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1. 航空会社マイレッジ プログラム価値減少 

 

401(k) や住宅価格評価ほどではないが、フリークエント フライヤー マイルの価値が

減少している。 Forrester Research のオンライン購入者調査によると、特定の航空会社

にロイヤルな旅客が 2006 年の 31%から今年 25%に低下している。 

嘗ては、1 マイル当たり約 2 セントの価値があったものが、現在は約 1.2 セントに低下

してしまった。（FrequentFlyer.com 調べ） 

 

航空会社は、償還に必要となるマイル数を増加させ、アベイラビリティーを窮屈にした

上に、本来無料の筈のアワードに対して予約発券などの手数料や燃油 S/C さえ課してい

る。 $500 の航空券を貰うために 50,000 マイルを貯めなければならないとすると、1

マイル当たりの価値はタッタの 1 ペニーになってしまう。 

 

それに加えてクレジットカード、レンタカー、住宅ローン、レストラン、その他の夥し

いビジネスへのマイル販売が、更にアベイラビリティーを少なくしてしまっている。 

航空会社は、数十億マイルを 1 マイル当たりペニーで販売して、ロイヤルティー プロ

グラムから利益を上げている。 UA 航空は、クレジットカード会社等の提携先にマイ

ルを販売して、$800m の収入を稼いでいる。 AA 航空は、マイル販売で $1bn の収入

を得ている。 航空会社は、償還マイル数を引き上げ、アベイラビリティーを減少させ、

手数料を課して、ますますマイレッジ プログラムからの利益を拡大しているのだ。 

今では、マイレッジのアワード券が、航空会社にとって最も採算性の良い航空券になっ

ている。 

 

しかしその反対に 顧客にとっては、マイレッジの価値が減少している。 IBM の Global 

Business Service の調査によると、顧客の 48%しかマイレッジ プログラムに満足してい

ない。 そして 76%が、手数料の徴収は“ぼったくり”だと言っている。 Forrester 

Research のアナリストは、航空会社はマイレッジの条件を厳しくして、墓穴を掘ってい

ると言っている。 これ以上条件を厳しくすればプログラムの価値がますます減少し、

顧客のマイレッッジ離れが進むだろう。 そうなれば、クレジットカード会社などの提

携各社は、マイレッジ購入を回避すると言うのだ。 そして、キャッシュバックのクレ

ジットカード（$1 を使うごとに 1 セントから 2 セントがキャッシュバックされる）や

ホテルの報奨カードがより多く使われるようになるだろう。 
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既にそれに気が付いている航空会社が存在する。 

Virgin America（SFO）は、マイル積算の代わりに航空運賃をベースにしたポイント制の

報奨制度を開発している。 大陸横断線の同一便で $139 と $679 を支払っている顧客

のポイントを同一視するのは、不公平だと Virgin America は言っている。 ここでは、

通常は 1 ポイントが 2 セント以上の価値になるという。 

 

アワード航空券取得に必要となるポイントは、通常の運賃

と同様に客況に応じて上下する仕組みが採用されている。 

年末年始などのピーク休暇時のアワード ポイント数は高

くなる。 逆に閑散期のポイントは少なくて済む。 この

制度だと、ブラックアウト日がなくなるメリットがある。 

Virgin America gives frequent fliers points 

based on ticket prices, not mileage. 

 

 

 

DL 航空は、DL の FFP 会員で American Express のゴールドかプラチナ SkyMiles カード

保有者のための“pay with miles”を今年始めに導入した。 このカードに積算されたマ

イルは、1 マイル 1 セントの割合でドルに換えて航空券の購入に充てる事が出来るシス

テムが採用されている。 また、DL は、NW 合併後に NW のマイレッジの良い所を採

用して、SkyMiles のエリートステータスを獲得するためのベースを、マイレッジに加え

て搭乗便数カウントを追加したほか、燃油 S/C の適用を廃止した。 

 

また、多くの旅行者が、休暇時期のギフト商品の購入に積算したマイルを使い始めてい

る。 この傾向は、顧客が、現金支出を出来るだけ節約し始めた結果なのかも知れない。 

DL は、9 月に商品交換プログラム加盟店を 150 店から 500 店に拡大した。 Hilton は、

旅行よりも商品交換を好む顧客が存在し、そして、同社の商品交換プログラムが 11 月

に前年同月比で  +30%増加したと言っている。 Hilton のショッピングモールの

“Reward Store”は、アップルやカルティエの商品を取り扱っている他、会員はショー

の後の打ち上げパーティーへの参加権付きの“Saturday Night Live”のチケット 2 枚と

も交換できる。（400 万ポイントが必要） 

 

AA 航空や Marriott や InterContinental は、会員に好きなものの全てと交換できるシステ

ムを採用している。 顧客は、自分の欲しい商品を申請しそれに必要となるポイント数
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を要求する仕組みがとられている。 最近の Marriott の例では、2009 年の Masters 

Tournament のペアチケットに 40 万ポイントの値がついた。 このシステムの欠点は、

購入ポイント数が大きくなり割高となってしまう点だ。 

■ 

 

 

このレポートは、以下の新聞記事より編集した。 

wsj.com, 12/09/2008  Plunging Value of Flyers’ Miles Saps Loyalty 

nytimes.com, 12/09/2008 More Travelers Redeeming Miles for Merchandising 

 

 

 

 

IATA Press Release. 12/09/2008 

2. IATA 2009 年業界見通し▲$2.5bn 欠損 

 

12 月 9 日、IATA は、世界の航空業界の 2009 年の見通しを 原油価格をバレル$60 とし

て▲$2.5bn になると予測した。 前回の予測▲$4.1bn よりも損失を減少させている。 

IATA は、世界的な景気の後退による需要の低下（旅客▲3%、貨物▲6.5%）に伴う収入

減が、最近の燃油費の減少によるコストメリット（▲18%）を上回ると予想している。 

IATA 事務総長の Giovanni Bisignani は、業界が過去 50 年間で最悪の収入環境に遭遇し

ていると語っている。 

 

世界経済動向のバロメータでもある国際航空貨物（世界貿易の 35%を構成）は、継続し

て低下している。 10 月の航空貨物需要は、▲7.9%低下した。 これは、5 ヶ月連続の

マイナス成長で、マイナス幅が更に拡大している。 

 

IATA は、2008 年の収支について、業界の欠損が▲$5bn に達すると予測している。 2009

年の見通しでは、唯一北米地域が +$300m の利益を計上する。 多くの米航空会社が、

Chapter 11 離脱後に燃油ヘッジのデリバリティブ取引に手を出せなかったのが幸いして、

燃油費の大幅低下のコストメリットをそのまま享受している。 アジアの航空会社は、

需要不振の貨物の取扱が大きいことも災いして▲$1.1bn の欠損を発生させるだろう。

（アジア太平洋地域の航空会社は、世界の航空貨物市場の 45%を取り扱う。） 
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■
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3. BA+QF 関係者の発言 

 

BA と QF が合併すると、£16.6bn（約 2 兆 5 千億円）

の収入規模と 500 機のフリートを保有するメガグロ

ーバル航空会社が誕生する。 BA は 154 路線、QF

は 85 路線を飛んでいる。 以下に、最近 1 週間の主

要新聞に掲載された関係者のコメントを列記する。 

 

 

＜QF CEO Alan Joyce＞ 

・ QF+BA 合併は、今後の持続的な成長とサービス強化を可能にする真のグローバルな

航空会社を作り出し、大きな収入増とコスト減の合併シナジーを生むだろう。 

・ 合併比率など広範囲に跨がる経済条件を含む諸問題（BA の年金積み立て不足問題を

含む）の解決が必要となり、この合併の実現は保証されているものではない。 

・ 合併には多くの障害が横たわっている。 合併情報の漏洩後、状況はより困難とな

っている。 合併が実現しないケースも十分考えられる。 

・ QF+BA+IB の合併は、複雑過ぎてあり得ない。 

・ QF は、業界のコンソリデーションの主導的な位置に存在しているので、BA との合

併協議が 他のアジアの航空会社との連携を拒むものではない。 

 

＜豪運輸大臣 Anthony Albanese＞ 

・ 安全保障上の理由から、BAとの合併があってもQFは豪国籍としなければならない。 

（現行法では、QF は 51%以上の豪州資本を保有し、本社を豪州内に設置すること

が義務づけられている。） 

・ 航空業界におけるコンソリの必要性は理解するが、それは国益とバランスさせる必

要がある。 

・ 国際航空権益行使上も、QF は豪州の法人格を必要とする 

 

＜IB CEO Fernando Conte＞ 

・ BA が 2 つの合併協議を同時進行させることは、複雑過ぎてできないだろう。 

・ 理論的には、域内の合併で実現性の高い BA+IB が先行する。 域外の国際間合併は、

まだ何処の航空会社も実施したことがない。 
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＜BA CEO Willie Walsh＞ 

・ この話は、どちらか一方の話ではない。 IB との合併協

議を開始した時から、これで終わりではないと言って来

た。 より一層のコンソリデーションへの対応をしなけ

ればならない。（BA スポークスマン：BA+IB の協議は、

今でも続けられている。 この話が潰れたと言うのは誤

解だ。） 

 

＜Royal Bank of Scotland Andrew Lonbbenberg＞ 

・ BA+QF は、BA+IB よりも大きなベネフィットを生むだろう。 

・ BA+QF は、英豪路線を完全に統合する他、英国＝アジアと豪州＝アジアを相互にサ

ポートすることが出来る。 そしてカンガルー路線の機材稼働を向上させる事が出来

るだろう。 

・ 機材や燃料の共同調達による大きなシナジーが発生するだろう。 BA と QF は、共

に A380 と B787 を発注している。 BA+IB は、BA+QF や BA+AA や BA+CX よりも

路線統合によるメリットが少ない。 

 

＜Collins Stewart Andrew Fitchie＞ 

・ BA+IB の合併によるコスト削減額は £400m なるだろう。 距離が離れている問題

もあり、BA+QF のシナジーはこれ以下の £100m〜£200m となるだろう。 

 

＜Morgan Stanley SYD Philip Wensley＞ 

・ 何故 QF が BA との合併を最初に検討するのかが分からない。 

・ アジア内のコンソリデーションを優先させるべきでないのだろうか。 例えば SQ

との合併の方が、よりシナジーを発揮させる筈だ。 

・ 何故、年金の積み立て不足の問題を抱えているなどリスクの高い BA を選ぶのだろ

うか？ 

 

＜その他の新聞論調＞ 

・ BA+IB により、BA は IB が強いラ米路線へのアクセスを獲得するだろう。 

・ 最近 2 本から 4 本へ滑走路を増加させた MAD Barajas 空港は、BA の成長の余地を

保証するだろう。 LHR 空港は、早くても 2020 年までは 3 本目の滑走路は建設され

ないだろう。 それまでの間は、LHR における BA の成長は規制されてしまう。 

・ BA+IB は、より実現性の高い域内合併となり、AF/KLM と LH との BA の距離を狭

めることに貢献するだろう。 
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・ Wsj.com 12/09/2008 は、関係筋の話として、BA は先ず QF と合併し、その後に IB

との合併を行うだろうと報道している。 BA+IB の最終的な合併のストラクチャーは、

来年早々に準備されるだろう。 

■ 

 

 

 

4. 其の他のニュース 

 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）ディズニーワールドが Ask.com 旅行目的地検索でトップ 

Disney World が、2008 年の Ask.com の家族目的地検索のトップにランクされた。 

2 位 Grand Canyon、以下 Disneyland, cruises, Six Flags, Grand Canyon, Sea World, 

Yellowstone National Park, Hershey Park, Mount Rushmore と続く。 

特売及び格安販売に関連する旅行関連の検索キーワードは、格安航空券（1 位）、ホテ

ル特売（5 位）、安売りテーマパーク入場券（7 位）、格安クルーズ（10 位）と、トップ

10 に 4 つが入っている。(travelweekly.com, 12/5/2008) 

 

（２）レジスタード トラベラー批判に晒される 

米運輸保安局（TSA）の Registered Program が、富裕旅客だけを優遇する制度だと批判

に晒されている。 このプログラムに参加した旅客に対して潜在的テロリスト名簿との

照合と詳細な背後関係チェックによる確実な身分証明を事前に行い、指紋や虹彩のバイ

オメトッリク個人情報をデータベースに保存して、空港における迅速なセキュリティー

通過を保証すると言っていた TSA の腰が引けている。 TSA は、7 月に 21 空港におけ

る RT の試験運用を終了し、このプログラムの他の空港への展開拡大への途を開いた。 

しかし、このプログラムの実施は、民間企業で実施するが最適で政府の関与は最小限に

するのが好ましいと言い始めている。 

批判している人達は、このプログラムは、当初から基本的な考えが間違っていると言っ

ている。 9-11 の犯人達は、潜在的テロリストには分類されていない人達だったので、

彼等は RT では決して判定できないことになると言うのだ。 その上、RT に対する投

資額と運営費が高いという問題が存在する。 RT に必要となる金は、配員とスキャン

施設とレーン確保に 1 空港で $1m〜$2m の当初費用がかかる。 
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TSA は、RT の運営を民間企業に委ねている。 現在このプログラムの最大手の Verified 

Identity Pass 社が運営する Clear は、全米 18 空港で迅速セキュリティー通過サービスを

225,000 人の会員に提供している。 年会費は、10 月に $128 から $199 に値上げされ

た。 また、航空会社の優遇顧客サービスやその他によるセキュリティー迅速レーンの

設置が拡大しつつあり RT との競合が始まっている。 例えば、BWI 空港利用旅客の

50%のシェアを有する Southwest は、ビジネス旅客用の迅速通過レーンを最近設置した

ので、同空港は RT の導入の必要はないと言っている。 RT 運営業者には VIP 社の他

に Vigilant Solutions と FLO（Fast Lane Option）の 2 社が存在する。 FLO は、証券取引

委員会への申請資料によると、運転資金枯渇で 2009 年の運営継続が困難となるようだ。

(travelweekly.com, 12/05/2008) 

 

（３）オービッツ フォー ビジネス、カナダと英国で立ち上げ 

Orbitz Worldwide のトラベル管理会社 Orbitz for Business が、カナダと英国でサービス提

供を開始する。 同社は、欧州大陸と豪州における事業展開も計画している。 TRX

と契約し、国際航空券発行、フルフィルメント、国際コールセンター サービスを提供

している。 TRXは、欧州大陸では ベルリンに汎欧州サポートセンターを置いている。 

(travelweekly.com, 12/08/2008) 

 

（４）米旅行業界団体、オバマ次期大統領にキューバ渡航禁止解除を要請 

 

ASTA を始め米旅行業界団体が、オバマ次期大統領にキューバ

渡航禁止解除を含む全ての米国のキューバ政策の見直しを要

請した。(travelweekly.com, 12/10/2008) 

 

 

（５）ヤフーが、商標裁判で AA に対抗 

Yahoo がカルフォリニア州の連邦裁判所に、同社の広告表示方法が AA 商標侵害となる

かどうかの裁判所の判定（declaratory judgment）を求めた。 

AA は、10 月 17 日に ダラス地方裁判所に対して AA の商標を違法に使用して利益を得

ているとして Yahoo を訴えた。 AA は、AA の商標を使用した検索結果に表示される

他社のスポンサード広告が、AA の商標侵害に当たり違法であると訴えている。 Yahoo

は、AA の航空券を販売しているオンライン旅行社が AA の商標を含むキーワードにビ

ッドするのは違法ではないので、AA の商標侵害には当たらないと主張している。

(travelweekly.com, 12/10/2008) 
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 空 運  

 

（１）ユーロウイングズが、ジャーマンウイングズを売却 

Eurowings が、12 月 8 日、Germanwings 株を LH に売却すると発表した。 売却価格な

どの詳細は不明。(wsj.com, 12/08.2008) 

 

（２）海南航空が地方政府に補助金申請 

Hainan Airlines の親会社 Grand China Air が、海南地方政府に対して補助金を申請する。

(wsj.com, 12/08.2008) 

 

（３）裁判所 NYC スロット競売の実施延期を命令 

ワシントンの控訴裁判所は、ATA、CO 航空、Port Authority of NYC and New Jersey から

請求を認め、米運輸省が 1 月 12 日に予定していた NYC 3 空港のスロット競売の実施延

期を命じた。 ATA 等は、米運輸省がスロット競売の法的権限を保有しないばかりか、

競売による空港混雑の解消は期待できず、航空運賃の値上げを誘発する競売制導入に強

硬に反対していた。 競売制が導入されれば、今後 5 年間で NYC 3 空港に乗り入れて

いる既存航空会社のスロットの 10%が没収されて競売にかけられることになる。

(travelweekly.com, 12/08/2008) (wsj.com, 12/08/2008) 

 

（４）AF/KLM 11 月輸送実績 

AF/KLM の旅客輸送 11 月実績は、前年同月比▲0.8%減となった。 4 日間のパイロッ

トのストにより、この間に 1/3の定期便の運休を余儀なくされたことが響いている。 ス

トが無かったと想定すると、旅客実績は +1/8%増えたと推定される。 L/F は、78.3%

と前年の 78.4%と略同一レベルを維持した。 貨物は、世界貿易の縮小を反映して▲13%

減となった。(wsj.com, 12/08/2008) 

 

（５）ユナイテッド、優先レーン販売 

UA が、チェックイン、セキュリティー、搭乗順位を優先させる“Premier Line”を、各

便 $25 で販売する。 Premier Line は、Boston Logan, Chicago O’Hare, Denver, LAX, 

Minneapolis-St. Paul, LGA, EWR, Orange County, Portland, San Diego, SFO, SEA-Tacoma, 

WAS Dulles, WAS Reagan National で利用可能。 ロイヤルティークラブのエリート会員

は、今まで通り無料で優先レーンを使用できる。 この新商品は、UA の新たなオプシ

ョナル サービスの 1 つ。 UA は、FFP のマイレッジの蓄積を加速させる Award 

Accelerator を 1 便 $9 で販売開始している。(travelweekly.com, 12/08/2008) 

UA は、流動性を向上させるために、B757 型機×15 機を East Shore Aircraft に $150m で
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売却する。 UA は、売却後これ等の航空機をリースする。（所謂セルアンドリースバ

ック）(travelweekly.com, 12/09/2008) 

 

（６）コンチネンタル、エンタメ・システム装置機増加 

CO は、主として EWR 発着の大西洋路線に投入している B757-200 型機全機の Y クラス

に、オンディマンド システムを含むエンタメ・システムを装着する。 このシステム

は Panasonic eFX エンタメ・システムで、映画 25 本、TV ショー25 プログラム、音楽

CD 50 曲、ビデオゲーム 20 とベルリッツの語学教材が楽しめる。 

CO は、長距離 B777 型機にも新エンタメ・システムを導入中で、既に 20 機中 14 機に

このシステム（映画 250 本、TV ショー300 プログラム、音楽 CD150 曲が選べる）を装

着した。(travelweekly.com, 12/08/2008) 

 

（７）サウスウエスト航空、ライバルの戦術採用 

米国内線旅客輸送で最大キャリアとなった Southwest が、ライバルの FSA（full-service 

airlines）の戦術である法人旅行の獲得と FFP プログラムの強化と 他社との国際マーケ

ティング提携による新たな収入源の確保を試みている。 

Southwest は、2008 年の決算を含めて 36 年間連続利益を計上するだろう。 燃油ヘッ

ジにより 2003 年以来 $4.3bn の現金を生み出しコストをカバーして来たが、最近の燃油

費の大幅低下でそれが困難になりつつある。 会長の Gary Kelly（53）は、Southwest

が、2010 年までに少なくとも年間 +$1.5bn の新たな収入源を見い出すことを目標とし

ていると言っている。 最近では、今まで決して利用しなかった大ハブ混雑空港である

LGA への乗入れの承認を取得した。 そして、カナダの WestJet とメキシコの Volaris

の両社とマーケティング協定を締結した。 ハワイやカリブでも、同様のマーケティン

グ提携を模索している。 Kelly は、最近の原油価格の大幅下落に対応して 2009 年のヘ

ッジを減少させるが、今後の燃油費の再度の高騰を予想して、ヘッジ対策の手は緩めな

いと言っている。(FT.com, 12/08/2008) 

 

 

 

（８）エアバス、ボーイングを追い抜く 

11 月末までのエアバスの受注機数が、ネット 756 機となった。 

同期間のボーイングの受注は 640 機となった。 エアバスの

デリバリー機数は、437 機となった。(wsj.com, 12/09/2008) 
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（９）エミレーツ航空の客室乗務員 

Emirates 航空では 1 万人の客室乗務員（平均年齢 26 歳）が働いている。  

（米国の客室乗務員の平均年齢は 40 歳半ば。 30 歳以下は全体の 12%しか存在しな

い。） ドバイの$20mをかけた Atlantisのグランドオープニングでは、10数人の Emirates

の客室乗務員が世界的有名セレブに混じって出席した。 客室乗務員の 75%が女性だ。 

彼女達は、厳しい規則で縛られている。 

✓ 15 分おきに口紅を塗り直す。 

✓ ユニホーム着用時には、必ず白かベージュの下着（体にフィットした）とハイヒ

ールを着用し、喫煙と飲食が禁止される。 

✓ 体重のコントロールが要求される。 オーバーした時は、会社の栄養士の指導の

下でダイエットさせられる。 

✓ 男女ともマニキュアと美顔術の実施が要求される。 

✓ 未婚の客室乗務員が懐妊した場合は、解雇される。（イスラム法は、未婚の母とホ

モセクシャルを許さない。） 

✓ 乗務 12 時間前の飲酒は禁止。 

✓ 乗客から名刺と電話番号を差し出されたら、丁寧に受け取らなければいけない。 

その反対は各自の自由。 

 

The airline graduates about 90 new flight attendants from its six-week training course every week. At left, Emirates 

flight attendants at the ceremony promoting them from economy to business class service. 

 

Emirates は、客室乗務員をアジア、東欧、中東の開発途上国より採用している。 それ

らの地域では、客室乗務員の職は、世界の流行を自分の目で確かめる事が出来るまたと

ないチャンスの人気の高い就職先なのだ。 過去 12 ヶ月間で 93,079 人が、就職を申し

込んでいる。 合格率はタッタの 6%だ。 一部の国の採用試験時には、米国や西側の
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多くの国で 差別に繋がるとして禁止されている体重測定を実施している。 6 週間の

ドバイにおける訓練後、毎週 90 人の新規客室乗務員がラインに送り込まれている。 景

気後退により Emirates は、11 月に終了した上半期決算で▲88%減益したけれども、路線

拡大とフリートの増機のために客室乗務員の採用を現在のペースで継続する。 

待遇は、高いパーディアムと豪華なドバイの社宅が用意されているなど決して悪くない。 

通勤費は全額支給される。 その上ドバイのバー、レストラン、ヘルスクラブは▲50%

引きで利用できる。 欧州からやって来た 25 歳の客室乗務員は、匿名を条件に「少し

息苦しい感じがする」、「私たちは人間であって、決してマーケティングの道具ではない」

と語っている。(wsj.com, 12/09/2008) 

 

（10）デルタ、アメックスとのコーブランドカード契約で$2bn の資金獲得 

DL 航空が、American Express との契約更新で $2bn の資金を獲得した。 この契約更新

は、現契約の有効期限が 2 年先にも拘わらず繰り上げて合意された。 DL は、AmexCo

に $1bn 相当のマイルを前売りし、そして更に 2010 年までに非特定の +$1bn に上る契

約条件改善を AmexCo にコミットさせた。 AmexCo は、NW との合併で会員数が 7,400

万人に拡大した DL の SkyMiles コーブランド カード発行権を、NW のアフィニティー 

カードメンバーの US Bancorp を蹴落として勝利したことになる。 DL は、世界金融危

機の最中にも拘わらず、AmexCo から資金獲得に成功したのは、SkyMiles のブランド力

のお陰だと言っている。 UA や CO も、マイレッジの前売りにより JPMorgan Chase か

ら数百万ドルの資金を獲得している。(FT.com, 12/09/2008) 

 

（11）英航空局、スタンステッド空港使用料を減額 

英 CAA は、STN 空港の今後 5 年間の空港使用料金を、最初の 2 年間は 現状維持の 1

旅客当たり £6.34 に、2011/12 年〜2013/14 年の最後の 3 年間は、消費者物価指数 +1.63%

の £6.65 にする概要案を 12 月 9 日に提示した。 この料金案は、11 月に競争審議会

（Competition Commission）が提案した 2013/14 年の £7.05 を大幅に下回る。 CAA は、

2 本目の滑走路の建設費用は、現下の経済情勢から、その必要性が早くても 2017 年以

降になるとして 今回の料金改定案の中には組み入れなかった。 STN の空港利用者数

は、過去 12 ヶ月間連続で減少している。 BAA は、2030 年に現在の LHR 空港利用者

数に匹敵する年間 6,600 万人を取り扱う供給量を STN で確保するために、第 2 滑走路と

第 2 旅客ターミナルの建設（£2.3bn プロジェクト）を計画し、その第１段階として 2015

年に 2 本目の滑走路供用開始を希望していた。 今回の CAA の概要案では、この計画

が少なくとも 2 年間遅れることになる。 

料金改定に合わせて、CAA は STN にサービス品質リベートスキームを導入する。 空

港利用者（航空会社と旅客）に、一定のサービス品質が提供されない場合は、空港管理

社（BAA）は、財務的ペナルティー（旅客便の空港使用料収入の 7%＝年間 £10m に及
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ぶ）を負わされることになる。 CAA は、既にこの制度を LHR と LGW に導入済みで、

今年 7 ヶ月間で BAA は航空会社に £7.9m のペナルティーを支払わせられている。  

競争審議会は、BAA の 7 空港の管理運営が競争を阻害しているとして、ロンドンの 3

空港の内 LGW と STN と、スコットランドの Glasgow ないし Edinburgh のいずれかの計

3 空港の売却を要請する報告書を 3 月に提出する準備を行っている。 (FT.com, 

12/09,12/2008) (wsj.com, 12/09/2008) 

 

（12）中国政府、新機材導入削減を航空各社に要請 

Civil Aviation Administration China が、国内の航空会社に来年の航空機の導入抑制を要請

した。 新機材の導入抑制に加えて、リース機の返還、駐機による非稼働化、売却、経

年機の貨物機への改修などの供給削減措置を要請している。 景気減退による需要減少

と燃油ヘッジ損で中国の航空業界は、今年 10 ヶ月間で 推定▲42 億元の欠損を計上し

ている。 

政府は、南方航空と東方航空に各 30 億元（約 420

億円）の補助金を支給した他、航空会社が支払うイ

ンフラ・フィーや税の減免を検討している。 中国

では少なくとも 24 社の国営航空会社が存在する。 

先週末には Okay Airlines が、経営陣と株主間の確執

が原因で旅客便の無期運航停止に追いやられた。 

China Southern Airlines, the country's 

largest carrier by fleet size, received a $439 

million government subsidy last month. 

アナリストは、ここ数年以内の業界再編と、倒産に追い込まれる少なくない航空会社の

発生を予想している。 中国の航空会社がエアバスとボーイングに発注している機数は、

下表の通りである。 

 
11 月末までの 

今年納入機数 
備 考 

エアバス 
69 

(総納入機数 437) 

総受注機の 11%が中国向け 

ボーイング 
19 

(総納入機数 338) 

総受注機 210 機の内 B787×

42 機 

(wsj.com, 12/09, 11/2008) (FT.com, 12/10/2008) 
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（13）欧州連合 カナダ オープンスカイ合意 

EU とカナダが、世界で最も自由な航空市場の創設で暫定合意した。 この合意が全て

実行されると、EU の航空会社は、カナダ内の如何なる地点間も自由に運航できる他、

カナダの航空会社への自由な投資が可能になる。 これと同等の欧州域内における権利

が、カナダの航空会社にも認められる。 第一段階の自由化は、夫々が相手国／地域の

如何なる地点へも 運賃や供給の制限無しに自由に運航できることになる。 最終合意

は来年に予定されているが、具体的な施行日は 明らかにされていない。 

(travelweekly.com, 12/10/2008) 

 

（14）パイロット団体、重大事故の操縦室会話記録の公表禁止を要請 

International Federation of Air Line Pilots’ Association は、重大航空機事故の操縦室内会話

記録の公表禁止を国際当局に要請した。 同協会は、会話記録の公表が事故調査の妨げ

になると主張している。 そして それが、メディアに使用され公衆の娯楽用に使用さ

れていることを強く批判している。 米 National Transportation Safety Board は、記録テ

ープのリリースを法的に禁じているが、その他の各国は米国並の厳しい規則を採用して

いない。 Vanity Fair マガジンは、同社の Web サイトでブラジルの Gol 航空会社 B737

（乗員乗客 154 名死亡）と Embraer Legacy 600 のアマゾン上空 37,000 フィートの空中衝

突時（2006 年 9 月）の会話テープを Web で公開している。(wsj.com, 12/10/2008) 

 

（15）米航空会社 定時性改善 

 2008 年 10 月 2007 年 10 月 2008 年 9 月 

到着定時性 86% 78.2% 84.9% 

欠航率 0.6% 1.2% 1.8% 

手荷物障害* 3.55 5.37 3.86 

苦情数 627 1,099 684 

（*旅客 1,000 人当たり） 

(wsj.com, 12/10/2008) 

 

（16）アリタリア売却 

12 月 12 日、AZ が、イタリア投資家 21 社が結成した Compagnia Aerea Italiana に売却さ

れた。 CAI は、この買収に €450m を支払い €600m の負債を引き継いだ。 そして、

AZ/KLMもしくは LHに 新AZの少数株（20%〜25%）を売却することを希望している。 

CAI は、12 月に伊第 2 位の Air One をおよそ €300m で買収し、AZ と Air One の両ブラ

ンドを並列させた運営を行う。 新AZの営業開始は、1月 13日からが予定されている。 

CAI は、それまでにパイロットの雇用に拍車をかける。 AZ のパイロット組合は、新

労働協約に合意しなかった。 
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新 AZ は、Air One を合わせて 148 機のフリートと 70 路線を展開する。 そして伊国内

線市場では 56%のシェアを有して、2 年後の 2013 年には年商 €4.8bn を達成する。 

(wsj.com, 12/10/2008) (FT.com, 12/12/2008) 

 

（17）QF と BA が運賃談合で罰金 

SYD の連邦裁判所は、2002 年〜2006 年にかけての航空貨物の燃油 S/C 談合の廉で QF

に対して A$20m の支払いを命じた。 同裁判所は、同期間における BA と LH の貨物

運賃談合について、BA に対し A$5m の支払いを命じた。 両社は、Australian Competition 

and Consumer Commission の 10 月の談合捜査で 既に容疑を認めている。(nytimes.com, 

12/11/2008) (wsj.com, 12/10/2008) 

 

（18）DL、パイロットのシニオリティーリスト統合で勝利 

仲裁委員会は、DL と NW のパイロットのシニオリティーリストの統合に関する拘束性

を有する仲裁裁定を行った。 航空会社の合併で最も大きな問題となるシオリティーリ

ストの統合問題の解決で、DL は NW との統合プロセスに弾みをつけたいところだが、

話はそう簡単ではなさそうだ。 

NW の顧客サービス エージェントとランプ

作 業 員 と 予 約 係 が 属 す る International 

Association of Machinists 組合は、12 月 8 日、

DL の非組合員（DL ではパイロット以外は非

組合員）への組合参加意思を確認する投票前

の地上社員のシニオリティーリスト統合は時

期尚早であるとし、リスト統合中止を求めて

WAS の米地方裁判所に DL を訴えた。 

Labor frictions remain following the Delta-Northwest 

merger, including suits from the unions for Northwest 

flight attendants and ground crews. 

NW の客室乗務員組合は、11 月に同様の理由で DL を訴えている。(wsj.com, 12/10/2008) 

 

（19）B787 型機更に半年遅れ 

B787 型機のデリバリーが、更に半年遅れて 2010 年の第１四半期になる。 これは、4

回目の遅延で、合計すると 2 年近い遅れとなる。 当初計画では、2008 年 5 月に初号

機のデリバリーが予定されていた。 遅延の理由は、部品不足、設計問題とサプライヤ

ーの不完全な作業、ストライキ。 今年末に予定されていた試験飛行は、2009 年第 2

四半期まで延期される。 B787 型機は、59 の顧客から 910 機を受注している。 ボー

イングは、度重なる遅延で大きな財務的損害を発生させるだろう。(FT.com, 12/11/2008) 
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(wsj.com, 12/11/2008) (nytimes.com, 12/12/2008) 

 

 

 

 水 運  

 

（１）NCL RCCL、2009 年クルーズで燃油 S/C 廃止 

Norwegian Cruise と Royal Caribbean Cruises が、2009 年のクルーズから燃油 S/C を廃止

する。 Carnival は、同社の 6 の北米ブランドで 既に S/C の廃止に踏み切っている。

(travelweekly.com, 12/05/2008) 

 

（２）MSC クルーズの新クルーズ船が進水 

St. Nazaire（仏）の STX France 造船所で MSC 

Fantasia号（3,959人乗り）が進水した。 Fantasia

は、MSC の最大のクルーズ船で、STX France

が MSC に引き渡す 6 隻目の新造船となる。

(travelweekly.com, 12/11/2008) 

 

（３）RCCL コミッション増額 

Royal Caribbean Cruises が、北米 3 ブランドの旅行社向け施策を以下の通り強化した。 

・ 販売手数料 +1%を増加、 

・ 卓越したマーケティングプランの旅行社に対して co-op funding を増加、 

・ 添乗員割引を 16 顧客に対して 1 人から 10 人に 1 人に変更、 

・ 全ての FIT ブッキングのデポを▲50%減額、 

・ 無料クルーズ資格を蓄える事が出来る個別インセンティブ。 

(travelweekly.com, 12/11/2008) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）FedEx 年度利益見通しを下方修正 

FedEx が、米経済の不況を反映して、2009 年度の利益見通しを下方修正した。 2009

年5月に終了する年度の利益見通しを、前回の1株当たり$4.75〜$5.25から $3.50〜$4.75

に下方修正した。 燃油費の下落と DHL の米国内パッケージ輸送からの撤退が、不況

によるインパクトを緩和させている。 FedEx は、資本投資を$3bn から $2.5bn に減少
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させる。(wsj.com, 12/08/2008) (FT.com, 12/09/2008) (nytimes.com, 12/09/2008) 

 

（２）貨物激減 輸送業者直撃 

2009 年は、過去数十年間で 貨物輸送業者にとって最悪の年となるだろう。 

トラック業界では、7 月〜10 月の間に輸送物量が▲6.3%低下した。 米国のトラッキン

グ会社は、今年より▲22%も少ない 101,000 台のトラクタートレイラーしか購入しない

だろう。(American Trucking Association) Daimler Trucks North America や Kenworth 

Trucking などの幾つかのトラック メーカーは、一部の工場を閉鎖して生産台数を削減

している。 

鉄道では、新造貨車のデリバリーが今年の 5万 8千台から 4万台に減少するだろう。 11

月の鉄道貨物輸送量が▲10%減少した。 これは、全米鉄道協会が記録を取り始めた

1997 年以来最大の落ち込みだ。 

Norfolk Southern は、コストカットの

ために、列車の本数をカットし従業

員をレイオフしている。 

海運は、世界貿易縮小の最も大きな

インパクトを受けている。 幾つか

の海運業者が数年前に発注した新造

船がデリバリーされて来るので、需

給ギャップは更に拡大する。 世界

最大の Maersk Lines は、8 隻のコン

テナ船を係留する。 

Norfolk Southern, which operates this Alexandria, Va., yard, 

plans to lay off workers and park its rail cars. 

 

（３）伊独鉄道会社、SNCF（仏）の不公平競争是正を欧州委員会に陳情 

Ferrovie dello Stato（伊）と Deutsche Bahn は、12 月 11 日 欧州委員会の運輸コミッショ

ナー宛に SNCF の不公正競争の是正と 2012 年 1 月 1 日からの域内加盟国の国内鉄道路

線の解放を要求した。 SNCF は、仏における同社の最大の強豪相手は Deutsche Bahn

の Euro Cargo Division であり、仏国内鉄道市場は既にオープンになっていると言ってい

る。 同社は、2011 年に欧州初の民間高速鉄道会社となる NTV（伊）に 20%を出資し

ている。 欧州連合では、2003 年に国際貨物鉄道の自由化、2006 年に国内貨物鉄道の

自由化が既に実施されている。 そして、2010 年 1 月 1 日より 国際旅客鉄道の自由化

が予定されている。(FT.com, 12/11/2008) 
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 ホテル & リゾート  

 

（１）ホテルが、新たな収入源を探している 

携帯電話の登場で、ホテルでは客室からの電話使用の副収入が殆ど無くなってしまった。 

また 宿泊客が自分自身の PC や携帯機器で用を足してしまうために、客室に設置した

エンターテイメント システムを撤去するホテルも出始めている。 ホテルは、これ等

に代わる新たな収入源を探している。 

客室収入以外の収入には、飲食や各種の手数料収入（客室内の金庫の使用料、ペットフ

ィー、リゾートフィー、インタネットアクセスなど）が存在する。 これに加えて、ス

パや物販の小売りが存在する。 スパは、スパ独自の採算性を追求するよりは、この施

設による顧客増や顧客の支出増を目的としている場合が多い。 しかし これ等の収入

源は、決して新しいモノではない。 ホテルは、これ等の収入と客室収入を合算させた

総合収入管理手法を採用し、最適マージン管理を実行しなければならなくなっている。 

(travelweekly.com, 12/03/2005) 

 

（２）米大統領就任式にむけ、ホテルで暴利 

Barack Obama 次期大統領の就任式を控えて、インターネットを駆使したホテルの競売

で儲けを企む人々の活動が始まった。 60 マイル離れたペンシルバニア州 York の

Holiday Inn Express の予約から Washington の高級ホテルの前払いパック商品まで、一儲

けを企む人達が eBay や Craigslist などのインターネットサイトで 就任式のホテルを競

売している。 ホテルで暴利をむさぼるというのは新しいトレンドであり、ホテル自体

はそれに対しては何も打つ手がない。 殆どの大規模なホテルチェーンでの電話予約で

は、予約時の顧客名やクレジットカードはいつでも変更出来る。 前払いの場合は、変

更は不可能になっているが Washington のホテルの高額パック宿泊料金の多くは、払い

戻しは不可能であるが変更は自由となっている。 しかし競売にかけられたホテルは、

未だに少しか入札されていない。 理由は、ホテルの客室が最終週まで埋まらない可能

性がある他、宿泊料金が非現実的かもしれないからだ。 例えば、中心から 35 マイル

も離れた Baltimore-Washington Airport ホテルでは、割引前宿泊料金（rack rate）が一泊 

$179 にも拘らず、3 泊料金が ＄4,000 で売り出されている。 これが法外な料金だとし

ても、Washington 中心部にある the Park Hyatt のプレジデンシャルスイートのパック料

金は $70,000 もする。 The Omni Shoreham では、プレジデンシャルスイート 4 泊料金

が、$440,000 だ。 しかしながらこの料金には宿泊費は勿論、他にプライベートジェッ

ト機の使用及び就任式のチケットやショッピングが含まれる。 
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郊外では未だに予約可能な格安のホテルが数多くあり、オンライン旅行社では一泊 

$100 から $200 が提示されている。 インターネットの競売で得をした落札者も存在す

る。 中心部から 40 マイル離れた Comfort Inn 2 泊予約が $225（通常価格 1 泊 $119）

となった。 Spring Hill Suites Annapolis の場合は一泊 $180 に対して、2 泊 ＄177.50 で

競り落とされた。 Washington にある L’Enfant Plaza では、格安の 6 泊 $1,300 で競り

落とされた。(travelweekly.com 12/05/08) 

 

 

（３）エクステンデッドステー ピンチ 

Extended Stay Hotels が、債権者（金融機関）に対してホテルチェーンを譲渡する初期段

階の交渉に入っている。 この動きは、商業不動産事業の、問題の深刻さを浮き彫りに

している。 Extended Stay の問題は、商業不動産の財務的困窮が新たな段階にさしかか

っている兆候だ。 今迄は、開発業者の再ファイナンスの取得困難が問題となっていた。 

Lightstone Group LLC（Lakewood, N.J.）は、2007 年 7 月に Blackstone Group から Extended 

Stay を $8bn で買収した。 この買収費用の内 $7.4bn が借入金により賄われた。 

Wachovia, Bank of America, Merrill Lynch & Co., Fortress Investment Group は $3.1bn の所

謂メザニンファイナンスを実施した。（この融資条件の緩やかなファイナンスは、再交

渉段階で全て若しくは殆どが返済を余儀なくされる可能性がある。） この高率のレバ

レッジ買収が、問題悪化を加速化させている。 主要債務の返済期限は未だ先であるけ

れども、事業収入の減少が大きいためにキャッシュフローが極端に悪化している。 

Extended Stay の RevPAR は、今年 ▲10%低下している。 このままの状況が続けば、

Extended Stay は 60 日以内に債務不履行を引き起こすだろう。 関係者の話によると、

債権者への譲渡は 1~2 ヶ月以内に行われるだろう。 商業用不動産担保証券の一般的な

条件は、債務者が所有する抵当物件の提供を優先させるので、Extended Stay は破産法保

護の申請を実施しないようだ。(wsj.com, 12/08/2008) 
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（４）PKF、2009 年のホテル業界見通し下方修正 

PKF Hospitality Research は、米国のホテル収入の見通しを下方修正した。 

 

 今回予測 前回 9 月予測 

RevPAR ▲7.8% ▲3.2% 

宿泊需要 ▲2.5% n.a. 

供 給 +2.9% n.a. 

オキュパンシー 57.6% 58.7% 

(travelweekly.com, 12/09/2008) 

 

（５）NYC 市、ホテル宿泊税値上げ検討 

NYC 市議会が、宿泊税を現行の客室料金の 5%に +0.875%追加することを計画している。 

この増税は、2010 年の 6 月までに +$80m の税収増加をもたらすだろう。 1 泊$300 の

客室では、+$2.63 の増税となる。(travelweekly.com, 12/11/2008) 

 

 

 

 その他  

 

（１）ビデオゲームが売れている 

Microsoft の欧州における Xbox 360 販売が、11 月に前年比 125%増となった。 今日ま

で米国ビデオゲーム業界の販売が +25%増加している。 750 万台以上の Nintendo Wiis, 

Xbox 360s, PlayStation 3s の市場によって、ゲームソフト メーカーは恩恵を被っている。 

Microsoft は、販売増の一番の原因は、ゲーム機の値段の低下だと言っている。 景気

後退で、人々は家で楽しむゲーム機を購入している。 Google の全カテゴリーにおけ

る商品の検索上位が全てゲーム機で占められている。 Wii Fit が最も良く売れている。 

日本の会社が、ゲーム機愛好者の年齢層の拡大に貢献していることも、販売増の 1 つの

要因だ。(FT.com, 12/07/2008) 

 

（２）Dubai 再訪 

Dubai は、夢のように見える魅惑的な場所の一つだ。 Dubai は Abu Dhabi と共に、7

つの都市国家（city-state）から成る United Arab Emirates 連邦（アラブ首長国連邦、1971

年にイギリスから独立した）の一つだ。 Dubai は、自由なナイトライフ（名目上はイ

スラム国にも拘らず）や派手な建造物などの表面的な知名度が先行して来た。 

それを是正した新しい書籍“Dubai”が Christopher M. Davidson (以前 UAE で教えた経験
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のあるイギリス居住の学者)により出版された。 その中で、Dubai が小さな漁村から世

界規模のハブに成長した様や、如何に素晴らしい歴史感覚を有してペルシャ湾の中継港

に登り詰めたか等が記されている。 この著書が有名になった理由は、魅力的な Dubai

に加えて自身が抱える脆弱性を彼が論じているからだ。 

その論点は、以下の通りだ。 

A) 低賃金や危険な職場環境に対する労働者の抗議行動、アルコールや賭博氾濫に対

する反発、モスク礼拝参加の低下、不十分な英語力に加えてアラビア語使用の低

下に対する警鐘； 

B) 密輸、怪しい武器取引、マネーロンダリング、アジアからの不正婦女取引； 

C) UAE に対して新法令や法規制を促す国際的抑圧； 

これらの問題は、光り輝いている Dubai ブランドの下で、未だ見過ごされているのが

現実だ。 Davidson は、独裁的な政治制度が Dubai の最大の弱点であると見ている。 中

東の多くの国と同様に、UAE の政治形態は法令ではなく派閥（世襲支配者層とその取

り巻き）を中心に動いている。 しかしその中でも Dubai は、見識のある独裁的な政治

形態であり、他者を受け入れる社会的な下地があるために、卓越した経済の進展を促し

て来た。 中国と同じく Dubai は、政治には民主主義を取り入れないまま、経済での自

由化を試みている。 

東アフリカから東南アジアまでの国々の国状（例えば サウジの厳しい飲酒やその他の

文化的制限、エジプトやイラクにおける企業家抑圧、インドやパキスタンにおける職場

不足等）が変革する迄の間、Dubai は比較的オープンで、安定した、税率の小さな、ビ

ジネスに友好的な機会を提供し続けるだろう。 非民主主義の政治形態がもたらす弊害

は、政府からの施し金と職場でのサボタージュに現れている。 

又、彼は Dubai の国民は、公式発表の半分に当たるイラン人 40,000 人の移住者を含む

80,000 人と見ている。 Dubai 総人口 200 万人の 8%にしか相当しない。 Dubai は、外

国からの少数の役員を企業に据えて、彼らの経営手腕にすっかり依存している。 彼は、

外国人経営者の現地人との連携の希薄さや、簡単に他所へ移動する懸念の存在を指摘し

ている。 

Dubai の成功の理由を聞かれると即座に石油と近代的な建物を思い浮かべるが、彼は

1970 年（貨物のコンテナ化前）に既に船舶輸送のための施設や Jebel Ali で名高い乾ド

ックを彼等が建設した事だという。 今日、Jebel Ali は、世界の大規模コンテナ港の一

つとされている。 この著書は、金融危機以前に書かれたものであるために、Dubai の

経済面での脆弱さを述べてはいない。 この著書は、Dubai の国内問題よりも 世界に

進出して行く力強さについて焦点が当てられている。（nytimes.com, 12/07/08） 
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（３）ホワイトハウスの X マス 

 

 

 

The White House awaits more than 60,000 visitors who are 

expected to tour the holiday decorations. 

 

 

 

 

 

 

 

White House Executive Chef Cristeta Comerford walking past the White House 

Christmas tree. The elaborate party menus call for 300 pounds of cheese grits and 

22,000 cookies. 

 

(nytimes.com, 12/12/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記  

 

 

 

 

CRS, Hub and Spoke（H&S）、FFP が、米航空マーケティングの 3 大発明と言われている。 

いずれも航空規制緩和法（1978 October 24, Airline Deregulation Act）が契機となって 開

発されたものだ。 
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CRS（Computer Reservation System）は、世界の航空会社の座席を瞬時に予約することが

できる予約システムだが、その端末を旅行会社の店舗まで展開したことで戦略的な役割

を果たして来た。 今では GDS（Global Distribution System）と呼ばれている。 

H&S は、需要の大きいハブ空港間の幹線を大型機で運航し、それに接続させて 需要の

少ない地方のサブ空港とハブ空港間を小型機による複数のスポーク便で運航する航空

路線の展開方式だ。 

FFP（Frequent Flyer Program）は、顧客が搭乗した飛行距離（マイレッジ）に比例して

アップグレードや無料航空券を提供する、顧客の囲い込みのためのインセンティブ ス

キームだ。 

（注）予約の多寡に応じて運賃レベルを上下に調整し、1 便当たりの収入の最適化を試

みる Yield Management System（YMS）を加えて 4 大発明とする説も存在する。 

 

この 3 大発明が、制度的とも言える疲労を起こしているようだ。 

 

巨大なメインフレームをエンジンとするレガシーシステムの CRS は、全世界的な Web 

2.0 化の急速な拡大により時代遅れになっている。 インターネットを利用したサプラ

イヤーの直販がシェアを伸ばし、オープンシステムのメタサーチやオープンソースの

Web 旅行管理システムが登場し始めている。 CRS を中心にして（独壇場にして）動

いていた航空の流通の仕組みが、e-チケットやチケットレスの導入とも相俟って徐々に

変化しつつある。 

H&S は、ハブ空港間を発着する基幹便と それに接続する複数のスポーク便の運航時間

を揃えなければならないなど コストがかかる難点がある。 またハブにおける空港混

雑が、H&S 運営を難しくしている。 LCC の P2P（Point-to-point）の直行便主体の路線

運営の方が、より効率的で競争力が有ると言われ始めている。 各社は、多頻度の P2P

方式をより採用し始めている。 

FFP は、アワード償還に必要になる最低マイレッジ数がより高く設定し直された上に、

アワード用のインベントリーが少なくされて すっかり使い勝手が悪くなってしまって

いる。 財務的に困窮している航空会社の なりふり構わない増収施策の為に、本来無

料の筈のアワード航空券にまで予約発券手数料や燃油サーャージが課されている。 今

では、会員の半分以上が FFP に対して不満を感じている。 

 

これ等の 3 大発明は、勿論 夫々の必死の改善努力は実施されているものの、誕生から

四半世紀以上を経て、ライフサイクルの 3 ないし 4 期目の成熟期あるいは衰退期にさし

かかっているのかも知れない。 
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ところで、3 大発明に代わる 新たな 画期的な 大きな 発明は出て来たのだろうか？ 

アライアンス、サプライヤーのオンライン直販、LCC のノーフリル低コスト低運賃モ

デル、アラカルト運賃（機内食、座席指定、受託手荷物、枕や毛布などの有料化）・・・

などがヘッドラインを賑わしているけれども、何れも 3 大発明に匹敵するほどではなさ

そうだ・・・。（H.U.） 
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表紙： 

枯れ葉 Dead Leaf 

画用紙、色鉛筆、インク 

W185mm×260mm 

1993 年 12 月作 


