は、増収（+6.4%）減益（▲92%）となった。 収入は £4.75bn（7,308

億円）、利益は £49m（75 億円）であった。 総輸送旅客数は▲3.9%減の 1,720 万人、

L/F は▲5%減の 74.6%、プレミアム旅客は▲9.2%減少した。 旅客イールドは +10.5%

上昇した。 BA は、需要減少に対応して 冬期の供給を▲3%削減し、来年夏期の供給

を▲1%削減する。 通期の営業利益見通しを B/E から若干の利益に上方修正した。 こ

れを受けて BA 株は 11 月 7 日 +15%上昇した。(nytimes.com, 11/08/2008) (FT.com, 

11/07/2008) (wsj.com, 11/08/2008) 

 

 

 

 

 水 運  

 

（１）スピードフェリー、船舶差し押さえられる 

Dover と Boulogne 間の高速フェリーを運航している SpeedFerries（デンマークの経営者

が保有）の最後の船が Boulogne の港湾当局によって差し押さえられた。 港湾使用料

と税金の未納が差し押さえの原因。 欧州市場の高速フェリー市場が、LCC の拡大と

燃油費の高騰で経営難に陥っている。 

9 月には、Superfast Ferries（ギ）が Forth 湾（英）と Zeebrugge と Rosyth 間のフェリー

運航を中止した。 2005 年 11 月には、英仏海峡の最後のフェリーHoverspeed が倒産し

ている。 そして、今月には Norfolk Line（AP Moller-Maersk の一部門）が Viaardingen

と Felixstowe 間のフェリー便数を削減すると発表している。(FT.com, 11/07/2008) 

 

（２）仏政府 フランス最後のクルーズ造船所を部分国有化 

仏政府は、フランス最後の大型クルーズ造船所の STX France Cruise（Saint-Nazaire）株

の 33.3%を €110m で購入する。 この造船所は、8 月に韓国の STX 造船所が、

Saint-Nazaireの元のオーナーであるノールエーのAker Yardsを買収したためにSTXの支

配下に編入されている。 仏政府は、外資買収から保護するためにフランス戦略的企業

の部分的国有化政策を進める。 STX France Cruise 株の一部買収は、この政策の一環。 

STX FranceはQueen Mary Ⅱを含む、世界の大型クルーズ船の造船で有名。 仏政府は、

この造船所の職の喪失と技術移転を防ぐ。 同造船所は、空母の造船能力を有している

仏唯一の造船所でもある。(FT.com, 11/07/2008) 
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 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）中国、運輸セクターに 5 兆元投資 

中国政府が、向こう 3 年から 5 年の間に、道路・港湾・水路の運輸セクターに 5 兆元（73

兆円）を投資することを検討している。 この計画は、2006 年から 2020 年にかけての

2 兆元投資計画と一部重複する。(channelnewsasia.com, 11/05/2008) 

 

（２）ドイツバーンの民営化遅れる 

過去 8 年間でドイツ最大の民営化計画である Deutsche Bahn の鉄道運営部門の売却が、

来年の 9 月の総選挙後まで遅れるかも知れない。 独財務大臣は、現下の経済環境を反

映して、Deutsche Bahn Mobility & Logistics の売却を遅らすだろうと語った。 売却遅延

により、2010 年に予定されている欧州鉄道市場自由化への Deutsche Bahn の対応が遅れ

ることが懸念される。(FT.com, 11/06/2008) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１） Las Vegas の低迷時に、Wynn が持ち堪えている  

カジノ企業がコスト切り下げ、プロジェクトを遅らせ、新たな資金探し等を行い，消費

低迷期に取り組んでいる最中にも拘わらず、Wynn Resort (Steve Wynn 66 歳が率いる)で

は、$2.3bnを投じた豪華リゾートEncoreを12月オープンに向けて準備中である。 Wynn 

Resort の株価は昨年 10 月以来▲76%下落したが、他の同業者と比較すると未だ良い方

である。 Wynn Resort は、丁度 2 つのホテルを開業し、昨年に $2.6bn の収入を達成し

た。 今では 時価総額が $4.26bn（株式公開カジノ企業中最大）となり、MGM をも

凌ぐ。 

MGM (世界規模で多くのホテル、開発事業を展開) は、昨年の収入が $7.6bn に対して

時価総額で $3.8bn にまで減少した。 Las Vegas Sands Corp.は、昨年の収入が $2.9bn

に対して時価総額は $3.3bn となった。 Wynn Resort は、Encore のオープンにより新た

に 5,000 人を雇用する他、所有する他の会社においても雇用削減計画が無い。 しかし

多くのライバル会社は、コスト削減や資金集めを模索している。 

Sands は、昨年株価が▲94%落ち込み、資金調達を模索中である。 MGM Mirage の大

株主である、億万長者 Kirk Kerkorian は、MGM Mirage の株が 10 月以来▲86%落ち込ん

だ事から約 $13bn 近くの損失を被った。 Harrah’s Entertainment では、積極的なコスト

削減を開始している。 

Encore のオープンにより 2,000 室の高額な部屋（Wynn Las Vegas より+15% 高い 1 部屋 
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$329 で 1 月 12 日から予約開始）が市場に放出されることになる。 確実に訪問客が減

少している今日、何時迄 Wynn Resort がトップの座に着いていられるか不確かである。 

Wynn Resort の幸運は、負債が小額であった事にもよる。 第 3 四半期に於ける負債総

額は $4.6bn で、現在問題無く返済途中にある。 

10 月 29 日 MGM Mirage は、第 3 四半期の純利益が▲67%低下したと発表した。 昨年

の利益 $183.9m 対して 第 3 四半期では $61.3m に減少しており、収入は▲7%減少して

$ 1.95bn となった。 MGM Mirage は、5 年ものの社債を発行し $1bn の調達を試みてい

る。 又中国の銀行団から City Center プロジェクト（$3bn を投じている）用の資金確

保の為に $500m を調達した。(wsj.com, 10/30/08) 

 

（２）Wyndham 市況に反して第 3 四半期増益 

Wyndham Worldwide では、第 3 四半期の純利益が +21%増加した。 これは、ホテル業

界全体における、同期間中の最大の利益増加。 収入は +1%増加して $1.2bn となり、

利益は $117m から $142m となった。 同社の RevPAR は、米国内市場が▲4.2%、世界

規模では▲1.7%下落して、合計では▲2.7%下落した。 しかしタイムシェアー販売で

は、このセクターの殆どが減収傾向にあるのに反して +3%増収に成功した。 Starwood 

Hotels & Resort などは販売部門を閉鎖した上に、幾つかの豪華タイムムシェアーリゾー

トを残すだけで、この部門からの撤退を発表している。 しかしながら Wyndham

（Ramada, Days Inn, Super8 & Howard Johnson を含む 12 ホテルを運営）は、第 4 四半期

には厳しい現実が待ち受けていると覚悟している。(travelweekly.com, 10/30/08) 

 

（３） MGM のジャンクボンド売り出し高値 

MGM Mirage (投資家 Kirk Kerkorian 率いる) が、ジャンクボンド（高利回り債）販売で

ほぼ $700m を調達した。 この起債は、ここ１ヶ月で初の米国ジャンクボンド販売と

なる。 しかし一方では、この起債は、15%の高イールドと価格の急速な下落から、ジ

ャンクボンド市場の依然とした厳しい現状を表している。 金融業界に於けるリスク回

避と大規模なレバレッジ解消が、ジャンクボンドのイールドを高くしている。 リスク

プレミアム或は財務証券に対するスプレッドは、今週 1700 ベーシスポイント（17%ポ

イント）上昇した。 MGM の債券（5 年満期）は、1 ドルに対して 93 セントで、15%

イールドあるいは財務証券に対して 1,225 ベーシスポイントで売られた。 債券は、

MGM の New York と、Las Vegas Strip の New York カジノに資産が担保されている。 調

達された資金は、クレジット ファシリティーの返済に役立たせる。 経済不況による

カジノ収入の減少や資本市場の引き締めで、MGM 株は▲86%も低下している。 MGM

の今回の債券発行は、リスクプレミアムが現レベルにとどまっている限り、新たな債券

発行に向けてのベンチマークにもなると期待されている。 しかしながら売買の不活発

の状況から、次回の新規起債発行は当面期待出来そうも無さそうだ。(FT.com, 10/31/08) 
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（４） Las Vegas Sands 債務返済の不安 

Las Vegas Sands の株価が、11 月 6 日に▲40%も下落した。 その日に、このカジノ運営

会社が債務不履行のリスクがある事を発表したために、投資家達が企業存続能力に疑問

を呈したのが要因だ。 この発表は、Las Vegas や Macao など世界規模でのカジノ市場

の消費激減による景気低迷の厳しさを表している。 同社（Las Vegas に The Venetian

と The Palazzo、Macao に The Sands を所有）は債務返済に苦悶している。 

最近、同社の利益額が債務契約の条件（コベナント）を下回ったために、Sheldon Adelson 

（Sands 会長兼 CEO で最大株主）の引き受けによる優先転換社債発行で $475m の資金

調達を余儀なくされた。 利益の減少は、即 債務返済不履行になりかねないために、

同社は他の資金調達先の模索と既存債務のコベナントの条件緩和に努力している。 資

金調達に失敗する場合は、債務不履行を引き起こして会社存続の危機に直面することに

なるだろう。 カジノ訪問客の消費激減から、Las Vegas Sands のライバル会社である

MGM Mirage も、RevPAR の大幅な下落とテーブル賭博とスロットマシンの賭け金の減

少を発表している。 Las Vegas Sandsの株価は▲$4.32下がって $7.36となった。(FT.com, 

11/06/08) 

Las Vegas Sands は、シンガポールの Marina Bay 総

合カジノリゾート プロジェクトの $400m~ $500m

資金調達問題で、シ政府と現地の銀行団と協議して

いる。 同プロジェクトは、総費用 $4.2bn に上る

カジノ総合リゾート開発計画で、（建設コストは当

初額より +25%も上回っている）2,500 室のホテル

と 120 万平方フィートの会議及び展示場と 100 万

平方フィートのモール スペースを保有する。 

開業は 2009 年の 12 月が予定されているが、半年程度の遅れが存在する。 このプロジ

ェクトは、シ政府の外客誘致のための国家的プロジェクトであり、資金調達が問題とな

れば、シ政府が必ず介入するだろうと関係筋の一部が予想している。 (FT.com, 

11/07/2008) 

 

（５） Blackstone, Hilton 買収時期不運 

昨年金融市場が引き締めを実施する前に、Blackstone Group LP は、Hilton Hotels Corp（世

界規模で 2,900 ホテルと 490,000 室所有）の $26bn のレバレッジ買収（LBO）を行った。 

しかしホテル市場の低迷から、この買収は Blackstone の大きな重荷となっている。 

Blackstone 自身も、この買収に $6bn の資産投入を行っている。 これは創業 23 年の

Blackstone（Stephen A. Schwarzman と Peter G. Peterson 共同創設）にとって最大投資であ

り、全てで無いにしても 保有資産の大部分をこれに投資している。 Blackstone の長
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期にわたる大きなリスクは、5 年後の Hilton 買収に要した負債のリファイナンスの時点

で、ホテル市場が十分な価値を盛り返せているかにかかっている。 Hilton の今年の税

前キャッシュフローは $2bn 近くが予想されており、買収に要した負債の金利支払い 

$1.3bn を上回っている。 キャッシュフローが来年低下したとしても、Hilton は現金を

含む短期流動性資産 $2bn を保有している。 従って、即デフォルトの危険性は少ない

かも知れないが、景気低迷が長引きホテルの経営を更に圧迫する様なことにでもなれば、

不吉な事態も予想されない訳ではない。(wsj.com, 11/05/2008) 

 

 

Hilton's portfolio of hotel brands includes the 

flagship Hilton chain as well as Embassy Suites, 

Doubletree, Hampton Inn and the Waldorf Astoria 

in New York City, pictured here. 

 

 

 

 その他  

 

（１）米失業率 6.5%に上昇 (nytimes.com, 11/08/2008) 

 

 

 

 

 

Job-seekers in New York filed 

out applications on Friday at a 

recruitment event for the Census 

Bureau. 
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編集後記  

 

 

 

 

 

或る米経済紙に、米航空業界が 来年には黒字を計上するだろうと書いてあった。 

今年▲$4bn 以上の欠損*を計上すると予想されていると言うのに、急に来年に利益を計

上できるなんて 本当なのだろうか？ と疑問に思う。 

（*特別費用項目除去後の実質損失） 

 

原油価格が 7 月のバレル $147 から $70 以下に大幅に下落したためと言うのが、この

黒転予想の最大の理由だ。 “百年に一度の世界金融危機”で景気が後退している（つ

まり航空需要が減少している）にも拘わらず、本当にそうなるのだろうか？ 燃油費の

低下は、今度は需要減少の問題に置き換わっているのじゃないのか？ 
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需要の減少に対しては、国内線を中心とした供給削減（メジャー1 社分の供給が削減さ

れている）により 既に対応できているというのだが、これは今までの供給過剰を是正

したのであって、これからの需要減少には更に供給カットを続けるというのだろうか？ 

そして、既に限界に達していると言われている運賃値上げ*や 受託手荷物等の有料化に

よるアラカルト運賃の導入増でもって、収入を確保できるというのだろうか？ 

（*’08Q2 米国内線平均運賃は $344 となり、過去最高の’01Q1 の$342 を上回っている） 

 

米航空業界では、既に小規模航空会社 7 社*が運航停止に追いやられ、1 社（Frontier）

が破産法保護（Chapter-11）を申請している。 

（*Aloha, ATA, Champion, Eos, Skybus, Skyway, Maxjet） 

そして、先月末には DL+NW の大型合併（DL の NW 買収）が実現した。 

 

来年黒転どころか、業界再編の大きな波が押し寄せようとしている・・・と考える。 

（H.U.） 
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表紙： 

キャッスル 

W132 ㎜ × H185 ㎜ 

紙、インク、COPIC（マジック） 

1997 年 10 月作 


