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7 月デリバリーの原油価格が、+90 セント高の 59.37 ドルと最高値をつけた。 

6 月 20 日、ダウジョーンズ、Nasdaq コンポジット、S&P500Index の 3 指標が、一斉に下げている。 
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1. アメリカウエスト ユーエス航空 合併 その後 

 

America WestとUSの合併が5月19日に発表されて以来今日までのニュースを追って見る。 
 

新しい合併スケジュールが発表された。 それによると： 
6 月 30 日    破裁への US 再建計画提出期限 
7 月 31 日  AWA 合併案の破裁承認取得予定 
10 月 31 日  合併決定 
AWA の US 買収計画への対抗ビットは発生しないだろう。 （WSOC-TV 9 Charlotte - Jun 15 

2:08 PM） 

 

Alexandria の破産裁判所は、6 月 16 日、US 航空の管理職（1,800 人非組合員）に対する退職金

の上乗せ（管理職ポストのレベルにより、現在の給与 2 週間分が、12 週間～52 週間分に増額さ

れる）と、リテンション ボーナスの支払いを認めた。 US 航空では、毎月 20 人～40 人にも

及ぶ管理職の退職が継続している。 US は、これ以上の管理職の退職者の発生は、AWA との

合併を危うくさせると判断し、退職金などの上乗せを行い、管理職の引き止めをはかる。 

この上乗せ措置は、当然の事ながら、合併後まで在職した社員に支払われる。 必要となる追

加コストは、リテンション ボーナス分の＄5m（5.5 億円）を含み、1/3～1/2 の管理職が退職す

ると仮定して、＄20ｍ（22 億円）～＄28ｍ（30 億円）になると見られている。 

 

自分達の給与が大幅カットさている組合は、とんでもない事と、

この措置に激怒しているが、破産裁判所の判事は、管理職を引き

止めておくには、やむにやまれぬものであると認め、苦渋の裁定

を行っている。 なお破裁は、役員 23 人に対する同様の上乗せ措

置については、その承認を見送っている。(post-gazette.com, June 17, 

2005) 

America West CEO Doug Parker secured a $429 million 

government loan that may have saved the airline from 

bankruptcy. 1986 Vanderbilt University MBA, 1995 NWか

ら AWAにスカウトされる。 2001 AWA CEO就任。 

 

AWA の株価が、US 航空との合併発表以来、急上昇（+54％）し、6.30 ㌦台をつけている。 市

場は、AWA の CEO Doug Parker の US 買収計画に好感している。 US 航空の株価は、先月+16％

上昇（合併直後、一時+60％急進）を見せたが、その後、元のレベルに戻っている。 合併後、
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Parker は、来年には、保有機を 419 機から 361 機に、▲58 機を減機し、会社文化が異なる（シ

ニオリティーが大きく違う）2 社の社員を融合させ、コストを▲＄600ｍ（660 億円）削減し、

50 ㌦原油でも利益を出せる、FSA と LCC を組み合わせたハイブリッド エアラインの確立を目

指す。 ■ 
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nytimes.com, 6/20/2005 

2. Google Said To Plan Rival To PayPal 

グーグル オンライン ペイメント システムに参入 

 

Google が、PayPal に対抗して、PayPal 同様のオンライン支払システム“Google Wallet”を

立ち上げる事を計画している。 そして、カリフォルニア州に、Google Payments Corporation
を設立する申請を行っている。 又､幾つかのオンライン リテーラーが、Google から、

Google Wallet 参加を呼びかけられている。 Google は、いよいよ、オンライン コマース

へ、より深く入り込もうとしている。 
（PayPal は、第 1 四半期に、7,200 万のアカウントと、62 億㌦≒6.800 億円の支払いを取り

扱い、eBay 収入の 20％を構成している、全米最大のオンライン ペイメント システム） 
 

Google は、基幹サービスの検索エンジンと Froogle ショッピングサービスによって、多数

の顧客を、インターネット ショップに集めている。 しかし、今までの Google のオンラ

イン商売の稼ぎ口は、検索結果や、Froogle ショッピングページの脇の、オンライン広告の

販売のみしか存在しない。 Google は、eBay や Craiglist
が実施している、クラシファイド広告サービス（classified 
advertisement service ≒ 部門別 3 行案内広告）に打って

出るのかも知れない。 ペイメントシステムは、オンライ

ンで、クレジットカードの受付が出来ない個人や小規模小

売業を、オンライン市場に連れ出す助けとなるだろう。 
           Google headquarters 
 

Google は、膨大な検索データとサイト訪問データに加え、今度はこの“wallet サービス”

開始により、購入データまでをも集積する事になる。 となると、Google は、Wallet の開

始によって、ますます効果的なオンライン広告の場を、広告主に提供する事が出来るよう

になるだろう。 
Google は、他のサイトが有料で提供しているサービスを、サイトのトラフィックを増加さ

せる目的のために、無料で提供している。 例えば、Gmail サービスの無料の 2 ギガバイ

ト ストーレッジ、Froogle の無料の商品掲載など、他の多くサイトが有料にしているサー

ビスを、無料で提供している。 E-コマースのアナリストは、Google は、トランザクショ

ン ビジネスを増加するために、このペイメントシステムも、無料若しくは割引料金で提供

するだろうと、予想している。 あるいは、Craiglist が行っているように、クラシファイ

ド広告を無料で掲載させて、ペイメントのトランザクション料金で稼ぐことを狙っている

のかも知れない。 ■ 
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nytimes.com, 6/20/2005 

3. Click And Pay A Little More:  
The Days Of Tax-Free Online Shopping May Be Over 

米オンライン企業 課税化の動き 

 

人生で必ずやって来るのは、死と税金だと信じている人達にとっては、この話は極めて分

かり易い話だ。 
 

5 月末、カルフォルニア州の控訴裁判所は、Boders Inc.に 1998 年 4 月～1999 年 9 月までの

間の滞納売上税 167,000 ㌦（1,830 万円）の支払いを命じた。 この上訴審の判決は、今後

のオンライン リテーラーの売上税の徴収開始に、拍車を掛ける事になると予想されている。  
 

現在、オンライン リテーラー販売は、顧客からの税の徴収と、税務署に対する納税が極め

て煩雑であるとして、課税対象にはされていない。（1992 高裁判決は、会社が位置する州

以外の顧客への通信販売の場合に限り、通信販売会社への課税を免除している。 そして、

これを、オンライン販売にも適用している。） 
 

しかし、Borders 書店の場合は、オンラインと、納税義務のあるオフライン店が、別会社化

されているにも拘わらず、連携して商売していると判定され、上訴審は、Borders にオンラ

イン販売の納税を命じたのである。 
 

2000 年に、40 州以上の税務当局が参加する Streamlined Sales Tax Project が立ち上げられ、

オンライン販売への課税開始が検討されている。 このプロジェクトでは、売上税の徴収

手続きの簡素化と、各州共通規則の制定が検討されている。 
テネシー大学の経済学教授 Bill Fox は、オンライン販売に売上税が適用されるとなると、

凡そ＋180 億㌦（1 兆 9,800 億円）も、税収が増加すると試算している。 今後、税の免除

の恩典を享受している eBay や Amazon.com の、議会ロビー活動が活発化されるだろう。  
（Amazon は、本社が在る Washington と、ウエアハウスとカスタマー サービス センター

の在る North Dakota や Kansas では、売上税を顧客から取っている。） 
 

eBay は、仮に課税開始となっても、年間売上 500 万㌦（5.5 億円）以下のオンライン リテ

ーラーは、免除されるべきだと主張している。 Amazon は、年間売上 1 万㌦（110 万円）
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以下は、免除されるべきだと主張している。 
 

Jupiter Research のアナリスト Patti Freeman Evans は、課税対象となっても、オンライン販

売は、余り影響を受けないだろう、と語っている。 Wal-Mart や Macy’s 等の殆どのオフ

ライン小売業は、彼等のオンライン販売の全てから、既に税を徴収している。 そして、

Jupiter がインタビューした消費者のタッタ 9％しか、「課税された場合は、オンライン購入

を中止する」と言っていない。 ■ 
 
 
 
nytimes.com, 6/20/2005 

4. Yahoo Feels The Creative Urge 

ヤフー テレビ プログラミングに挑戦 

 

ブロードバンドが広まるにつれ、Web の次の革命が

既に始まっているようだ。 オンライン ポータル

によるテレビ プログラミングへの挑戦が開始され

ているのだ。 
 

マッキンゼー コンサルタントの Michael Wolf は、

「インターネットのコンテントのベースが、テキス

トからビデオに移行している。 そして、究極的に

は、彼等は、テレビを飛び越えてしまう事を考えて

いるのだろう」と語っている。 
Yahoo, MSN, AOL 等のポータルによって運営されてい

るオンライン ネットワークが、ロイヤルなオーディエ

ンスを獲得しようとすればするほど、彼等は、インタ

ーネットの他のサイトでは探せない、ポータル自身の

エクスクルーシブなコンテント（エンターテイメント

や情報）を、提供しなければならなくなって来る。 

 

リッチ メディア時代が到来し、消費者は、何か違ったコンテントとオンラインサービスを求め

ている。 そして、それが、インターネット ポータルを、ますます、他のメディア ネットワ

ークの“クローズ”な世界に誘っている。 インターネットの初期段階の“オープン”、つまり、

“同一情報を、全てのオーディエンスへ提供する”のとは、似ても似つかない様変わりだ。 
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Yahoo CEO Terry Semel は、類似点と同様に、インターネット ポータルとテレビの違いを強調

するのに四苦八苦している。 Yahoo は、現在、ポータルに人々を送り込んで呉れるコンテン

トを提供している、テレビ ネットワークや、ミュージック レイベルや、その他に依存してい

る。 従って元 Warner Bros.のヘッドであった Semel は、重要な提携先をアップセットさせな

い様に、気を配っているのだ。 

 

しかし、Yahoo が、自分自身のオリジナルなコンテント作りに真剣になっている兆候が、随所

に伺える。 ABC の元会長が、昨年スカウトされ、今年の後半には、メディア部門をひとまと

めにして LAX に集結させる。 そして、Yahoo の幹部達は、急に、オリジナル コンテント制

作に無関心を装いだしている。 

 

現在、Yahoo は、他のポータルと同様、ユーザーが作成しているコンテント（dating advertisement

やパーソナルなブログ）に依存している。 ビデオ エンターテイメントの自作の前に、先ず、

居間のテレビで映し出されている物から、デスクトップ PC への移行を考える必要が有る。 

 

既に、ペプシコーラは、嘗ては、米国の Warner Brothers のミュージック ビデオショーのスポ

ンサーとなっていたが、今月初め、そのビデオ ショーを、オンラインで見易い様に、短いセグ

メントに再編して、Yahoo に移動させている。 

北米ペプシの CMO Dave Burwick は、「我々は、消費者が行く所を追って行く。 より多数のオ

ーディエンスを抱えている、24 時間利用が出来る Yahoo のリーチの方が、Warner Brothers のネ

ットワークよりも優れていると考えている」と語っている。 

 

Yahoo は、「この様なコンテント制作を増やして行く事になるだろう。 しかし、テレビとは違

って、インターネット ポータルのコンテントは、より短く、そして双方向性をより持ったもの

となるだろう」と言っている。 

 

しかし、ブロードバンドの展開拡大により、オンライン ポータルのビデオ プログラミングは、

よりテレビに近いものになって行く、と見られている。 そして、オンライン独自のビデオ プ

ログラミング制作が、増えて行くだろう。 しかし、既に確立されたメディア企業によって占

拠されている、プログラミング制作の領域への参入は、Yahoo にとって費用が嵩むものとなる

だろう。 Yahooは、伝統的メディア企業との提携を考えるのかも知れない。 元Warner Brothers

のヘッド Terry Semel が、Yahoo のヘッドになっている！ ■ 
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5. 其の他のニュース 

 

旅行流通 

 
（１）プレザント ホリデーズ UA 航空とブロック座席契約 

Pleasant Holidays が UA 航空と、6 月 16 日から、SFO/LAX=HNL
間で、5 年間契約のブロック座席買取契約を締結した。 この

契約は、Pleasant が 11 年間実施して来た ATA 航空との契約に

取って代わるもの。 Pleasant は、変更の理由を、①便数頻度、

②価格、③契約条件の柔軟性（特に季節的変動への対応）の三

つを上げている。 
Pleasant は、ホテルとも同様のブロックインベントリー契約を有しているが、ホテル客室

ブロックとは違って、UA 航空との契約の場合は、買戻し条項は含まれていない。DTW, 
6/13/2005) 
 

（２）ナビガン ナスダック上場継続を希望 
買収資産の計上修正で、証券取引委員会から、修正財務諸表の提出を要請されている

Navigant International は、その提出期限である 6 月 17 日を守れなかった。 Navigant は、

期限を更に 1 ヶ月延期して 7 月２９日にする様、証券取引委員会と交渉している。 そし

て、Nasdaq に対しては、それ迄の間の上場取消をしない様に求めている。(DTW, 6/16/2005) 
 

（３）アマデウス  ホテル リスティング順位販売開始 
Amadeus は、Sabre に倣って、ホテル リスティングの優先順位販売を開始する。 
（Sabre は、昨年夏に、Sabre Spotlight 優先順位販売を開始している） 
Amadeus は、シカゴのホテルマーケターである TravelClick と提携して、Amadeus Instant 
Preference と呼ばれる、ホテルのリスティングの優先順位販売を展開する。 この優先順位

表示は、旅行社がニュートラル ディスプレーを選んだ時のみ作動する。 従って、旅行社

が、優先契約を保有しているホテルチェーンをして指定した場合は、優先順位表示は作動

しない。 また、このシステムは、Sabre とは違って、画面トップのポジションしか販売し

ない。 Amadeus は、料金などのファイナンシャルな点については明らかにしていない。

(DTW, 6/20/2005) 
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 空 運  
 
（１）DL 航空  499 ㌦キャッピング死守 
UA, NW, America West は、 6 月 15 日、数日前に数社が失敗したにもかかわらず、DL 航空

の SimpliFares キャッピング運賃にマッチングした、499 ㌦運賃の＋10 ㌦値上げを試みた。 

AA は、翌日の 6 月 16 日に、これにマッチングした。 DL 航空は、コードシェアー便路

線のみを＋10 ㌦値上げし、それ以外の路線については、値上げを見送った。（SimpliFares
最大運賃 499 ㌦を死守した） DL 以外の各社は、SimpliFares の 499 ㌦キャッピングに不

快感を顕にしているが、なかなか各社の値上げの歩調が揃わない。 NW などは、先週、

499 ㌦＋50 ㌦の値上げを試みたが、数社のみがマッチングしたのみで、DL と AA がマッ

チングしなかったために、この運賃値上げは崩壊している。 
American Express の調査によると、米国内線のビジネス旅客が支払った運賃は、2004 年 
第 1 四半期に 234 ㌦であったものが、今年の第 1 四半期には、202 ㌦に▲14％も低下して

いる。(biz.yahoo.com, 6/16/2005) 
 

（２）エアバス 受注機数 ボーイング上回る パリエアーショー 
パリエアーショー開催期間中の商業旅客機受注

獲得機数は、エアバスが 280 機（277 億ﾕｰﾛ≒3 兆

6,010 億円）に対して、ボーイングが合計 146 機

（151.9 億㌦≒167 億円）と、エアバスが、ボーイ 
ングの略倍の受注を獲得した。 
スーパージャンボのＡ380 型機は、インドの振興

航空会社 Kingfisher が 5 機を発注し、総発注機数は 149 機となった。 今年末までには、

同型機を 200 機受注する、とエアバスは言っている。 中国南方航空が 5 機発注している

のに加えて、他の中国航空会社が、間もなく A380 型機を発注すると期待されている。 ボ

ーイングの長距離中型機 B787 型機の対抗機種である A350 型機については、総計 95 機を

受注した（含む LOI）とエアバスは言っている。 A350 型機の開発費には 43.5 億ﾕｰﾛ（5,660
億円、A330 派生型機）が必要で、エアバスは、その 1/3 を欧州政府から支給される開発補

助費から捻出する予定。 米国は、この補助金中止を求めて WTO に提訴している。 こ

の関係で、A350 型機の開発決定が、6 月から 9 月へ 3 ヶ月延期されている。 最近になっ

て、エアバスは、政府の補助金を当てにせずとも、自力で資金捻出し、開発すると言い出

した。 
A:B 競争（Airbus：Boeing）は、今年の 1 月～5 月の受注獲得機数では、A 196 機：B 277
機で、ボーイングが、勝っている。 
エアバスの親会社 EADS は、エアバス機の値上げを以下の通り実施する。 
－A380 型機の定価を+＄10ｍ（11 億円）値上げして、＄292ｍ（321 億円）に、 
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－エアバスに大きな成功をもたらした A320 型機については、ベースプライス＄60-64ｍ
（66-70 億円）を＄62-66m（68-72 億円）に、 

－A330-300 型機については、＄162ｍ-170m（168-177 億円）から＄169ｍ-189m（185-207 億

円）に､それぞれ値上げする。（channelnewsasia.com, 6/17/2005) 
 

（３）A380 型機のリスク 
スーパージャンボ A380 型機（旅客

機）は、米国と日本が 1 機も発注し

ていないにも拘わらず、既に 150 機

近くを受注している。（A380 型機貨

物専用機については、米国の UPS が

発注している。） 
そして、最も熱心なバイヤーが、中

東のペルシャ湾岸のカタールやオマ

ーンの航空会社達だ。 彼等は、ハ

イイールドのビジネス旅客の獲得（中東トランジットの、欧州⇔アジア太平洋地域間のト

ラフィック）を狙っている。 
しかし、以下の What-if を考えると、リスクが大きな航空機だ。 動かないシステムを開

発して、株価 64 ㌦を 1 ㌦に下げてしまった Lucent（IT テクノロジー ベンダー）や、遺伝

子組み替え食品の販売に失敗した Monsanto の大混乱の再来を、この A380 型機に見る事に

なるかも知れない。 
What-if とは： 
① 直行便の人気が増している。 超大型機のハブ空港経由は廃れてしまうのでは？ 
② 飛行場の受け入れ施設の改良に大きな投資と時間が必要。 飛行場の準備が間に合わ

ない？ 大量の旅客の乗降とセキュリティー チェックに時間が掛かり過ぎる？ 
③ 観光旅客は、すし詰めの客室を敬遠する？ A380 型機の最大席数は 800 席以上が装着

可能。 損益分岐を下げたい航空会社は、ビジネス路線以外は、（エコノミー キャビ

ンは）座席数の増加を図る筈だ。 
(nytimes.com, 6/17/2005)  （米国サイドの記事である事に注意が必要！） 
 

（４）エアカナダ ボーイング機発注キャンセル 
Air Canada が、先の 4 月にボーイング社に仮発注していた 32 機の大型機（B777 型機×14
機＋B787 型機×14 機≒60 億㌦）の発注を、全て取り消した。 キャンセルの理由は、パ

イロット組合から、機材導入に関するコスト削減等（トレーニングコスト、ペイスケール、

その他の乗務条件）の合意取得が得られなかった事によるもの。  
Air Canada は、この機材発注以前に、同社のフリートの略全てのボーイング機を、エアバ
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スと Bombardier の CRJ リジョナルジェット機に更新している。 B777 型機×3 機のデリ

バリーは、2006 年度を予定していたため、Air Canada は、中古機の調達等を考慮せざるを

得ない状況に陥っている。 B787 型機のデリバリーは、2010 年以降を予定していた。 な

お、このキャンセルには、ボーイングに対する違約金の支払いは発生しない。(YAHOO 
NEWS, 6/19/2005) 

 

 

（５）UA 航空  再建計画提出期限 2 ヶ月延期 
UA 航空は、シカゴの破産裁判所から、再建計画の提出期限

の 2 ヶ月延長（9 月 1 日）の承認を取得した。 この延長に

は、債権者 2 者と客室乗務員組合（AFA）が反対している。 

債権者の U.S. National Bank Association と The Bank of New 
York（両者で 20 億㌦≒2,200 億円 程の債権を所有）は、外

部からの再建計画の応募が、会社のエステートを高める最良

の方策であると主張している。  
UA CEO   Glenn Tilton 

AFA は、再建計画のエクスクルーシビティー反対に加え、地方裁判所にアピールして、年

金基金の PBGC 繰り入れの、破裁承認取消を求めている。 
一方、UA の手荷物ハンドラー等の地上社員 2 万人を代表する IAM 組合は、新しい 5 年間

の労働協約案の暫定合意（5 月 31 日）を、正式に承認した。 この合意は、7 月 22 日を期

限とする、IAM 組合員全員を対象とした批准投票に回される。 IAM 組合員が、この案に

批准すれば、UA の全組合が、総額▲700ｍ（770 億円）の労務費削減に譲歩したことにな

る。 （IAM のみの場合は、年間▲＄175m≒192 億円）(Forbes.com, 6/17/2005) 
 

（６）プライベートジェット 人気高まる パリエアーショー 
パリエアーショーで、プライベートジェット Bombardier の Global 5000（＄35ｍ≒38 億円、

次頁トップ写真）が一際人目を惹いている。 まるで、ワーゲンの中に駐車しているポルシ

ェの様だ。 プライベートジェットのブームが再来している。  
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しかし、今度のブームでは、信じられない位の超金持ち相手の販売を対象にしている。 
テキサスのビリオネアーRobert M. Moss は、超音速のプライベート機の開発を計画している。 

針の先のような機首、6 座席装着し、音速の 1.6 倍で飛行することが出来る。 亜音速機だと

NYC→TYO は 14 時間 21 分かかるが、この超音速機だと、給油のための ANC 途中寄航を入れ

ても、9 時間 33 分しか掛からない。 Moss は、この開発のパートナーを募集中で、2011 年に、

凡そ$80m（88 億円）で売り出すことを計画している。 彼は、Gulfstream や Bombardier と十

分競争できると言っている。 

これとは逆の“空中タクシー”を計画しているのが、元マイクロソフト幹部の Vern Raburn だ。 

彼の会社 Eclipse Aviation は、＄1.3m（1.5 億円）のプライベートジェット機（6 座席）を開発し、

すでに 2,200 機のオーダーを受けていると言う。 先月、Eclipse Aviation は、エアータクシー サ

ービス会社の DayJet と、今後 5 年間で 239 機受注の、同社にとって初めての契約を締結した。 

DayJet は、エコノミー運賃フルフェアーを若干上回る料金で販売出来ると言う。 

幾人かのアナリストは、超音速機のプライベートジェット機に方が将来的に有望株だと、驚く

べき予想をしている。 超金持ちとなった成功者にとっては、超音速機みたいな、成功のトー

テムポールがマスト欲しいのだろう。(nytimes.com, 6/18/2005) 

 

（７）中国 国産中型ジェット旅客機製造計画 
中国は、国産トランクライナー中型ジェット機（150 席～200 席）の開発計画に直ぐ着手す

るべきだと、China Aviation Industry Corporation AVICⅠの上級役員 Liu Daxiang が力説して

いる。 中国国内線の旅客需要増を考えると、今後 600 機～700 機の中型ジェット機が必

要になると見込まれ、今、即、国産機の開発に着手しなければ、中国は、ズーット開発チ

ャンスを逸する事になる、と主張している。  
中国は、70 席～90 席のリジョナルジェット機の開発を試みているが、西欧の対抗機に比して、

全ての面で大きな遅れをとっており、追いつけないでいる。 中国は、現在、国産商業ジェッ
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ト機の国家プロジェクトを持っていない。 多くのテクノロジーの取得と中国航空製造業の大

幅なレベルアップがはかれる国産商業ジェット機製造の重要性を認識し、宇宙計画と同様に、

これを、国家プロジェクトとして位置付けるべきだと、Daxiang は主張している。

（channelnewsasia.com, 6/19/2005） 

 

（８）カタール航空 機内ライブ オンデマンド TV 開始 
Qatar Airways が、機内ライブ オンデマンド TV の放映を、今年末までに開始する。 Qatar
航空は、Lufthansa Technik と契約して、Rockwell Collins の機内ライブ TV 放送システム

Tailwind 560 プロダクトを、A330 型機 15 機に搭載する。 このライブ TV 放送は、双方向

の Audio Video On Demand と完全に統合されており、旅客は TV プログラムから、オンデ

マンドの映画まで、幅広いオーディオ エンターテイメントを楽しめる。 Lufthansa Technik
との契約は、総額$100m（110 億円）で、A320 型機の重整備のアウトソースが含まれてい

る。 Qatar 航空が採用している LCD TV スクリーンは、中東キャリアでは、最も大きな 15
インチを採用している。（エコノミー座席は 9 インチ）(asiatraveltips.com, 6/19/2005) 
 

（９）マレーシア航空  エアーアジアに国内線移譲か 
マレーシアの News Straits Times は、6 月 18 日、MH 航空

が、赤字の国内路線を AirAsia（マ）に割譲するかもしれ

ないと報道している。 MH は、Penang, Langkawi, Kuching, 
Kota Kinabalu の幹線に集中し、その他の路線は AirAsia に
割譲する、と言う。 情報源は明かされていない。 AirAsia
は現在、マレーシナ内 15 地点、国際線では、中国、イン

ドネシア、マカオ、シンガポール、タイの 5 カ国に路線網

を張っている。 そして、ラオス、ベトナム、カンボジア

への路線展開を計画中。(channelnewsasia.com, 6/18/2005)  
IATA 年次総会のセッション参加の為に来日した、

AirAsia の CEO Tony Fernandes（上中央野球帽）は、｢日

本での LCC 参入の障害は？｣との問いに対して、「マレ

ーシア政府との AirAsia の立ち上げの経験を踏まえると、

日本でも、障害を乗り越える事が出来るだろう。だが日

本進出は未定」と語っている。 そして、航空運賃の高

さを指摘している。（日刊旅行通信、6/8/2005） 

Customers queue to buy tickets on AirAsia at the 

Kuala Lumpur International Airport in Sepang 
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（10）豪貿易大臣 SQ＋QF 合併案を披瀝 
オーストラリアの貿易大臣 Mark Vaile が、豪紙に、「QF と SQ の合併は、現在の航空業界

の熾烈な競争に生き残る為には良い考えである。 仮にその様な事が計画されれば、自分

の意見としては、豪州政府は十分にそれを検討するだろう」と、発言している。 QF CFO 
Peter Gregg は、「コンソリデーションを可能にする環境作りを支持したい。 欧州でも、

米国でもコンソリが発生している。 しかし QF と SQ の合併は考えて事もないし、直ぐ

には起きるものではない。」と、貿易大臣の発言を一応は歓迎している。 
一方、SQ は、合併話は、競争促進を棚上げにして、消費者の為にはならないと、豪貿易

大臣発言を批判している。 
先週の、豪政府の、SQ の豪米路線参入の一時棚上げ決定以降、色々な噂 ― 曰く、SQ
は、豪の VirginBlue と合併して、間接的に豪米路線の参入を図るべきだ ― 等々が飛び

交っている。(channelnewsasia.com, 6/20/2005) 
オーストラリア首相 John Howard は、豪米路線への SQ 参入問題に触れ、「SQ の同路線へ

のアクセス承認の決定延期は、未来永劫延期するものではないが、かと言って、短期間に

決定されるものでもない。 豪政府は、幅広い航空政策の見直しの中で、この問題を詳細

に検討する事になるだろう。 そして、その検討の中には、コンソリデーション、例えば

QF と SQ の合併などの問題が含まれる事になるだろう」と語っている。 
Shaw Stockbroking 研究所のマネジャーBrent Mitchell は、「市場では全く両社の合併話が存

在しないのに・・・」と、首相発言に戸惑っている。 彼は、「シンガポールは、以前に豪

国内線市場への参入の機会が与えられたにも拘わらず、その機会を活用していない。 そ

れなのに、どうして、SQ の QF との合併の話が出て来るのだろう？」と言っている。

(channelnewsasia.com, 6/22/2005) 
 

（11）米航空運輸協会（ATA） 航空のオーバーホール要請 
 Air Transportation Association（ATA）のヘッド James May は、「米国の航空政策は、手遅れ

になる前に、大幅な見直し（overhaul）が必要になっている」と、6 月 21 日に開催された、

NYC の Wing Club で訴えている。 そして、FAA のマンデートが切れる、2007 年 10 月 31
日迄に、議会は、米航空の、意味有る改革を実行するべきであると、主張している。 彼

は、連邦政府は、① 航空会社に大きな税負担を強いて、② 老朽化したインフラの近代化

を怠り、米航空産業を弱体化させている、と語っている。 彼の論点はこうだ。 
 1988年に航空運賃の７％であったタックスとフィーが、今では26％に拡大している。 
 米航空会社は、110 億㌦（1 兆 2,100 億円）を、Airport and Airway Trust Fund に納めて

いるが、航空システム改善とキャパシティー拡大には、20％以下しか使われていない。 
 そして、それが原因で、2004年には、8,650分の遅延が発生し、航空会社に 62億㌦（6,820

億円）の追加コストの負担を余儀なくさせている。 
 FAA の、地上オペレーション コスト削減のためのコンソリデーションと、新しい人
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工衛星による航空管制システムの導入が必要。 
(DTW, 6/22/2005) 
 

（12）ライアン航空、東欧路線拡張 
Ryanair が、東欧路線を拡張する。 9 月～10 月にかけて、LON (Stansted) からポーランド

の Lodz, Poznan, リトアニアの Kaunas の路線を開設する。 同社は、同時に採算性の最も

悪い路線 5 路線を運休する。 下図、Ryanair 路線網（オンライン地点展開図）参照。 
CEO Michel O’Leary は、「燃油は、60 ㌦台になるだろう。 そうすれば、Ryanair の儲けが更に

増えるだろう。 何故ならば、各社が運賃を値上げしてくれて、Ryanair の相対的運賃レベルが

下がる結果、ますます旅客が増えるだろう」と語っている。(FT.com, 6/21/2005) 

 

 
 

（13）ムーディーズ ノースウエストの格付け低下 
6 月 21 日、Moody’s は、NW 航空の格付け（corporate debt）を、これまでの B2 から、ジャ

ンク レベルの Caa1 に低下させた。 ①ネガティブ キャッシュフロー、②年金基金積み

立て不足、③労務費削減に関する長引く労使交渉、④燃油の高騰、⑤供給過剰と熾烈な運

情報 173（平成 17 年 6 月 23 日）  TD 勉強会 15



賃競争、などを格付け低下の理由に挙げている。 なお、先週、S＆P は、NW の格付け

（long-term debt）を、B から CCC＋に下げている。 
6 月 22 日に、下院の航空小委員会で証言する事になっている ALPA（全米パイロット組合）

の会長 Captain Duane Woerth は、Financial Times に、「年金救済策が議会で通過しない場合

は、今年の秋の早い時期までには、NW と DL は破産（going to fail）するだろう」と語っ

ている。 そして、AA と CO についても、同様の事が起こるだろう、と語っている。 
航空各社は、年金積み立て不足の解消期間を、現行 4 年から、25 年に延長するように、議

会に陳情している。 
米国レガシーキャリアに対する、credit default swap prices（CDS）の新しいデータは、彼等

がまっしぐらに Chapter 11 に突き進んでいる事を示している。 
CDS とは、辞書によると「貸付債権の信用リスクを保証してもらうオプション取引」と出

る。 
FT.com は、「CDS プライスとは、投資家が、自分が保有している債権の、企業の返済不能

（デフォルト）リスクに、いくら保険をかけるかの物差し」と解説している。 
6 月 16 日時点の、この CDS プライスによると、倒産時にはアセットから 10％がリカバリ

ーされる前提で、2007 年末までに、DL の場合は 69.2％の確率で、NW の場合は 59.9％の

確率で、それぞれ倒産する（declare bankruptcy）と言う。 
同様に、2009 年までに、AA と CO は、50％以上の確率で、倒産してしまうと言う、なん

とも恐ろしい JP Morgan の数値が発表されている。(FT.com, 6/22/2005) 
 

（14）エアバス親会社 EADS 空中給油機の米工場建設予定地 アラバマに決定 
エアバスの親会社 EADS は、空中給油機（A330 型改修機）の米工場建設予定地を Alabama
に決定した。  
EADS は、ペンタゴンから空中給油機を受注した場合は、米国企業と提携して、米国内で

同機を生産する計画を有している。 
ペンタゴンの空中給油機調達については、ボーイング社とペンタゴン間の機材（B767 型改

修機）発注スキャンダル発覚で、昨年、連邦議会は、235 億㌦（2 兆 5,850 億円）の商談を、

白紙に戻させた経緯がある。  
機材受注のチャンスが巡って来た EADS は、米企業（Northrop Grumman が最有力候補）と

提携して、共和党議員の選挙区である Alabama, Mississippi, South Carolina, Florida の、4 州

の内のどれかに、空中給油機の工場を建設する計画を作成した。  
今回、EADS は、この 4 つの候補地から、Alabama を選定した。 
しかし、EADS は、最近、下院が通過させた、「WTO 係争中の企業とは、給油機の発注は

行えない」とする法案の、新たな難問に直面している。 Pentagon は、今年後半にも、旧

式となった現空中給油機の、代替機の競争入札を実施するか否かを決定する模様。<FT.com, 
6/21/2005) 
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 海 運  
 

（１） 中国最大海運グループ コスコ上場 不人気 
中国最大海運グループ Cosco の、香港上場（H$129 億㌦≒1,800 億円））は、どうやら大し

た市場の反応を貰えずに終わりそうだ。 今の所、リテール サイドの需要は少なく、機関

投資家からは、募集の 3 倍の申し込みがあるに過ぎない。 先週の中国第 5 位の Bank of 
Communication（Bocom）上場の、リテール投資家 205 倍、機関投資家 11 倍の人気とは、

際立った違いを見せている。 
アナリストは、Li Ka-Shing と Lee Shau-kee の香港 2 大財閥とシンガポールの Temasek の合

計 US$400ｍ（440 億円）の資本参加と、Cosco の高い配当（利益の 1/4）が有るにもかか

わらず、①コンテナ船業界の、景気循環下降局面到来の予想（現在がピークで、これから

は景気下降が懸念されている）、②高いバリュエーション（ 売出価格 HK$4.25～HK$5.75
は、ライバル企業の China Shipping Container Lines や Orient Overseas の HK$４以下を、大き

く上回っている。） 
6 月 24 日に募集が締め切られ、週末に上場売出価格が決定される予定。 
Cosco は、119 隻のコンテナ船を保有する、世界題 7 位の海運グループ。(FT.com, 6/22/2005) 
 
 
 
 

 陸 運  
 

（１） 欧州エービス 221 億円 新株割り当て発行 
Avis Europe が、6 月 16 日、£110.5ｍ（221 億円）の新株割り当て発行を行うと発表した。 
欧州最大のレンタカー会社 Avis は、保有７株に対して、新株 3 株を 35 ﾍﾟﾝｽで発行する。

（現在の株価は 50 ﾍﾟﾝｽ強） Avis は、9-11 テロ以降、低需要とインターネット販売攻勢

の為に業績が振るわず、ここ 2 年間、無配に陥っている。 Avis は、この増資により、フ

リート増加と車種拡大をはかり、市場シェアの挽回に打って出る計画。 増資の決定は、7
月 4 日の、特別株主総会での議決による。(FT.com, 6/16/2005) 
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（２） ユーロトンネル 株主総会 現執行部を承認 
6 月 17 日に開催された Eurotunnel の株主総会は、Gounon 会

長兼 CEO の現執行部の続投を、圧倒的多数で承認した。 し

かし、今後の Eurotunnel 運営には、難航が予想される債権者

団との交渉や、Gounon 率いる経営陣の一枚岩の結束など、

問題が山積されている。（Eurotunnel は、90 億ﾕｰﾛ≒1 兆 1,700
億円に上る負債を抱え、債権者団とのリスケに関する交渉が、

企業存続可否の鍵を握っている。） Gounon は、債務の株式

交換（debt-for-equity swap）に反対しており、その代わりに、

多額の債権放棄（Gounon は 2/3 の放棄を求めている）を債

権者団（70％が北米の保険会社とヘッジファンドが所有して

いると言われている）に迫っている。(FT.com, 6/17/2005) 
       Jacques Gounon 

 

（３）台湾新幹線 資金調達で四苦八苦？ 
台湾高速鉄道（台湾新幹線）の建設計画を主導する台湾高鉄公司が、5 月末迄に集める事

になっていた 75 億元（261 億円）の資金募集に失敗した。 このため、銀行団は、予定し

ていた 600 億元（2,088 億円）の融資を凍結している。 現在、高速鉄道建設工事の進捗状

況は約 87％で、工事費の 74％が支払い済みとなっている。 メインバンクである交通銀行

に提出した、台湾高鉄公司の資金募集計画では、7 月末に 55 億元（191 億円）、9 月末迄に

20 億元（70 億円）を、それぞれ優先株の発行により募集する。 
鉄道開業時期については、今の所、10 月 31 日が予定されているが、高鉄公司は、現在、

各部門の進捗状況を精査している段階で、開業時期の確定は、8 月頃になると見られてい

る。 台湾当局と高鉄公司の両者にとっては、開業時期の遅延は、社会的な反発と政府の

管理能力が問われる事になるため、是が非でも避けたい所だ。 又、この計画が、台湾に

取って初の BOT（Build Operate Transfer）計画であり、その面からも遅延は回避したい。 
行政院は、台湾高鉄と銀行団の与信契約修正に協力し、資金募集問題の解決に努力すると

言っている。（日刊台湾通信、6 月 21 日） 
 

（４）高速鉄道、開通は早くて今年12月末 

交通部高速鉄路工程局は21日、高速鉄道（台湾新幹線）の建設工事が終了した部分の監査

を開始した。 呉福祥・副局長によると、高速鉄道の開通前に、同局では、工事の完了後

の監査、実地監査を行う。 監査期間は、５カ月を予定している。 全ての監査作業が終

了した後に、初めて開通となる。 
呉副局長は、現在の施工状況を見る限り、予定されている10月末の開通は不可能で、開通
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時期は早くても、今年12月末頃になりそうだ、と話している。（日刊台湾通信、6月22日） 

 
（５）香港地下鉄 MTR 中国進出 
香港の地下鉄（下写真）を運営している MTR Corporation が、頭打ちの香港市場から、中

国大陸地下鉄建設に、目を向けている。 MTR は、1979 年に開業して以来、地下鉄旅客

の増加と、沿線開発不動産の業績が好調で、安定した利益を計上して来たが、1990 年代後

半の不動産市場の低迷と旅客の伸びのスローダウンにより、香港に於ける事業が低迷し始

めている。 
そこで、MTR は、昨年、Shenzhen（深川）

の地下鉄建設と沿線開発（290 万平米）

に 60億元（800億円）の投資を決定した。 

又、北京地下鉄建設（153 億元≒2 兆円の

規模）のための合弁企業を設立した他、

Wuhan（武漢）、Chengdu（成都）、Tianjin
（天津）、Nanjing（南京）でも投資機会

を模索している。 
       Hong Kong MTR 

地下鉄は、世界の主要都市の何処を見ても、大きな利益を生んでおらず、（補助金を当てに

している場合が多い）、MTR の中国地下鉄投資を疑問視する向きも無しとしない。 MTR
の CEO CK Chow は、「中国の地下鉄は、各都市で、路線延長距離 400km～450km と、香港

88km の 4.5 倍の規模で、その規模の大きさから言って、投資価値は十分に存在する」と、

語っている。(FT.com, 6/21/2005)  

 
 
 
 

 ホテル  
 
（１） フェアモント ホテル ソニー プレーステーション採用 
最近、多くのホテルが、Apple iPods を、新しいアメニティーとして、彼等のエンターテイ

メントのオプションに加えている。  
今度は、Fairmont Hotels & Resorts が、Sony Playstation Portable（PSP）を彼等のアメニティ

ーに採用した。 ビデオ ゲームから映画まで楽しむことができる PSP は、ファーストカ

ム ファーストサーブベースで、コンセルジュデスクで貸し出される。（DTW, 6/17/2005） 
 

（２） ホテル顧客 ハイスピード インターネット アクセス要求 
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法人旅行雑誌 Business Travel Executive の調査によると、ビジネス客は、どんなアメニティ

ーよりも何よりも、ハイスピードのインターネット アクセスを、ホテルの客室に欲しがっ

ている、と 75％以上のホテル マネジャー達が言っている。 昨年、彼等の 53％が要求し

ていたフィットネス クラブは、今回は 18％に低下している。(nytimes.com, 6/21/2005) 

 

（３） 香港ディズニーランド 鱶鰭スープ論争 
9 月 12 日に開業する香港ディズニーランドで、フカヒレ スープ論争が起きている。 中

国の伝統に従って、ディズニーランドで開催される結婚披露宴に、フカヒレスープのメニ

ューを出すべきか、出さざるべきか、でディズニーが悩んでいる。 サメの絶滅を恐れる

自然保護団体が、フカヒレスープに反対しているためだ。 
（中国では、結婚披露宴や重要なパーティーには、高価なフカヒレスープ＜高いレストラ

ンでは 150 ㌦もする＞の様なメニューで、客をもてなす事が不可欠となっている。） 
結局、香港ディズニーランドは、中国の伝統に従って、フカヒレを出すことを決定したが、

国際協定で取引が禁止されている、絶滅に近い 3 種― great white, basking, whale sharks を
除いて、フカヒレスープをサーブする事になった。 香港の自然保護団体は、「日本のディ

ズニーランドだって、鯨のハンバーガーを出していない」と、噛み付いている。 
裕福になって来ている中国では、珍種の動物を食する事がますますステータスになってい

る。 山猫、エキゾティックな蛇、鱗のあるアリクイ（pangolins）などが食べられている。 

最近、香港当局は、凍結乾燥された 1,800 匹のペンギン（中国レストラン用）を持ち込も

うとした密輸団を摘発している。(nytimes.com, 6/17/2005)  
 
 
 
 

Leung Siu-leung, arranging tail fins of blue sharks 

outside a seafood dealer's shop in Hong Kong, says 

Westerners are stirring up objections. 
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Alan Lee, a shark fin trader, says restaurants order less.  (nytimes.com, 6/17/2005) 
 

 

（４） ハラー シンガポール カジノ＆リゾートとマカオ進出を狙う 
Caesars を 68 億㌦（7,400 億円）で買収し、一躍カジノ産業の世界一に踊り出た Harrah’s が、

2009 年頃までに建設されるシンガポールのカジノ＆リゾート 2 個所に、ビッドしている。 

そして、一方では、今や LAS を抜いて、世界一のカジノとなったマカオ（今年、75 億㌦

≒8,250 億円の収入が期待されている）の進出を諦めていない。 
シンガポールのカジノ建設は、現在、14 社が競願中であるが、間もなく 7 社程度に減るだ

ろうと Harrah’s は見ている。 1 箇所の建設費が、20 億㌦（2,200 億円）も必要となるこの

プロジェクトには、小さな企業は勝ち残れない、と Harrah’s は言っている。 現在残って

いる企業には、Harrah’s の他には、Las Vegas Sands, MGM Mirage, Wynn Resorts, Tabcorp（豪）、

Gentling International（マ）が含まれている。 
Harrah’s のマカオへの進出は、現在、3 社（Stanley Ho=30 年間マカオのカジノ独占して来

たカジノ王, MGM Mirage, Las Vegas Sands）のみがライセンスされているため、直ぐには進

出できない。 しかし、Harrah’s は、シンガポールを足がかりにして、マカオへの進出を

考えている。(channelnewsasia.com, 6/22/2005) 
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 その他  
 
（１） セールスフォース オンディマンド CRM アジア太平洋地区展開 
ASP 方式によるオンライン CRM サービス プロバイダー salesforce.com が、シンガポール

にアジア太平洋地域を統括する本社を設立した。  
一方、日本では、KDDI と提携し、au 携帯電話を使用したオンデマンド CRM ソリューシ

ョンを展開する。 この法人向け業務アプリケーション salesforce.comMobileEditionforau 
は、salesforce.com のサーバーに保存されているスケジュールなどのデータを、直接 au の

携帯電話でダウンロード出来る。 ダウンロードしたデータは、au 携帯電話で閲覧ないし

変更が可能。 また、進めている商談などの進捗状況を変更すると、あらかじめ登録して

おいたグループ メンバーに、メールで変更通知が送られる。 このサービスは、10 月ま

では無料であるが、それ以降は、月額 15,000 円が取られる。（YAHOO FINANCE, 6/13/2005,  
YAHOO JAPAN NEWS, 6/14/2005） 
 

（２） シンガポール VoIP 電話が間もなくスタート 
携帯電話会社は、次世代 3G 携帯電話サービスの販売に努力しなくても良くなるかも知れ

ない。 と言うのも、シンガポール政府は、最近、“3”から始まる Wifi VoIP 用の電話番号

を発行する事を決定した。 VoIP は、無線ブロードバンドを利用して、現在の SingTel や
StarHub の電話料金の、凡そ▲80％の僅かな料金で、電話がかけられるインターネット電

話だ。 そして、PHIwave は、無線ブロードバンドサービスを、月額 S$10 ㌦（650 円）で、

8 月から開始する。(channelnewsasia.com, 6/22/2005) 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 

超音速のプライベート ジェット機や、エアー タクシー用の格安小型ジェット機が開発さ

れるようだ。 
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この記事は、少年時代に夢中になった、手塚 治の「鉄腕アトム」の漫画に出て来た未来都

市を、彷彿とさせてくれる。 聳え建つ摩天楼の間を高速道路が縦横に駆け巡り、空中に

はプライベートジェット機が、飛び交っているコマが多数描かれていた。 お茶の水博士

の大きな鼻とベートベンの様な髪型も、懐かしい。 
 
 
 

誰しもが、夢の様な世界！と思った、この 50 年前の想像が、現実の話となっている。 
 

「鉄腕アトム」の時代は、戦後間もない物の乏しい、今から半世紀も前の頃だったので、

奇妙な形をしたハーシーのチョコレートの美味しさが、今でも忘れられない。 細いひも

状の紙に HERSHEY と印刷されていて、それを引っ張ると、銀紙の包みが、いとも簡単に

剥ける様になっている。 チョコレートの味もさることながら、この手品みたいなパッケ

ジングに、何か、アメリカンドリームの臭いを、子供心に感じ取った事を、今でも鮮明に

覚えている。 
 

大きくなって、ロスアンゼルスの大都市を目の当たりに見て、手塚 治の夢の様な世界が現

実となっているじゃないかと、感動したものだった。 
スーパーマーケットに行って見ると、余りにも多くの商品が、陳列棚にギッシリ並べられ

ていて、買い物客は、こんな多くの商品の中から一体どうやって、物を選ぶ事が出来るの

だろうか？ と、本当に不思議に思ったものだった。 
（或る米国駐在員が、猫印の缶詰を、こんな美味しいものが有るのかと、そればかり食し

ていた、笑えない話が存在していた時代だ。） 
 
 
 

今になって考えて見ると、その頃のアメリカは、最も華やかな、誰しもが憧れた、夢の世

界アメリカンドリームの国だったのだろう。 丁度、アポロ 11 号のニール アームストロ

ング船長が、月面着陸した頃でもある。（1969 年 7 月 20 日） 
 

それがどうだ、最近では、余りにもアゴラントになり過ぎていると、方々からバッシング

され始めている。 今では、すっかりアメリカンドリームが覚めてしまったようだ。 月

面着陸の話だって、最近では、デッチアゲの作り話だと言う説が流れている位だ。 
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しかし、超音速のプライベート ジェット機で、NYC→東京を 9 時間 30 分で飛ばそうと言

う話は、アメリカンドリームそのものではないか。 より早く、より高く、より遠くへ飛

ばそうと言うドリームだ。  
 

毎日追っかけている米国の旅行流通（Travel Distribution = TD）のニュースを読んでいると、

アメリカンドリームではないが、何か、アメリカのダイナミズムを感じないではいられな

い。 いろんな事が、早いスピードで、まさに秒進分歩の早さで動いている。  
 

“茹で蛙”にはなってはいけない。 (H.U.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 173 （ 以 上 ） 
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