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wsj.com, 3/10/2009 

1. Airfare Quotes That Lay Bear Hidden Fees 

 アラカルト運賃と基礎運賃の合算 

 

オンライン旅行会社や旅行会社で見る航空会社の運賃は、飽くまで基礎運賃だけで、受

託手荷物や座席指定などのフィー（アラカルト運賃とも呼ばれている）を合算した合計

金額を表していない。 しかし 消費者は、今年中にはフィーを含めた総額航空運賃の

比較が出来るようになるだろう。 

 

航空会社は、“購入（buy）”ボタンを押した後になって初めて、宣伝した基礎運賃に顧

客が選んだ各種のサービス・フィーを加算している。 TripAdvisor.comや FlyingFees.com

は、これ等のフィーを計算して基礎運賃に合算させる初期的ツールを既に提供している。 

進歩したテクノロジーが、旅行会社やオンライン販売業者や航空会社で 検索した基礎

運賃とフィーの合算を可能にしつつある。 $200 の航空運賃は一見魅力的であるが、

この航空会社が受託手荷物やペットの輸送費や付き添い無しの小児運賃

（unaccompanied minor）などを有料としているならば、$250 運賃の他の航空会社より

も最終的には高い運賃となってしまって決して良い買い物とはならない場合が存在す

る。 シートピッチが広い座席、セキュリティー検査優先、空港ラウンジ使用などの追

加有料のサービス・フィーは、基礎運賃を大幅に値上げしてしまうのだ。 

顧客は 空港到着後では、これ等の有料化サービスのフィーに対して余り抵抗なく金を

支払ってくれると航空会社は言っている。 フィーと基礎運賃の合算は、航空会社のこ

の目論見を制限することになるだろう。 

 

大手航空予約会社の Sabre Holdings や Amadeus IT Group SA の 2 社は、レンタカー会社

が税金やサーチャージなどを合算した総額料金表示を表示しているように、航空運賃の

フィーを含めた総額運賃表示を可能にするツールを、今年後半に旅行会社や Web や航

空会社に対して提供を開始する。 

 

Expedia の子会社の TripAdvisor は、顧客のホテルや目的地のレビュー（口コミ）に加え

て航空運賃のメタ検索ツールを立ち上げた。 このツールは、各種のフィーと基礎運賃

を合算する“fee estimator”を導入している。 Fee estimator を使えば、US 航空 NYC=FLL

の往復運賃 $193 が、2 つの受託手荷物のフィーを加えると $273 となって、JetBlue の

基礎運賃 $197にフィー $40を加えた合計運賃の $237 よりも高くなってしまうことを

明らかにしてくれる。 Fee Estimator は、報奨制度のエリート会員の場合のフィー免除

を識別することができるけれども、国内線に限定したツールであり、受託手荷物の重量
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超過や大型手荷物の算定はできない。 また機内食や機内エンタメのフィーについても

算定困難だ。 最も使われている受託手荷物フィーを先ず対象として、徐々にその対象

増加すると TripAdvisor は言っている。 

 

FlyingFees.com は、より多くのフィーを網羅し、毎月 1 回か 2 回のデータの更新をマニ

ュアルで行っている。 フィーごとの最も安い料金の航空会社 5 社を表示する。 例え

ば付き添い無し小児運賃は、Southwest が無料、AirTran $39, CO JetBlue Alaska $75, DL AA 

UA US $100 という具合だ。 

 

 

The "fee estimator" in TripAdvisor's new airfare search allows travelers to factor the cost of checking baggage, plus 

on-board extras such as snacks and meals, into ticket prices. 

 

これ等のツールに対して Sabre と Amadeus は、世界の航空会社を対象としたより優れた 

システムを開発している。 これ等のツールが開発されれば、各航空会社のフィーの透

明化が進んで横並びに比較されることができるようになるので、航空会社に対する適正

なプライシング設定の圧力となるだろう。 しかし一方では、これ等の進んだツールの

お陰で、航空会社は プレミアム座席、セキュリティー検査優先、空港ラウンジ使用な

どのエキストラ サービスの販売を 容易に増加させることができるかもしれない。 現

在 航空会社は、空港に Kiosk を設置して これ等のアドオン運賃（即ちフィー）を徴収

している。 そして この Kiosk は、予約システムとは切り離されて運営されている。 

自社直販 Web サイトで、フィーのトランザクションを可能にするのは難しいからだ。 
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そして中央予約装置で、旅行会社や消費者のフィーの事前支払いを処理するのが依然と

して困難だからだ。 

 

しかし、幾つかの変化が発生している。 Sabre は、先月 旅行会社に対して UA の“プ

レミアム・エコノミー”座席へのアップグレード販売を GDS で可能にした。 

航空会社や Orbitz の如くのオンライン販売業者へテクノロジーを提供している ITA 

Software は、航空会社が ひとたび 運賃と共にフィーのファイリングを実施してくれる

ことを条件に、フィーを取り扱うことができるソフトウエアーを開発した。 航空会社

は、フィーデータのファイリングに必要となるプロトコールの試験を開始している。 

 

Amadeus は、アラカルト運賃のパイオニアである Air Canada と密に協力して、航空会社

のアドオンフィーの取扱を可能にする テクノロジーを 3 年前から開発している。 

Amadeus のこの“airline retailing platform”は、現在 航空会社と旅行会社の数社によっ

て試験されている。 このシステムの主要な機能は、今年の下半期にはリリースされる

だろう。 そして 12 ヶ月以内に、フル ロールアウトされるだろう。 

Sabre も、フィーを取り扱う事が出来る 初の広範囲なプロダクト群を 今年末迄に発表

すると言っている。 

■ 

 

 

 

travelweekly.com, 3/12/2009 

2. Yahoo to discontinue FareChase metasearch engine 

 ヤフー、フェアーチェイス メタ検索エンジン使用中止 

 

Yahoo が、消費者がエアー・ホテル・カー・パッケージ・クルーズを総合的に横断比較

することができるメタ検索エンジンの FareChase を破棄する。 この決定は、最近 

TripAdvisor や Travelzoo がメタ検索の分野に参入したことと極めて対照的な動きを見せ

ている。 また、この出来事は、Yahoo CEO が Jerry Yang から Carol Bartz に代わったこ

とと、2 月末に Travelocity を Yahoo Travel の主たる予約エンジンとする新たな契約が締

結されたこととも符合する。 それ以前は、2004 年に買収した FareChase が Yahoo Travel

の主エンジンとされたために、Travelocity は脇役に回されていた。 FareChase の破棄

は、Yahoo がより中核ビジネスへ焦点を当てるためと説明されている。 Yahoo Travel 

Guide と Yahoo Trip Planner の如くの戦略的プロダクトをより重視する方針だ。 

■ 
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FT.com, 3/05/2009 

3. Airline alliance at risk from antitrust move 

 米保護主義台頭、航空会社アライアンス窮地に 

 

米下院運輸委員会は、向こう 2 年間の FAA のファンディングを決定する再授権法案

（FAA reauthorization bill、米航空管制システム近代化の為の $70bn のプロポーザルを含

む）の中に、米航空会社に対するが外資規制の強化と 競争を排除するアライアンスの

見直し条文を加えることを検討している。 この法案が最終化されれば、大西洋路線に

於ける競争法適用免除（anti-trust immunity = ATI）を申請中の UA, AA, BA 各社のアライ

アンス編成を難しくするだろう。 

 

米国航空会社と外国航空会社間の M&A を禁止している外資規制法が存在するため、多

くの世界大手航空会社は、収入とコストを折半して路線網を拡大するアライアンスを編

成している。 そして、それ等のアライアンスを促進させるために、米競争法の適用免

除を申請している。 DL は AF/KLM との SkyTeam を、UA は LH との Star Alliance の

同盟関係をそれぞれ結び、そしてその同盟協定に対して競争法適用免除の承認を受けて

いる。 今では Star Alliance, SkyTeam, oneworld の 3 大アライアンスは、世界の航空旅

客需要の 3/4 を占めるに至っている。 

 

下院の運輸とインフラ委員会のアライアンス見直しは、重要法案の FAA 再授権法案に

組み込まれていることでもあり、（業界はこの条文案が議会を通過するとは予想してい

ないが）成立するチャンスが充分存在する。 この競争環境の強化（アライアンス否定）

の動きは、業界の一致団結したロビー活動を誘発するだろう。 ATA は、アライアンス

の否定は、航空業界で▲15,000 の職と、航空会社間のリンクによって旅客に提供されて

いるサービス向上の恩恵を喪失させることになると主張している。 そして、特に需要

の急減で航空会社が財務的に困窮している現在、この影響は甚大になると言っている。 

 

CO は、UA と LH が参加するアライアンスに参加する。 そして 5 月には、米運輸省

から競争法適用免除の承認を得ることを期待している。 同様に AA は、BA と IB と編

成するマーケティング提携の競争法免除を申請中である。 

下院運輸委員会のアライアンスに対する動きは、これ等の競争法適用免除申請に何がし

かの影響を与えることになるだろう。 

また、外資規制の強化については、既に米国の保護主義に強い不満を有している欧州航

空会社ならびに欧州委員会から強い抗議を受けるだろう。 



情報 366 平成 21 年 3 月 16 日 - 6 - TD 勉強会 

 

2007 年に同様の規制強化の条文を含む FAA 再授権法案が下院では可決したが、上院で

は票決に至らなかった。 法案支援者達は、今回は成立するチャンスが強いと言ってい

る。 ■ 

（このレポートは、FT.com に加えて wsj.com, 3/06/2009 “Valued Airline Pacts In The 

Congressional Firing Line”を参考にしている。） 

 

 

 

TD 勉強会 

4. NSK セミナー 「激変する日本の旅行業界」要約 

 

3月 5日に東京フォーラムで開催された日本システム開発（株）が主催したセミナーで、

フォーカスライト Japan 日本代表 牛場 春夫が 「激変する日本の旅行業界」＜副題：

地殻変動を経験した米国の事例に学ぶ＞ を講演した。 その要約を以下に掲載する。 

なお、当日会場で配布した資料（スライド 28 枚）を入手ご希望の方は、所属と氏名を

記入の上  info@e-tdb.com 宛リクエストして下さい。 

 

＝＝＝ 要 約 ＝＝＝ 

 

1. 米国では、1995 年頃からインターネットの普及と相俟って、旅行のオンライン販

売市場が急速に成長した。 2008 年には、米国の総旅行市場のオンライン化率は、

55%に達している。 

2. オンライン旅行会社（Online Travel Agency = OTA）は、オフライン市場から需要を

吸引して大躍進を遂げ、今では米総旅行市場の 10%以上のシェアーを獲得してい

る。 

3. オンライン直販の新たなチャネル（販路）を持つ事が出来た航空会社は、流通経

費の削減の為に 旅行会社に支払っていたベース・コミッションを 2002 年に全廃

した。 

4. 既存の旅行会社は、オンライン販売へのチャネルシフトと ベース・コミッション

全廃により、地殻変動ともいうべき大きな影響を受けた。 

5. そして、生き残りの為に 自己改革を通じた戦略の変更を余儀なくされた。 

6. その結果、ARC 公認旅行会社数は激減し、GDS 使用回避が始まった。 そして、

M&A による規模拡大の戦略が採用されている。 

7. 法人旅行管理会社（Travel Management Company = TMC）は、「総合法人旅行管理プ

mailto:info@e-tdb.com
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ログラム」というバリューを伴った商品と、そのコンサルティング サービスを顧

客である企業に販売し、逸早く手数料収入モデルへ脱皮しつつある。 

8. レジャーの旅行商品販売を中心とした伝統的オフライン旅行会社は、冒険旅行や

アクティビティー中心の旅行などの特定目的の旅行に絞った新しいモデルの展開

へシフトした。 そして、ベース・コミッションが全廃されてしまったエアーの

単品販売を中止して、依然として大きなマージンを稼げるパッケージやクルーズ

の販売を強化した。 また、スケールを確保する為の旅行会社団体への加盟や、

コスト削減策の究極である在宅旅行社が増加した。 

9. オンライン旅行会社（OTA）は、予約エンジンを備えたトランザクション中心の

モデルに加え、オンライン広告収入増を目論むメディア型モデルを導入し、トラ

ンザクションとメディアの両方の機能を備えたハイブリッド型モデルへ移行しつ

つある。 そして SNS・レビュー サイト（口コミ サイト）・旅行ガイドを取り込

んで、P.O.S.以前の旅行の計画段階から 顧客の獲得に努力している。 また、オ

ンライン化率が半分を超えて市場の成熟期を迎えつつある米国市場から、海外 — 

特に欧州市場へ進出すると同時に、法人旅行市場へも参入して 商域を拡大しつつ

ある。 

10. 激変しつつある米旅行業界では、生き残りのための“特効薬”などは何処にも存

在しない。 自身の身の丈に合った自己改革が必要になるということだろう。 

11. 結局は、サプライヤーの代理店から顧客を代理するプロフェッショナルとなり、

真のバリューある商品を創造する“旅行のメーカー”とならなければならない・・・

ようだ。 

■ 

 

 

 

5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）スピリッツ航空、ブッキング手数料徴収再び開始 

Sprit 航空が、空港のチケット・カウンター以外の全ての場所の航空券販売に、片道 $4.90

の手数料（passenger usage fee と呼ばれている）を再び徴収することとなった。 Spirit

は、これは流通経費をカバーするための手数料であると言っている。 

米運輸省は、この手数料がキチンと Spirit の自社直販 Web サイト上に表示され無ければ

いけないと言っている。 基本運賃と手数料の合計金額を明確に表示することを
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AirTranに義務づけている。 AirTranは、この他にも以下の追加手数料を徴収している。 

・ natural occurrence interruption fee 

悪天候による欠航時の払戻をカバーする手数料 

・ international service recovery fee 

外国領空通過料をカバーする手数料 

Sprit は、手数料を導入するに当たって、必ず自社 Web サイトで手数料と基礎運賃を合

計して表示することを 昨年 12 月 運輸省に約束した。 違反した場合は、$40,000 を支

払うことにも合意している。 

Allegiant 航空も“convenience fee”と呼ばれる発券手数料を徴収している。 この手数

料の表示が適切に行われない場合は、Allegiant は運輸省に対して$50,000 の罰金を支払

うことになっている。(travelweekly.com, 3/06/2009) 

 

（２）デルタ航空がバケーション事業をインハウス化 

Delta Vacation の運営と管理が、Travel Impressions から MLT Vacations に変更されること

となった。 Travel Impressions は、2008 年 7 月 1 日より、それ迄 28 年間提携していた

Certified Vacations から Delta Vacations の運営を引き継いでいた。 それが、昨年の 10

月の DL+NW 合併により、NW の子会社であった MLT Vacations（NWA WorldVacations

を運営）が DL の子会社となったため、今回の MLT への変更と繋がった。 MLT は、

昨年 11 月 1 日から、Certified に取って代わって Continental Airlines Vacations を運営して

いる。 なお DL は、American Express の子会社である Travel Impressions との取引を継

続させる。（Travel Impressions は、DL のパッケージ事業の優先提携先である。）

(travelweekly.com, 3/06/2009) 

 

（３）コミッション追求ツール、会計ツールと統合 

TravCom が、同社の旅行会社会計システムに eCommission Solution のコミッション追求

ツール Karipso を統合する。 Karipso は、ホテル、カー、その他のエアー以外のコミッ

ションの補足と請求を取り扱うツール。 この統合により、Karipso が毎晩記録する全

ての GDS の予約、変更、取消のデータに加え、GDS 以外の予約を TravCom に取り込む

ことが可能となった。 TravCom は、旅行会社のコミッション請求の取り漏れを防止し、

正確なデータを提供して、旅行会社のサプライヤーとの価格交渉に貢献するだろう。

(travelweekly.com, 3/09/2009) 

 

（４）ホストの検索 Web サイトが立ち上がる 

独 立 旅 行 会 社 が 、 ホ ス ト 旅 行 会 社 を 探 す こ と が で き る Web サ イ ト 

www.choosingahostagency.com が立ち上がった。 ホスト旅行会社を探す独立旅行会社

にとっては、便利なサイトとなるだろう。(travelweekly.com, 3/09/2009) 

http://www.choosingahostagency.com/
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（５）テック企業、ホテル コミッション追跡ツールで協業 

ホテルの e-コマース ソリューション企業 TravelClick と、旅行業界のペイメント・プロ

セッシング企業 Worldwide Payment が、GDS 経由ホテル予約のコミッション支払いの迅

速化と効率化で協業することとなった。 この協業化によるサービスには、TravelClick

の iHotelier 予約システムを通じたコミッションのプロセッシング、補足、追求、照合の

自動化が含まれる。 そして、ホテルは、Worldwide Payment の Web ベース ポータル

経由でコミッション支払いの完全なコントロールを可能する。 Worldwide Payment は、

このシステムの利用を開始したホテルの GDS 経由予約が増加したと言っている。

(travelweekly.com, 3/09/2009) 

 

（６）エクスペディア、ホテル無料、予約手数料無料 

Expedia が、3 泊目もしくは 4 泊目の無料キャンペーンを開始した。 このキャンペー

ン（700 のホテルが参加している）が適用となるのは 5 月 31 日迄。 Expedia は、この

他に、5 月 31 日迄の航空便予約の手数料を無料にする。(travelweekly.com, 3/11/2009) 

 

（７）旅行業界幹部、オバマ大統領と会見 

米旅行業界幹部が、U.S. Travel Association の新 CEO 円卓会議の初会合で オバマ大統領

との 30 分の会見を行った。 この会見で、旅行業界幹部は、ワシントンの政治的発言

が災いして会議や出張を取り止める企業が続出している現状を訴えた。 また、オバマ

が大統領に選出される以前に上院議員として法案成立に賛成した Travel Promotion Act

の早期成立を要請した。 この会見に出席した旅行業界幹部は、オバマ大統領の肯定的

な対応に満足している。 出席者は以下の通り。 

 Roger Dow, President. U.S. Travel Association 

 Jonathan Tisch, Chairman and CEO, Loews Hotels and Chairman Emeritus, 

U.S. Travel Association 

 Jim Abrahamson, President, the Americas, IHG 

 Jim Atchison, President and COO, Busch Entertainment Corp. 

 Jeff Clarke, CEO and President, Travelport 

 Howard Frank, Vice Chairman and COO, Carnival Corp. 

 Barney Harford, President and CEO, Orbitz Worldwide 

 Stephen Maritz, Chairman and CEO, Maritz Holdings 

 Bill Marriott, Chairman and CEO, Marriott International 

 Jay Rasulo, Chairman, Walt Disney Parks and Resorts 

 Colin Reed, Chairman and CEO, Gaylord Entertainment 
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 Frits van Paasschen, President, CEO and Director, Starwood Hotels and 

Resorts 

 Tom Williams, Chairman and CEO, Universal Parks and Resorts 

(travelweekly.com, 3/12/200) 

 

 

 

 

 空 運  

 

（１）オバマ政権、来年度予算で新航空旅客税導入を計画 

オバマ政権の 10 月 1 日から始まる来年度予算の政府原案には、運輸システムのセキュ

リティー費用と 国内の空の混雑解消の為の資金手当が含まれている。 しかし、セキ

ュリティー費用の財源確保のために、政府は 現在の航空税（aviation taxes）に取って代

わるユーザー・フィー（1 旅客 $5）の新設を計画している。 

政府の予算原案には、以下が含まれている。 

・ 高速鉄道開発プロジェクトの為の $5bn に上る援助、 

・ 航空管制の近代化を支援する為の $800m の要求、 

・ 空域の容量拡大、航空安全対策、航空機の騒音減少と性能改善、排ガス減少と燃費

性能向上の為の研究費（総額不明）用の NASA 資金、 

・ 運輸省の小規模コミュニティーに対するエアーサービス・プログラムへの追加 $55、 

・ 旅行者と航空従業員のためのセキュリティー検査施設の近代化 $64m。 

下院の運輸委員会議長 James Oberstar は、現行税制を変更して 新たな人頭税（ユーザ

ー・フィー）を導入することに疑問を呈している。 政府原案は、この提案の詳細を明

らかにしていないが、現行制度だと実際に掛かるセキュリティー費用の 36%しか賄えな

いと説明している。 

全米航空運輸協会（ATA）は、セキュリティー検査は国が責任を持って実施するべき政

府の義務であり、それを旅客や航空会社に転嫁するのは筋違いだと主張している。 

(travelweekly.com, 3/09/2009) 

 

（２）FAA、B777 型機の耐空性改善命令発出 

FAA が、3 月 6 日、B777 型機の耐空性改善命令（airworthiness directive）を発出した。 

この命令は、米国の 56 機、その他の世界の 228 機が対象となる。 FAA は、燃料補給

の障害となる 給油管に発生する氷塊を防止する改修を、10 日間以内に実施することを

要請している。 この命令は、昨年 1 月に LHR 空港で失速して着陸に失敗した BA の

B777 型機の事故原因に起因している。 この事故（死傷者ゼロ）では、酷寒地の上空
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を長時間飛行したBA機の給油管に氷塊が詰まり燃料の補給を遮断してしまったことが

原因となった。(travelweekly.com, 3/06/2009) 

 

（３）ボーイング ウイチタ工場のエンジニア労使交渉 2 回目の決裂 

ボ社の Wichita 工場（軍用機生産工場）のエンジニアは、会社が提案した労働協約改定

案を拒否した。 この拒否は 2 回目となる。 しかし、スト権確立に対する賛成票を集

めるには失敗した。 ボーイングは、Wichita 工場の▲800 人（▲27%）のレイオフを計

画している。 ボーイングは、全社合計で▲10,000 人のカットを計画している。 

会社は、+3%の賃上げと医療費自己負担の増加と新入社員に対する年金廃止を提案して

いる。(wsj.com, 3/06/3009) 

 

（４）英国航空、来年度収入減少を警告 

BA が、3 月 31 日に終了する今年度収入が、前期比 +3.5%に 前回見通しの +4%から低

下するだろうと発表した。 そして来年度の収入が、2008 年度比で▲5% 減少すると警

告した。 BA は、先月、経済の低迷とポンド安により 今年度収支が 約▲£150m の営

業損失になる見通しであると発表している。 来年度の収支ついては、▲£220m のコス

ト削減により今年度並みの収支の達成を目標とする。 

そして、資本支出は £725m に抑制される。 供給は、今年夏ダイヤで▲2%の減少とな

る。(wsj.com, 3/06/2009) 

BA のマネジャーが BER の旅行博で、同社が 2009

年度の燃料消費量の 50%をヘッジしていると発言

した。 内訳は、第 1 四半期が 60%、第 2 と第 3

四半期が 55%、第 4 四半期が 40%。(wsj.com, 

3/12/2009) 

Chief Executive Willie Walsh said BA is making significant 

progress in its merger talks with Spain's Iberia Líneas Aéreas 

de España, but that the two airlines haven't decided on the 

governance structure for the possible combined company. 

 

（５）ギリシャ、オリンピック航空 売却で合意 

ギ政府は、3 月 6 日、€2.4bn 負債を有しているオリンピック航空のフライト オペレー

ションと整備ベースを、プライベート エクイティー ファンドの Marfin Investment 

Holdings SA に売却することに合意したと発表した。 空港地上ハンドリング業務の売

却に関する合意には、もう少し時間がかかるだろう。 

ギ政府は、過去 20 年間に亘るオリンピック売却計画の失敗後、売却先を MIF と空港サ

ービス企業 Swissport に絞って交渉を進めて来た。 フライト オペレーション、整備ベ
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ース、地上ハンドリング業務、その他の資産合計で、Olympic Group のバリューは  

€177.2m と査定されている。(wsj.com, 3/06/2009) 

 

（６）中国建設銀行の香港ユニット、航空業界ファンド設立 

China Construction Bank の香港ユニット CCB International Holdings Ltd.が、天津に本社を

置く航空業界ファンドを設立する。 世界金融危機の中で、他の西側金融機関が中国の

銀行保有株を減少させているのと同様に、Bank of America は CCB 保有株を減少させて

いる。(wsj.com, 3/09/2009) 

 

（７）ルフトハンザ客室乗務員組合、労働協定改定に合意 

LH の客室乗務員組合 UFO が、3 月 10 日、賃金協定に合

意した。 16,000 人の客室乗務員の給与は、1 月 1 日に遡

って +4.2% の賃上げとなる。 また 3 つのレベルの初任

給は +€100 増と一時金 €100 が加算される。 また この

合意には、年間基本給の 3%までの 2008 年度プロフィッ

トシェアーが適用される。 3 月 9 日の組合員投票で、

UFO は無期限のスト権確立を決定している。(wsj.com, 3/10/2009) 

 

（８）ルフトハンザ 減配 

LH グループの純利益は、英国の BMI 株式 30%と jetBlue 株の 19%購入による投資評価

損 €427m により、▲63.8% 減益して €599m となった。 昨年度の決算には一時的な資

産売却益 €500m が含まれている。 LH は、配当を 1 株当たり €1.25 から 70€セントに

減少させる。 

営業利益は、2007 年比▲1.7% 減益の €1.35bn であった。 

収入は、Swiss との合併が貢献して +11%増の €24.9bn とな

った。 LH の計算方法による営業利益率は 6.1%となり、

ライバル大手企業の AF/KLM や BA よりも数段上回る成績

を残した。 

2009 年の供給は、MIL 路線の開設があるにも拘らず▲0.5% 

の減少となる。 フリート 515機の内 20機の大型旅客機が、

19 機の貨物専用機の内 4 機が それぞれ非稼働駐機となっ

ている。 燃油費は €5.4bn から €3.2bn に▲39%減少する

だろう。 そして営業利益を計上する予定であるけれども、

そのレベルは 2008 年よりも大幅に低下するだろう。

(wsj.com, 3/11/2009) 
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（９）ルフトハンザ、CS100 型機ラウンチング・キャリアとなる 

LH が、カナダのボンバリディア製の CS100 型機（110 席〜130 席）×30 機（オプショ

ン 30 機）を発注した。 この発注で、LH は同型機のラウンチング・キャリアとなった。 

デリバリーは、2014 年から 2016 年で、子会社の Swiss 航空によって運航する。 CS100

型機には P&W社製の geared turbofan engineが装着され、▲20%以上の燃費改善に加え、

既存のライバル機である A318 型機や B737-600 型機よりも騒音が減少する。 この発

注は、Avro RJ100 型機の更新機。 C シリーズは、$3.4bn の投資プログラムの一部とし

て開発され、胴体は中国の Shenyang Aircraft Corporation で、全てが複合素材で作られる

翼は北アイルランド Belfast の Bombardier 工場でそれぞれ製造されて、組み立てはカナ

ダで実施される。(FT.com, 3/11/2009) 

 

（10）英政府、空港 経済規則 変更を提案 

英運輸大臣 Geoff Hoon は、3 月 9 日、英国の大空港をカバーする将来の規則のあるべき

姿は、利用者を最優先させて考慮するべきだと発言した。 英政府の空港経済規則

（airport economic regulation）の改訂案は、来週発表される競争監視委員会（Competition 

Commission）のロンドンとスコットランドに於ける BAA の空港独占排除の要請を含め

て、英空港業界に激震を引き起こすだろう。 

 

Civil Aviation Authority は、価格統制対象空港の空港使用料をキャッピング（規制）する

役割を有しているが、料金の大幅値上げを嫌う大手航空会社から激しい非難と攻撃を受

けている。 大手航空会社は、特に 将来の空港拡張資金を確保するための LHR と LGW

における大幅値上げの CAA 承認を強く非難している。 

easyJet は、次のように言っている。 

・ CAA はリソースと専門知識に欠け、そして何よりも効率的な行政機関としての信頼

性に欠如している。 

・ 英国の空港の管理システムは明らかに機能しなくなっているので、抜本的なリスト

ラが必要だ。 

・ 未だに実績が認められていない CAA に、更により多くの行政権限を付加するのはリ

スクが高い。 

BA は、次のように言っている。 

・ CAA は、旅客と航空会社の両方の空港利用者に対して、説明責任を果たさなければ

ならない。 

・ 重大な運営のミスが発生したならば、空港運営者に対してライセンスの返上等の強

い制裁を科すべきだ。 

・ 低レベルの運営実績と過大な使用料の徴収は、過去の話とするべきだ。 
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政府は、他のユティリティー部門で既に採用されているライセンス制を、空港にも導入

することを提案している。 13 の大規模空港を、市場支配力に基づいた 3 つのグルー

プに分けてライセンスを付与することが考えられている。 現在 CAA の価格規制対象

空港となっている LHR, LGW, STN の 3 空港が、レベル 1 のライセンスとなる。 ライ

センス制が導入されれば、CAA は、サービス品質が悪化した問題空港に対して より迅

速に且つ柔軟に対応することが可能となるだろう。 

そして、この政府原案によれば、CAA は 政策決定に際して 初めて環境問題の評価を

実施しなければならなくなる。 また、その他のユティリティーのセクターと同様に、

競争監視委員会を 価格（空港使用料）設定のプロセッシングから排除して、上訴機関

（appeal body）とすることが考えられている。 そして、既存の air transport users council

は、鉄道旅客の消費者保護団体である Passenger Focus に統合される。 この政府原案は、

今後 12 週間の公聴会の議論にかけられる。(FT.com, 3/09/2009) 

 

（11）エアートラン、2009 年全四半期利益計上を予想 

米 LCC AirTran が、政府にファイルした資料の中で 2009 年の全四半期に利益を計上で

きる見込みであると説明している。 第 1 四半期の旅客収入は、前年同期比 ▲7% ~ ▲

8.5%に低下する見通しであるが、（RPM は▲8.5%減少）、新たなフィー収入が補填して

総収入は▲2% ~ ▲3.5%の低下にとどまる見込みである。 平均的な他社がプレミアム

旅客需要と国際線旅客需要の 2 つの減少に苦しんでいるけれども、AirTran はそれ等の

影響を受けないで済んでいる。 景気低迷時には、格安運賃の検索が活発化するので低

運賃の AirTran に取っては追い風が吹いている。 2009 年の供給は、前年比で▲4%削

減する。(wsj.com, 3/09/2009) 

 

（12）デルタ航空、国際線供給 更に▲10%カット 

DL が、国際線供給を更に▲10%削減する。 大西洋路線では前年比▲11%〜▲13%、太

平洋路線では▲12%〜▲14%の削減となる。 この供給減に伴い、一層のレイオフが計

画されるだろう。 DL では、前回 発表したリストラ策で、▲2,100 人近い希望退職者

が、ここ数ヶ月の間に会社を去るだろう。 昨年には、▲7,000 人以上の希望退職者が

募集された。 DL は、燃油費の低下で、堅固なキャッシュフロー $1.5bn を確保してい

る。 そして燃油ヘッジ（損）は 6 月末で終了する。 DL は、今年初めに 約 $200m

を支払ってヘッジ契約を解消している。 第 1 四半期の収入推定実績は、前期比▲14%

減少し損失を計上する見通しであるが、通期では利益計上を予定する。 そして、DL

は、NW が発注した B787 型機×18 機の発注を維持することを確認した。 

NW との合併シナジーとして $1b 以上を 2010 年に得る事が出来るだろう。 2010 年初

めには、2 社のオペレーションを統合する新予約システムへ移行する。 (wsj.com, 

3/10/2009)
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（13）米株主、バージンアメリカ株売却 

✓ Virgin America の米国株主であるヘッジ・ファンド 2 社 Cyrus Capital Partners LP と

Black Canyon Capital LLC が、先週 Virgin America 株 約 77%を売却した。 

✓ このヘッジ・ファンド 2 社は、Virgin Group（英）に対して保有株全株の買値プラ

ス 8%の利付きによる売却オプション権を有していた。 2 社は、信用市場収縮に

より現金需要が増していることと、Virgin America の収支が芳しくないことを理由

に、この売却オプション権を実行した。 

✓ Virgin America（非上場企業）は、2007 年に運航を開始し、現在 SFO をベースに

米西岸 4 路線と LAS, NYC, BOS, WAS.DC の路線を運営している。 そして、2008

年の最初の 9 ヶ月間で、収入 $259m に対して▲$175m の欠損を計上した。 

✓ 米国国籍の航空会社は、米国市民による 75%以上の資本の保有が義務づけられて

いる。 今回の 2 社の Virgin Group への株式売却で、Virgin America は この規定か

ら逸脱してしまうことになる。 Virgin America は、現在迄 2 社に代わる新たな米

国株主を見つけられていない。 

✓ 西岸路線で Virgin America と競合している Alaska 航空は、米運輸省に対して Virgin 

America の米国籍企業としての適格性の審査を要求している。 

✓ Virgin America は、米国の外資規制法に適合して運営を継続していると言っている。 

(wsj.com, 3/10/2009) 

 

（14）航空会社、予想以上の旅客需要減少に直面 

米国航空会社は、燃油費の大幅値下げと供給削減でもって、世界経済の同時景気後退に

伴う航空旅客需要の減少を何とか凌げると考えていた。 そして、多くのアナリスト達

は、2009 年に米航空業界が黒字を計上するかも知れないと予想していた。 

しかし、需要の減少は、彼等の予想を遥かに上回る急ピッチの勢いで進行している。 
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2 月のメジャー各社の実績は、大幅に悪化している。 

CO 航空では、メインラインの収入単価が▲10%低下した。 

US 航空では、収入単価が▲9%〜▲11%低下した。 

Southwest は、3 月第 1 週で 旅客が▲7%減少した。 通期の収入見通し算定に慎重にな

っている。 そして、フルフェアーを支払うビジネス旅客が減少していると言っている。

しかし Southwest は、2009 年に利益を計上する見通しであると言っている。 

AA 航空では、2 月の国際線旅客が 供給減▲6.3%を上回って▲13%減少した。 国内線

では、供給の削減▲12.4%に対して旅客減▲13.7%が発生している。 

UA 航空では、同じく 2 月の国際線旅客が▲22%減少（供給は▲18%）した。 太平洋

線需要は▲25%減少した。 北米路線の旅客需要は、供給▲14%減に対して▲14%減と

拮抗している。 第 1 四半期の国際線の供給を▲14.5%削減し、2009 年通期では▲5.5%

カットする。 システムワイドの供給は、第 1 四半期では▲12%、通期では▲7.5%削減

する。 

 

昨年 7 月 3 日にバレル $145.29 を付けた石油価格は、3 月 9 日には▲68%減の $47.07

を付けている。 UBS Investment Research のアナリストは、2009 年の航空会社の収入予

想を、先に予想した▲10%から▲15%減少に改め、AA と UA が欠損計上になると予想

している。 そして、予想以上の収入減少のために、数社の航空会社が流動性不足に陥

ると予想している。 

航空各社は、需要の急激な低下に伴い 大幅且つ長期間の運賃値引きを開始して、座席

を埋めるのに必死になっている。 嘗ては不振な国内線の救世主と考えられた国際線で

は、ビジネス旅行者の激減で幾つかの路線が赤字

となってしまっている。 

しかし、Barclays Capital のアナリストは、2001 年

のテロ攻撃の直後に、第 4 四半期に単位収入が▲

20%も下落して、2003 年まで回復しなかった状況

迄は悪くならないと予想している。 (wsj.com, 

3/10/2009) 

Airlines are seeing demand fall faster than expected. Continental 

Airlines' planes at the Newark, N.J., airport last month. 

 

（15）中国東方航空親会社、一層の政府援助要請 

中国東方航空の親会社である China Eastern Air Holding Co.が、先の 70 億元（1 千億円）

の政府補助金に加えて一層の補助金の支給を政府に要請した。 要請額は明らかにされ

ていないが、関係筋の話によれば 20 億元と見られている。 中国南方航空の親会社は、
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30 億元の政府補助金を受けている。(channelnewsasia.com, 3/10/2009) 

 

（16）エアーアジア X、クアラルンプール＝ロンドン線開始 

長距離 LCC AirAsia X が、3 月 11 日、欧州行き運賃でアジアに

行けると宣伝した LON（STN）=KUL 線を開始した。 LON→

KUL の割引片道運賃 £99（13,600 円）、通常片道運賃は £149

（20,500 円）で販売している。 

(channelnewsasia.com, 3/12/2009) 

 

（17）EADS €1.57bn の利益計上 — 2008 年決算 — 

エアバスの親会社 EADS が、2008 年決算で €1.57bn の利益を計上した。 2007 年決算

は、A380 型機の大幅デリバリー遅延が影響して▲€446m の欠損であった。 収入は、

€42bn（+8%）（80%がエアバス収入）であった。 

A400M 軍用輸送機の大幅デリバリー遅延でリストラ最中の軍用機部門を除いて、全て

の事業部門で収入増を達成した。 A400M の遅延では、少なくとも 年間 €1bn の違約

金を支払うことになるだろう。 EADS は、€9bn 程度のキャッシュ・リザーブを保有し

ている。 そして、この現金流動性を利用して、購入資金の調達に苦しんでいる顧客に

対して航空機ファイナンスの支援を行う。 仏政府も、€5bn に上る航空機ファイナン

スのための特別融資を実施する。 

独政府も同様のファイナンス支援を検討中である。 エアバス

は、2008 年に前年を +7%上回る過去最大の 483 機をデリバリ

ーした。 ボーイングは、58 日間にのぼるストが影響して 375

機のデリバリーにとどまった。 エアバスは、過去 6 年連続で

世界一の航空機製造メーカーとなった。 

エアバスは、1 月と 2 月の 2 ヶ月間で、6 機を受注して  

▲14 機の発注取り消しを受けたと発表した。 同期間のデリバリー機数は 76 機で、そ

の主要なモデルは A320 型機×34 機、A319 型機×17 機、A321 型機×14 機となる。 ま

た受注機には、大韓航空の A380 型機×2 機が含まれる。(wsj.com, 3/11-12/2009) 

 

（18）エアリンガス、欠損拡大 

Aer Lingus の 12 月 31 日に終了した 2008 年度決算は、▲

€119.7mの税前欠損計上となった。 前年同期は +€124.8m

の利益計上であった。 収入は +5.6%増の €1.36bn であっ

た。 退職一時金等の特別経費を除いた場合は、 

€21.2m の利益計上となる。 このベースの前年利益は  

€131m となる。 
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Are Lingus は、2009 年に利益を計上するのは困難で、2008 年よりも大きな損失を計上

する可能性があると警告した。 この発表直後、株価は▲19.2% 値を下げて 1 株 58 セ

ントとなった。 同社は、12 月の Ryanair の敵対的買収を仕掛けられた際に、株主に対

して 2009 年の利益計上が可能であると言っていた。(FT.com, 3/11/2009) 

 

（19）欧州委員会、空港発着枠規則の一時凍結を提案 

欧州運輸コミッショナーAntonio Tajani が、3 月 29 日から 10 月 24 日間の空港発着枠規

則の一時適用凍結を提案している。 この規則は、所謂“use it or lose it”ルールと呼ば

れているもので、80％以上を使用しなかったスロットを空港当局が没収する規則である。 

80％以下しか使用されなかったスロットを没収して、乗入れを希望する航空会社に競争

入札させることを目的としている。 LHR 空港では全てのスロットが、PAR ORY 空港

や MIL Linate 空港等多くの空港のピーク時間帯のスロットが、既に占拠されてしまって

いる。 そのため貴重なスロット売買の闇市場が成立している。 CO は、LHR の 4 ペ

アのスロットに $209m を支払った。 BA や LH などの大手 FSA（full service airline）

は、大幅な需要減少時に計画の柔軟性を増すことができる Tajani 提案を歓迎している。 

しかし、LCC 等のその他の航空会社は、既得権擁護に繋がる保護主義的なこの提案に

大反対している。 easyJet は、この提案が決定されたならば、Competition Commission

に提訴すると言っている。 Tajani 提案が成立するためには、加盟各国と欧州議会の賛

成が無ければならない。(FT.com, 3/11/2009) 

 

（20）キャセー航空、大幅損失 HK$8.6bn 計上 — 2008 年度決算 — 

CX航空が、3月 11日、2008年度の損失が▲HK$8.6bn（1,090

億円）になったと発表した。 燃油ヘッジ損 ▲HK$7.6bn

が影響した。 CX が赤字を計上するのは 1998 年の▲

HK$542m 以来初めて。 収入は、HK$86.6bn（+14.9%）

であった。 

CX は、香港国際空港に建設予定であった貨物ターミナル

を 2 年間延期する。 そしてボーイング旅客機×5 機と、

ドラゴンエアーのエアバス×3 機、貨物専用機×3 機を非

稼働駐機ないしリース返還する。 

CX は、2009 年でも燃油ヘッジを継続している。 

 

仮に原油が現在の価格で推移すれば、CX は▲HK$1.9bn の燃油ヘッジ損を 2009 年に計

上するだろう。 QF は、不採算となったヘッジ契約を破棄できる契約を締結している。 

この柔軟性に富んだ契約を締結するために QF は、通常のヘッジ契約ではバレル当たり 

$3 の手数料が課されているのに対して、バレル当たり $12 の割り増し手数料を支払っ
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ている。(channelnewsasia.com, 3/11/2009) 

 

（21）KUL 国際空港、第 3 滑走路と新バジェット・ターミナル建設 

KUL 国際空港が、$542m かけて第 3 滑走路と 3,000 万人の収容能力を有する新バジェ

ット・ターミナルを建設する。 完成は 2011 年。 2006 年に完成した現在のターミナ

ルは、主ターミナルから車で 10 分かかる遠方に存在し便利が悪い上に 1,000 万人の収

容能力しか無いため、新たなターミナルを建設することとなった。 新バジェット・タ

ーミナルには、メインターミナルから鉄道が延伸される。 又この新ターミナルには、

2,500 万人を収容できる追加ターミナルの建設スペースが確保されている。

(channelnewsasia.com, 3/13/2009) 

 

（22）アメリカン航空 格付け 2 段階低下 

Fitch Ratings が、AA の格付けを CCC レーティングに 2 段階低下させた。 そして旅客

の減少が続けば、AA は 2010 年の初めには流動性危機に見舞われるだろうと言ってい

る。 米航空会社は、燃油費の値下げが需要減少の影響を緩和したために、昨年末には

十分な流動性を確保することに成功した。 しかし AA の場合は、ライバル航空会社よ

りも厳しい負債返済スケジュールに直面する。 2009年の返済額は $1.8bnに上り、2010

年には $1.3bn、2011 年には $2.2bn と債務返済が連続する。 第 2 四半期にまで需要減

少が継続するのであれば、CC へ更に格付けを低下させる必要が発生すると Fitch は言っ

ている。(wsj.com, 3/13/2009) 

 

（23）FAA、長距離便のパイロット レスト規則作成断念 

FAA が、飛行時間が 16 時間を超す超長距離便に乗務するパイロットの追加レストに関

する規則の作成を断念した。 1 ヶ月弱前には、FAA は連邦判事に航空業界の反対を中

止させるよう要請していたが、今週初めになって、急遽 規則の作成を断念した。 

FAA は、超長距離便のパイロット レスト規則を制定して、パイロットの疲労に関する

幅広い問題解決の先駆けとさせることを欲していた。 規則作成断念の理由について、

FAA は、今後 1 年間かけて航空会社と協力して、より詳細な追加データを収集するた

めと言っている。 

航空会社は、パイロット数の増加や機内のパイロット用のレスト施設の設営などの問題

から、パイロットのレストに関する規則制定に継続して反対している。 FAA は、航

空会社と疲労に関する研究グループと協同して、疲労に関する科学的分析を基にしたレ

ストに関する規則を数年間かけて検討して来た。 外部の専門家は、COのEWR=HKG、

AA の ORD=DEL を含む超長距離便の疲労した睡魔に襲われたパイロットの存在は、米

国の商業航空の重要な安全上の問題の一つであると指摘している。 外国の航空会社や

航空当局は、このようなリスク軽減のための対策を既に取っている。 国家運輸安全委
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員会（NTSB）は、ここ数年間、FAA が疲労防止に関する厳しい且つ幅広い規則を導入

しないことに対して強く非難している。(wsj.com, 3/13/2009) 

 

（24）航空機 回収業者が大忙し 

Ken Hill（66）は、航空機の回収業者だ。 彼は、債権者（その多くは銀行）のために

航空機の抵当権執行を代行している。 景気の悪化に伴い、回収機（プロペラ機の Pipper

訓練機から Gulfstream ビジネスジェット機まで）の機数はうなぎ上りに増えている。 

通常年には 30 機程度であるが、2008 年には 50 機を回収し 2009 年には 100 機を超える

だろうと予測されている。 差し押さえは、簡単ではない。 多くの場合は、持ち主は

電話にも出ず督促状にも回答せず、航空機の駐機場所から探さなければならない。 

彼は、FAA に提出した飛行計画を掲載している FlightAware.com や、空港の燃料補給会

社などの特別の情報ソースから巧みに航空機の居場所を見つけ出す。 見つけ出した後

は、整備状況を確認し自身で操縦してミシガン州 Greenwood のサービス・センターに

駐機させる。 そして航空機の値段を査定し、FAA に先取抵当権の有無をチェックし

た後で銀行のために売りに出す。 彼の Web サイトには、現在 30 機以上が売りに出さ

れている。(nyrimes.com, 3/14/2009) 

 

 

 

 

 

Ken Hill, who repossesses aircraft for 

loan holders, in Santa Barbara, Calif., 

with some of the planes he has 

recovered. 

 

 

 

 

Ken Hill photographing a Piper 

Meridian he seized in January in 

Overland Park, Kan. Mr. Hill, 66, has 

repossessed hundreds of planes since 

his first in 1969. 
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 水 運  

 

（１）台北港 開港 

3 月 9 日、台北港が開港した。 

この港は台北北部の八里郷に建設されたコンテナ

ターミナルで、高雄港と競争することになる。 初

期段階として 2 つのターミナルがオープンし、2014

年の全施設完成時には 5 つのターミナル（7 つの埠

頭）で400万TEUコンテナの取扱が可能となる。 台

北港を運営するのは台北港貨櫃儲運中心。 長栄海

運（エバーグリーン・マリン）、万海航運、陽明海

運の大手 3 社が共同出資して設立された。 

Taiwan's President Ma Ying-jeou (2nd-L), at a 

ceremony to launch services of a new port in Pali. 

 

(channelnewsasia.com, 3/09/2009) 

 

（２）ゴールデンポート（ギ）配当継続 業界に明るいニュース提供 

Goldenport（ATH）が、2008 年決算で収入 $155m（前期比 +24%増収）、純益 $87.6m（前

期比 +$29.3m 増益）を達成した。 そして、負債のコベナント（契約条項）を完全に

遵守し 最終配当 1 株 2p を支払う。（2008 年年間配当は、合計 10p となる。） 多くの

上場海運企業は、負債コベナントに違反し無配転落に陥っている。 特にバルクとコン

テナ船を保有している海運企業が、大きなダメージを受けている。 
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Goldenport もバルクとコンテナ船を保有しているけれども、未だ景気が悪化する以前に

数隻の船を売却して $36.5m の売却益を得ている。 そして、景気後退に備えて長期の

傭船契約を締結すると同時に、$38.1m の負債のリファイナンスに成功している。 ま

た、中国の Cosco に発注した 4 隻の新造船のデリバリーを、違約金の支払い無しで延期

することにも成功している。 暗いニュースばかりの海運業界で、Goldenport の好決算

が光り輝いている。(FT.com, 3/09/2008) 

 

（３）ロスアンジェルス港、コンテナ取扱量▲33%減少（2 月実績） 

米西岸の LAX 港と Long Beach 港は、全米のインバウンドのコンテナ輸送量の 40%を取

り扱っている。 LAX 港の 2 月のコンテナ取扱量が ▲33%減少した。 この減少規模

は、過去 25 年間で最大の落ち込み。 1 月の▲10%、2008 年の▲6.5%から減少幅が拡

大している。 

LAX 港の貨物減少は、トラックと鉄道にもネガティブな影響を与えている。 陸路の

貨物輸送量は、昨年 11 月以来継続して減少している。 

Long Beach 港のコンテナ取扱量も、2008 年の▲11.3%減に続いて 1 月に▲23.4%減少し

た。 中国は、今週初め 2 月の輸出が▲25.7%減少したと発表した。 高価格貨物の航

空貨物の落ち込みも激しい。 香港航空貨物ターミナルは、取扱量が先月▲22%減少し

たと言っている。 大手貨物航空会社の 1 社である LH は、貨物専用機の一部を非稼働

としている。(wsj.com, 3/13/2009) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）ハイウエー建設 民間に委託 — フロリダ州  

財政難に直面しているフロリダ州が、先週 有料道路の建

設と運営と維持をスペインの Actividades de Construccion 

& Servicios SA がリードするコンソーシアムに委託する

35 年間の契約を締結した。 フロリダ州は、35 年間に亘

ってACSに対して運営効率と道路維持の善し悪しに比例

したコスト 最大$1.8bn（ACS にとって 12%リターンとな

る）を支払う。 ACS のコンソーシアムが建設する有料

道路は、慢性的に渋滞している Interstate 595 号線に新た

に追加する 3 レーンの有料ハイウエーだ。 

オバマ政権の経済活性化政策により州政府は交通インフ

ラ整備のための総額 $48bn を得ることになる。 しかし、
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ガソリン税や自動車税の伝統的財源が減少しているために、州政府は慢性的な資金不足

に陥りプロジェクトのカットを余儀なくされている。 

フロリダ州のこの計画が、今後の米国の交通インフラの資金調達のモデルになると期待

されている。 そして、フロリダやテキサスやバージニアの各州は、道路の民営化を増

加させることを計画している。 フロリダ州は、Alligator Alley（南フロリダを横断する

Interstate 75 号線の一部）の民間リースを含む その他の大規模プロジェクトの民営化を

外国企業と協議している。 フロリダは、民間セクターと革新的なファイナンス契約を

結ぶことを州議会が承認した 23 州の 1 州となっている。 

幾つかの民営化計画は進展を見せているけれども、昨年の Pennsylvania Turnpike の民営

化計画を含めたその他の多くの計画が、主要な交通インフラ施設を外国の企業に渡して

しまうことを嫌う地方議会や住民の反対に遭って頓挫しているのも事実だ。 

運輸長官 Ray LaHood は、州の官民提携を支持している。 そしてオバマ政権は、

Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act（TIFIA）に基づき フロリダ州の

Interstate 559 プロジェクトに対して $600m に上る低金利の融資を決定した。 

オバマ政権は、インフラ整備財源確保のためのガソリン税 +18.4%の増税案に反対して

いるので、民活事業が増加するだろう。(wsj.com, 3/08/2009) 

 

 
Interstate 595 near Fort Lauderdale, Fla., will get three new toll lanes as part of a deal struck last week. 

 

 

（２）エンタープライズ、アドバンテージの一部 買収 

Enterprise Rent-A-Car が、Advantage Rent-A-Car の一部資産を  $19m で買収する。 

Advantage は、昨年 12 月にチャプター11 を申請し、殆どの空港店を閉鎖している。 

この契約は、破産裁判所の承認を条件に 4 月には完了する。(travelweekly.com, 3/06/2009) 
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（３）フェロビアルのシントラ完全子会社化に株主反対 

✓ Ferrovial が、2004 年にスピンアウトした有料道路と駐車場の運営会社 Cintra の残

余株 32%を買収して完全子会社化することを計画している。 

✓ Cintra 5 株に対して Ferrovial 1 株を譲渡する株式交換買収が検討されている。 

✓ Cintra の 13%の株主が、この計画に反対している。 優良企業の Cintra が負債まみ

れの Ferrovial の完全子会社化されるてしまうと、損するリスクが高まるというの

が反対の理由だ。 

✓ 2006 年に £16bn で BAA を買収した Ferrovial は、巨額の負債の返済のために資金

の確保に必死になっている。 

✓ アナリストによると Cintra は €400m の現金を保有し、スペインの駐車場とチリの

有料道路の売却で更に €600m の資金を獲得する。 

✓ Ferrovial は、買収により Cintra が保有する現金と税法上の特典へのアクセスを欲し

ている。 

(FT.com, 3/10/2009) 

 

（４）ドイツポスト、“戦略 2015” 発表 

Deutsche Post AG が、3 月 11 日、郵便部門の品質向上及び新プロダクト開発と、ロジス

ティック部門の組織間の協業強化に焦点を当てた“戦略 2015”を発表した。 そして 

郵便とロジスティックの両方を包含する Deutsche Post World Net を、Deutsche Post DHL

に改名した。 この新たな戦略は、ドイツにおける郵便事業の強さの維持と DHL の採

算性向上を狙う。 郵便事業では、中核事業に再び焦点を当て、ダイアログ市場に於け

る物理的とディジタル・ソリューションの統合に集中する。 以前のエキスプレス、サ

プライチェーン、グローバル フォーワーディング、貨物部門から成るロジスティック

部門の DHL では、分離した部門間の協業を強化する。(wsj.com, 3/11/2009) 

 

（５）ユニオン・パシフィック、第 1 四半期物量▲22%減少 

Union Pacific の 3 月７日までの第 1 四半期物量が▲22%減少した。 同社の CFO は、

週間搭載量が安定して推移し始めているので、物量減少は底を打ったと見られると語っ

ている。 Union Pacific は、物量低下している最中にも拘わらず、今年に +5% ~ +6%

の料金値上げを計画している。 物量の低下は、自動車輸送の▲55%減が最も大きく、

以下 工業製品▲25%、化学▲20%、農産物▲12%と続く。 インターモーダル輸送は、

消費減退を反映して▲25%減であった。 CFO は、昨年の下半期の物量が既に減少して

いること、エタノールの生産指令が存在すること、2009 年の豊作が予想されているこ

とを挙げ、今年下半期の短期業績の楽観的な見通しを述べた。 鉄道会社の連続値上げ
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が 政治の介入を誘発している。 最近、上院司法委員会は、鉄道会社の合併に対する

競争法適用免除を中止し、運賃の集団決定行為を禁止する決定を行っている。(wsj.com, 

3/11/2009) 

 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１）格安料金ホテルにライバル出現 

Premier Inn や Travelodge等の格安料金ホテルが、不況下で新たな攻撃に晒されている。 

Whitbread は、今週 3 つ星及び 4 つ星ホテルが値下げ攻勢に出た為に、既存店の売り上

げが落ち込んだ事を明らかにした。 通常この時期は、英国のホテル業界は 休閑期の

ために、どのホテルも苦しい時である。 しかし、不況の御陰で格安料金ホテルだけは

利益を生み、ここ数ヶ月間 Whitbread は １部屋 £50（$70）の料金設定で利益を得てい

た。 格安料金のホテル増加は、格安運賃の航空会社の増加と類似の現象を示している。 

PwC の調査では、ブランドホテルの格安料金の部屋数が 1990 年の 10,000 室から今日で

は 85,000 室に増加している。 しかもホテル経営者及び運営会社の 75%が、格安料金

ホテルの方が不況からの回復力が早いと信じている。 実際 Whitbread 株価は、11 月

20 日に 2008 年度 最安値の 690p になったが、今年初めには優に 900p を上回った。 Tui 

Travel の LateRooms サイトで 1 月の 4 つ星ホテル予約数は、対昨年比 +50%の増加を示

している。 Holiday Inn 等は、お二人様で一人分料金、又はお子様無料などのお得なサ

ービスを提供している。 Whitbread CEO は、「レジャーでは、顧客は優雅でリッチな

気分を味わうことをホテルに求めるものだが、実際の動きは格安料金ホテルを求める傾

向だ」と言っている。 又 同 CEO は、4 つ星ホテルは幾つかの宿泊料金値下げを行っ

てはいるが、持続的に料金を引き下げることが出来ないので、価格値下げ競争にまで進

展することは無いと予測している。 4 つ星ホテルは、一度宿泊料金を値下げすると回

復するのが困難であることを、2001 年の 9/11 事件の結果（大幅な宿泊料金値下げを行

った）で良く理解している。 Whitbread グループ所有の Premier Inn は、昨年春には宿

泊料金を +5%値上げしたが、今迄で初めて今春は値上げを行わない。 3 つ星や 4 つ星

ホテルは、高額宿泊料金によって蓄えた利益で より柔軟にお得な付加価値を提供出来

る。 Premier Inn では、付加価値をレストラン部門で提供しようとしているが、既に食

物費自体が大幅に削減されているのが現状だ。 また Premier Inn は、高級ブランドホ

テルに加えてより格安料金ホテルのTravelodge からもプレッシャーを受けている。 し

かし 唯一の慰めは、Dubai International Capital 所有のチェーンも苦境に直面しているこ

とだ。 同ホテルは、2020 年までに 70,000 室を建設する筈であったが、今年度の新た
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な建設目標を 3,500 室から 2,500 室に削減した。 Travelodge も影響を受けて、2007 年

の平均宿泊料金が £39.70 だったのに対して、昨年では一泊 £9 の格安ディールを提供

している。（FT.com, 3/07/2009） 

 

（２）全米ツーア協会、 米国連邦議会から理解得る 

National Tour Association（NTA）は、先週ワシントンの米議会の代表やスタッフに会っ

て、NTA が重点を置く旅行及び観光事業の問題のリストを説明した。 そして、昨年

12 月の経済サミットで決定した 7 つの主要議題の実施に関する支援を陳情した。 7 つ

の主要議題とは、Travel Promotion Act の成立、旅行及び観光事業に関する事務局の創設、

連邦土地資金提供、州及び地方の旅行と観光事業開発の為の補助金と融資の必要性、よ

り簡略なビサの発給手続き、ハイウエー再授権法案の成立、旅行禁止令の再見直しであ

る。 これらの中で議員達から最も注目されたのは、州及び地方の旅行プロジェクトに

対する補助と融資を含む旅行及び観光事業開発の為の資金調達と、そして事務局の創設、

キューバ旅行禁止令の見直しであった。 議員の多くが Travel Promotion Act を承知し

ており、それがその他の問題の理解を深めることに役立った。（travel weekly, 3/06/2009） 

 

（３）フランス、インターネット賭博開始 

フランスは、来年からオンライン賭博を一般に開放すると 3 月５日に発表した。 EC

からの働きかけに屈して、政府公認オンライン賭博運営者だけが享受して来た独占を手

放したわけであるが、オンライン業界を十分満足させるには至っていない。 法案は今

月末に議会に提出される運びだ。 オンライン運営業者（フランスに本社を置いていな

い会社を含む）は、スポーツとポーカー賭博にのみ限定した 5 年間のライセンスが付与

される。 籤とスロットマシンは、継続して政府の支配下に置かれる。 運営業者は、

未成年者を賭博から遠ざける方策及び依存症を回避する方策を提出しなければならな

い。 不法なオンライン産業は 7bn ユーロ（$9bn）を生み出し、そのサイト数は 25,000

に及んでいる。 法案によって、競馬賭博運営を独占して来た Pari Mutuel Urbain、籤 及

びスポーツ賭博を独占して来た Francaises des Jeux の独占は終わりを告げ得ることにな

る。 両者は今迄多大な利益を上げて来た。 Pari Mutuel は、フランス競馬業界を保護

するために競馬賭博を続ける。 しかし一般の運営業者は、他のスポーツで 配当率の

決められた賭けを提供することができる。 仏財務省は、スポーツ賭博に関して 従来

通り年間 5bn ユーロの税収を維持する為に 7.5%の課税を継続する考えだ。 又、客が

賭博で得る金額を制限する。 フランスは、賭博法違反で外国生まれのゲーム会社の

CEO を逮捕したように、オンライン賭博を行う者に対して厳しい規制を行って来た。 

それに対してフランスは、賭博市場を開放していない国の一つとして EC から砲火を浴

びせられていた。 フランスに本拠を置く会社は、いよいよ市場開放に向けての準備を

開始しだした。 その中には Lucien Barriere and Partouche（land-based カジノ運営会社）
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と Eurosport（フランスに本拠を置くテレビチャンネル）が含まれる。 Stephane Courbit 

（フランスのチャンネル TF1 の創設者）は、Mangas Capital Gaming （オンライン賭博

進出の為の投資ファンド）を開設した。 又昨年にはイギリスの運営会社 Betclick を立

ち上げた。 Mangas に関しては、現在では Societe des Bains de Mer（モナコに本拠を置

くホテル、カジノグループ）がその半分を所有している。（FT.com, 3/06/2009） 

 

（４）英国ホテル経営者空室の危機 

宿泊客の減少で英国のホテル経営者は、来年度には厳しい苦境に立たされる。 オキュ

パンシーは▲10.3%下落し、宿泊料金は今年▲18.9%低下する影響で 来年度の 1 部屋当

たりのリターンが▲9.6%低下する見通しだ。（PwC 調査） 米国、アイルランド、イタ

リア、スペイン、フランス、オランダ、ドイツの経済不況によって、これ等の国からの

インバウンド旅客が減少する結果、英国のホテルはより悲惨な結果になりそうだ。 国

内休暇旅行によって少しはこのインパクトが相殺されるかも知れない。（FT.com, 

3/09/2009） 

 

（５）反米感情煽動、マカオの Las Vegas Sands に悪影響 

Las Vegas Sands は、マカオのライバル賭博会社による反アメリカ感情の煽動によって、

マカオで運営している自社の事業に悪影響が及ぶことを懸念している。 先月 9 日に

Stanley Ho（カジノ運営者で且つ政治力を持つ人物）は、Sands がマカオに建設したカジ

ノ Venetian に対して、マカオが結束して対抗するよう呼びかけをしたと数社の中国新聞

が報道している。 Sheldon Adelson（Sands CEO）は、Sands のマカオ市場での成長が

Ho の自身を喪失させたと信じている。 Sands は、Las Vegas のカジノの収入減少を、

マカオのカジノの収入増で埋め合わせて来た。 しかしながら、中国政府による旅行制

限により中国本土からの旅行者が減少すると共に、マカオの賭博収入も減少し始めてい

る。 Adelson は、反アメリカ感情の煽動がマカオに展開している米カジノ運営業者に

対してより悪い結果をもたらすと言っている。 数十年の間、Ho はマカオで賭博事業

を独占して来た。 しかし数年前に中国政府が、マカオに於いて外国企業によるカジノ

運営を許可した。 その結果、Las Vegas スタイルのカジノが、マカオの陰鬱な小さな

賭博社会の中でメキメキと台頭してきた。 マカオでのアジアの高額賭博客の獲得と大

衆賭博への展開競争は、Ho とアメリカの運営業者（Sands、Wynn Resort、MGM Mirage）

間の本格的な戦いでもある。 Sands はマカオに最も多大な影響を与えている。 世界

最大のカジノである Venetian Macau を開業後、$12bn を費やした新たなリゾートコンプ

レックスの建設を開始している。（Sands は、最近コスト削減のためにこのプロジェクト

を延期している。） そして、中国本土とマカオを結ぶ賭博客の輸送の為の自社フェリ

ーを購入した。 Sands のフェリー事業は、Ho の所有するフェリー対抗して来た。 最

近 Sands は、シンガポールのカジノ建設に集中している為にマカオでの開発を遅延させ
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ていると非難されている。 遅延の為に中国で数千に及ぶ職が失われている。 

Concerned Macau Residents Group と言う名の団体が、Sands に対して訴訟の準備をする

と共に、マカオで儲けた資金をシンガポールに転用したと非難している。（wsj.com, 

3/09/2009） 

 

 

Las Vegas Sands has come under attack for delaying work on its Venetian Macau casino-resort complex, above. 

 

 

（６）旅行嗜好変化 Hilton CEO  

最近では宿泊客がホテルに求めるのは誇示的消費（財力を誇示して社会的承認を得る為

に行う消費行動、つまり見栄）では無くて、基本的なサービスの良さに変化していると

Hilton Hotels CEO が語っている。 彼は、こう言っている； 

➢ 人々が旅をしてホテルに宿泊する願望は、世界規模の不況に拘らず無くなる事は

無い。 

➢ しかしサービス産業に限らずあらゆる消費者財に対する人々の考え方が根本的に

変化しており、従来の華やかさを拒否して価値相応の合理性を求めている。 

➢ 誇示的消費に対する人々の嫌悪が、高級ブランドホテルそのものを否定する訳で

はない。 

Hilton は、Blackstone（プライベート・エクイティ企業）により 2 年前に当時の最高値

である$26bn で買収された。 Blackstone は、3,200 ホテルと 525,000 室を保有する将来

性のあるホテル グループを保有している。 Hilton Hotels（Hilton、Doubletree、Hampton 

Inn）は、財政危機に瀕している小規模なホテルから、よりブランド力と資金のあるホ

テルに客が流れてくると期待している。 信用市場凍結のために、Hilton のみならず数

社の競合会社が建設中ホテルの竣工を遅らせている。 大規模なホテルグループは、自

社の不動産の大部分を売却してホテル経営とフランチャイズに重点を置く資産軽量化
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戦略を採用している。 不況下に於いてもホテル所有会社と運営会社の関係は良好だ。 

Hiltonは、コスト削減のために 本拠をBeverley Hills（カリフォルニア州）からWashington 

DC に移転した。 しかし本来の移転目的は、米国内に集中し過ぎたホテル展開からよ

り広く外国に進出するためのリセットだと説明されている。（FT.com, 3/09/2009） 

 

（７）世界最大のホリデーイン モスクワに建設 

InterContinental Hotels Group が、2014 年に MOW の Krasnogorsk エリアの Crocus City に

世界最大の Holiday Inn（1,000 室）をオープンする。 IHG と Crocus Group が、このホ

テルの建設で提携する。 このホテルは、27,000 平方フィートの会議スペースに加え 3

つレストランと 1 つのスパを持つ。 現在 IHG はロシアで 7 つのホテル（Holiday Inn

×6 + Crowne Plaza×1）を開業している。 そして 13 のホテル（Holiday Inn×7 + Crowne 

Plaza×3 + Staybridge×2 + InterContinental×1）が建設中である。 現在世界一の Holiday 

Inn は中国の Holiday Inn Chengdu Century City の 965 室。 Holiday Inn London Kensington 

Forum は 910 室。 (travelweekly.com, 3/10/2009) 

 

（８）ドバイ パーム 不動産価格暴落 

ドバイの Palm Jumeirah（自称 世界八不思議）が首長国の脆弱性のシンボルと化してい

る。 この $12bn をかけて作られた人工島の不動産価格が、昨年の 9 月以来▲50%も低

下している。 ローカル新聞の広告欄には、昨年 7 月には 1,400 万 UAE ディラハム（3

億 8 千万円）した 4 ベッドルームの豪華ビラやアパートが、半値以下の 650 万 UAE デ

ィラハム（1 億 7 千万円）で売りに出されている。 ドバイ近代化の象徴であった Palm

ブランドがもろくも失墜してしまい、ドバイ政府は $80bnの負債返済に苦しんでいる。 
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Donald Trump と組んで Palm の中心部に建設を開始した Trump International Hotel & 

Tower（$1.1bn プロジェクト）は、地下部分の大きな穴を掘っただけで工事が中断され

ている。 昨年 6 月には、このホテルのペントハウスが $30m 以上で販売されたと言わ

れている。 開発業者の国営 Nakheel（ドバイの統治者 Sheikh Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum の関連企業）は、事業継続のためにドラスティックな対策をとることを余儀な

くされている。 人員を▲10%カットし、Palm Jebel Ali と Palm Deira の 2 つのオフショ

アー開発を延期した。 同社は、ドバイの最大のシンボルである Palm Jumeirah が世界

経済危機の煽りを受けて低迷し始めていることを否定している。(wsj.com, 3/11/2009) 

 

（９）欧州連合、オンライン賭博の域内自由化に賛成せず 

欧州議会は、3 月 10 日、オンライン賭博の各国別の規制を認め、域内自由化に消極的

な対応を取ることを支持した。 この決定は拘束力を持たないけれども、オンライン賭

博の自由化を願っている企業にとっては、大きな政治的なプレッシャーとなるだろう。 

欧州議会のレポートは、オンライン賭博は、詐欺やマネーロンダリングの温床となりか

ねないので、賭博依存症や未成年賭博や過度の広告などの問題と共に、それ等の可能性

への対策が必要だと言っている。 そして、オンライン賭博を単に国際間のビジネスと

して捉えるのではなく、社会問題と関連づけて取り扱う必要があると言っている。 

月間の賭博金額規制や事前カード購入などの賭博抑制のための方式を採用するべきだ

と提案している。 このレポートは、賛成 544、反対 36、棄権 66 の賛成多数で票決さ

れた。(FT.com, 3/11/2009) 

 

（10）ゴルドマンサックスのケチケチ作戦 

✓ Goldman Sachsが、昨年 11月に 1999年の上場以来初の四半期欠損を計上した。 そ

して $10bn の政府補助金の支給を受けた。 

✓ マイアミで 3 月第 1 週に予定していたヘッジ・ファンドの大会議を取り消した。 

そして 2月末の LASのMandalay Bayのカジノリゾートにおけるテクノロジー会議

を SFO の Marriott に移動させた。 

✓ NYC の本社への出張者は、マンハッタン下

部の Embassy Suite（企業レート 1 泊 $250）

に宿泊することを義務づけている。 今迄、

Plaza Athenee（1 泊ラックレート$795）や

Carlyle（$755）や Ritz-Carlton（$495）に泊

まり慣れた Goldman の社員は、不平をこぼ

している。 

The Battery Park Embassy Suites 
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✓ Embassy Suite（463 室）は、2006 年に Goldman が Forest City Ratner Cos.から $225m

で買収した物件で“Goldman Hotel”とも呼ばれている。 

✓ 残業時に支給される夜食代が、 $25 から $20 に切り下げられた。 そしてハイヤ

ーでの帰宅は、午後 9 時以降から午後 10 時以降に遅らされている。 

(wsj.com, 3/12/2009) 

 

（11）マカオ失業率悪化 

求人難に見舞われていたマカオで、今後は就職難が始まっている。 世界金融危機と中

国からマカオ訪問規制の開始で、マカオのカジノ市場が低迷し始めている。 

2002 年の 6.3%から 2008 年の第 2 四半期には 2.8%に低下した失業率は、10 月〜12 月の

期間には 3.3%に上昇している。（2004 年の第 3 四半期で 5,100 パタカ≒6 万円した平均

給与は 8,000 パタカに 50%以上も上昇した。） 

昨年 11 月には、Las Vegas Sands が建設中の幾つかのサイトを停止させたために、およ

そ▲11,000 人の工事現場従業員が解雇された。 その 1 ヶ月後には、Crown Macau を運

営している Melco Crown が、従業員 3,200 人に対して各月 2 日〜3 日の無休休暇を取ら

せた。 Melcoのライバル企業Galaxy Entertainmentは、1月に給与のカットを発表した。 

今年の上半期に開業を予定しているMelco CrownのCity of Dreamの 5,000人の新規採用

募集には、9,000 人が応募した。(FT.com, 3/12/2009) 

 

（12）MGM ミラージュ解体に直面 

Kirk Kerkorian（右）の賭博帝国である MGM Mirage が債務不能

を回避するために、自身の資産の売却をせざるを得なくなってい

る。 事業成績が良い数社の中の 2 社である Bellagio カジノと

MGM Grand Detroit が売却候補に挙げられているが、どちらも希

望する売却価格に達していない。 MGMは、最近 LAS の Treasure 

Islandカジノホテルをカジノ王のPhil Ruffinに $775mで売却して

いる。 MGM は、LAS に建設中の 67 エーカーの住居とリゾー

トの複合コンプレックス大プロジェクト City Center に必要な 

$1bn の資金を調達しなければならない。 しかし、その前に今年

後半に支払い期限を迎えるボンド $1.27bn と既存の負債の金利 

$647m の支払いを何とかしなければならない。 

キャッシュフローが 2007 年の $2bn から 今年 $1bn に減少していることも事態を更に

悪化させている。 Kerkorian が保有する 1 億 4,900 万株は、2007 年 10 月には $14.9bn

していたが、現在では 株価が▲97%下落したために $500m の価値しか無くなっている。 
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この資産の減少は、賭博業界が如何に悲惨な状況に陥っているかを如実に物語っている。 

Harrah’s Entertainment や Las Vegas Sands を含む米国の大手カジノ 18 社は、巨大な長期

負債 $65bn を抱えて苦しんでいる。 これ等のカジノは、$1 の収入（earning）見込み

毎に $7 の負債を背負い込んでいる。 

カジノに次いで最も高いレバレッジの産業（工業、ユティリティー、consumer cyclical）

でも収入比 4 倍の負債であるので、如何にカジノのレバレッジが高いかが良く分かる。 

それが Harrah’s や Sands の場合は 9 倍に跳ね上がる。 Harrah’s は、負債 $23bn の新株

交換に躍起となっている。 今では Harrah’s のボンドは、額面 $1 に対して 5 セント〜

25 セントで取引されている。 市場は、デフォルトを予想しているようだ。 

ボンドの多くは、カジノが所在する土地の価格が継続して上昇し、カジノ売上げが不況

時でも安定すると見込んで発行された。 この想定に基づいて、そしてその当時は未だ

力を有していたウオール街のリパッケージと不動産証券販売能力に後押しされて、カジ

ノは土地を購入し大規模プロジェクトを展開した。 数十億ドルが土地購入に回された

結果、LAS Strip の 1 エーカー当たりの不動産価格は 200４年の $7.6m から 2006 年には 

$17.7m に跳ね上がり、2007 年には $19m に達した。（投資銀行 Jefferies & Co.調べ）  

しかしネバダ州のカジノ収入は、1 月に▲14%と大幅に減少した。 今後 2 年間で、City 

Center, Cosmopolitan, Planet Hollywood Towers 拡張などのプロジェクトの完成を含めて 

LAS のホテル客室は +17,000 室も増加し需給バランスを更に悪化させるだろう。 こ

の追加客室数は、LAS McCarran International 空港の最大供給を超過する規模だ。 

(wsj.com 3/13/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirk Kerkorian's MGM Mirage is scrambling for cash to pay off debts. His empire, including the Las Vegas MGM 

Grand, could be broken up. 

 



情報 366 平成 21 年 3 月 16 日 - 33 - TD 勉強会 

 

 

 その他  

 

 

（１）世界長者番付 

Forbes の世界長者番付が発表された。 10 億ドル以上の

お金持ち（つまりビリオネアー）は、1,125 人から 793 人

に減少した。 彼等の資産は 4.4 兆ドルから 2.4 兆ドルに

激減した。 ビルゲーツ（右）が世界一の富豪に返り咲

いた。 

 

World's 20 richest people on Forbes magazine's 2009 list:      

1. Bill Gates  40 billion dollars.  Microsoft, United States.  

2. Warren Buffett  37 billion dollars.  Berkshire Hathaway, United States.    

3. Carlos slim and family 35 billion dollars.  Telecoms, Mexico.    

4. Lawrence Ellison  22.5 billion dollars.  Oracle, United States.    

5. Ingvar Kamprad and family 22 billion dollars.  Ikea. Sweden.    

6. Karl Albrecht  21.5 billion dollars.  Aldi, Germany.    

7. Mukesh Ambani  19.5 billion dollars.  Petrochemicals, India.    

8. Lakshmi Mittal  19.3 billion dollars.  Steel, India.    

9. Theo Albrecht  18.8 billion dollars.  Aldi, Trader Joe's, Germany.    

10. Amancio Ortega  18.3 billion dollars.  Zara, Spain.    

11. Jim Walton  17.8 billion dollars.  Wal-Mart, United States.    

12. Alice Walton  17.6 billion dollars.  Wal-Mart, United States.    

13. Christy Walton and family  17.6 billion dollars.  Wal-Mart, United States.    

14. S. Robson Walton  17.6 billion dollars.  Wal-Mart, United States.    

15. Bernard Arnault   16.5 billion dollars.  LVMH, France.    

16. Li Ka-shing  16.2 billion dollars. Diversified, Hong Kong.    

17. Michael Bloomberg 16 billion dollars. Bloomberg, United States.    

18. Stefan Persson  14.5 billion dollars Hennes and Mauritz, Sweden.    

19. Charles Koch  14 billion dollars Manufacturing, energy, United States.    

20. David Koch  14 billion dollars Manufacturing, energy. United States. 

(forbes.com, 3/11/2009) 
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編集後記  

 

 

 

 

＜＜ 米外資規制とアライアンスの見直しは、矛盾していないのか？ ＞＞ 

 

米下院の運輸とインフラ委員会が、FAA 再授権法案の中に、米国航空会社に対する外

資規制の強化と、アライアンスの見直しの 2 つを組み込むことを提案している。 

 

外資規制の話は、現在の規則が「米航空会社は、米国市民によって実質的に経営されな

ければならない」としているが、具体的に航空会社経営のどの部分のことを指している

のかが曖昧であるので、これを明確化させたいという話だ。 

下院委員会の提案は、「全ての経営分野を対象にする」と明確化している。 同委員会

の議長の James Oberstar は、「米航空会社を外国の国際コングロマリットに渡してはなら

ない」と語っている。 

 

アライアンスについて、委員会は、既に世界の航空旅客需要の 75%を席巻してしまって

いる 3 大アライアンス（Star Alliance, SkyTeam, oneworld）が、果たして競争を阻害して

いないのかを ここでレビューしてみる必要があると言っている。 そして競争法適用

免除（anti-trust immunity = ATI）の承認を受けている既存のアライアンスについて、3

年以内に適用免除を一度中断して 完全に競争を阻害しないことを確認した後に再承認

することを提案している。 

 

理論的に考えれば、この 2 つの意図は矛盾している。 その論点は、次の通りだ。 

✓ 外資規制強化は、自国機保護の強化の何ほどでもない。 

✓ アライアンスの見直しは、競争強化を目的としている。 

✓ つまり、片方で 外資を規制して保護主義に向かい、他方でアライアンスに対する

競争法適用免除を見直して競争を促進させる、と言うのは矛盾していないのだろ

うか？ 
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他産業では自由に行われている国際間の M&A を規制するから、航空会社はアライアン

スの編成に走り、そしてその提携を促進させるために（収入や利益を折半するために）

競争法適用の免除を申請している。 競争を促進させたいのであれば、国際間の M&A

を自由化すれば済むことだ。 （米当局の競争法適用免除の承認基準がバラバラで、明

確でないという問題も存在する。） 

 

航空会社は、アライアンスによって 旅客は空港での乗り継ぎが容易になり、同一便名

の直行便（少なくともワンストップ）の路線が増加して旅客の選択の自由度を拡大する

と喧伝している。 つまり、アライアンスは、“公衆の利便向上”に役立っていると言

っている。 しかし、空港施設の改善と、予約システムのテクノロジーの進歩により、

消費者にとっては、報奨制度のマイレッジの積算が容易になるくらいしか アライアン

スのメリットは感じられないのではないだろうか・・・。 

 

欧州連合は、域内の空の完全自由化を 今から 10 年以上前に達成した。 そして、AF

の KLM 買収や LH の Swiss 買収が実現しメガ航空会社が誕生している。 

保護主義を追求するあまり、結局はメガに対抗できない自国の航空会社を育ててしまう

ことにならないのだろうか・・・。 （H.U.） 
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