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PhoCusWright, 3/17/2006 

1. U.S. Online Travel Agencies Cope With Cooling Domestic, European 
Growth 

 米オンライン旅行社、欧州展開で前年を上回る増収達成 

 

 2005 年の米オンライン レジャー旅行グロス販売は、2004 年の増率 +26%を上回る、

+30%増加、332 億㌦（3 兆 8,350 億円）を達成した。 
 欧州のオンライン旅行社買収による、海外販売の大幅な増加が、米オンライン旅行者

の成長を支えている。 
 Expedia, Travelocity, Cendant の大手 3 社で、市場の 90%を席巻してしまう、寡占体制が

出来上がっている。 これに Priceline を加えると、シェアーは、略独占の 96.8%に拡

大する。 
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 2005 年のグロス販売増加額 +77 億㌦（9,900 億円）の内、+63 億㌦は、米オンライン

旅行社が所有する海外ブランドによって、もたらされている。 
 Priceline は、オペーク販売の減少があり、米国内販売は、+8%に止まっている。 

 

（注）上表では Zuji の表記位置が間違っている。 Cendant は誤りで、Sabre が正解。 
 
 
 

 2005 年の海外ブランド サイト販

売は、+131%と高い増率を記録し

ているが、下半期より成長が著し

く鈍化し始めている。 

 Expedia は、lastminute.com の成長

が、大幅に低下していると言って

いる。 
 Cendant は、ebookers のプラットフ

ォームを改修（retool）する為に、

2006 年の成長は、フラットになる

と言っている。 

 Bookings B.V.を 2005 年 7 月に買収

した Priceline は、2005 年第 4 四半

期の海外販売増率+88%を達成し

ている。 
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 欧州オンライン レジャー旅行販売市場は、Expedia-Europe を筆頭に、米オンライン旅

行社が保有するブランドで、50%以上のシェアーが押さえている。 
 Priceline は、買収したActive Hotels とBooking B. V.のオンライン ホテル販売が好調で、

2006 年には、Opodo と並ぶ、欧州第 3 位の位置を仕留める可能性がある。 
 欧州の伝統的ツアー オペレーターの本格的オンライン進出が開始されている。 Tui, 

Thomas Cook, MyTravel そしてその他の Rewe の如くのツアオペが、オンライン市場の

シェアー獲得に徐々に乗り出している。 が、現在のところは、大手のオンライン 5
社が、市場の 60%を押さえている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 市場競争の激化に対応して、既存の大手オンライン旅行社は、①trip planning、②itinerary 
sharing tools、③trusted advisory content､④scheduling alerts 等の如くのカスタマー フレ

ンドリーな努力を追求している。 
 Orbitz は、パッケージに含まれるサプライヤー間のコミュニケーションをスムースに

して、旅客に対するアラート システムの向上に努力している。  
 Travelocity は、顧客苦情のデータベースを集積して、その他の顧客に同じ様な苦情を

発生させないアラートを出す工夫を試みている。 そして、“VIP”リワード プログ

ラムの導入を試験している。 
 Expedia はパーソナル化した、ある種のコミュニティーには理論的な帰結の、購入後の

URL（post-purchase URLs）を立ち上げ、今年末には、未だ詳細を発表していないロイ

ヤルティー イニシャティブの開始を計画している。 
 “パーソナリゼーション”は、顧客から見ると、それは、顧客に優しいカスタマー フ
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レンドリーと言う事になる。 マーケター達から見ると、消費者の習性をガイドする

強力な手段と言う事になる。 
 カスタマイズした e-メール マーケティングが、高いコンバージョン率を達成している

ので、オンライン旅行社達は、旅行者が残す情報を貯える、大きなスケールのデータ

マイニングを保有するインフラとテクノロジーを積極的に採用している。（データマイ

ニングを駆使して、高い商品を、高くても購入する顧客に販売する悪行が流行るとい

う恐れがあると言う人達が存在するが、その様な現象は発生していない。） 

 将来は、データマイニング ケーパビリティーが、かってないほど重要となるだろう。 

消費者の購入意欲を刺激するために、このケーパビリティーを保有したツールが必要

となる。 それらのツールは、以下の如くの、驚くほど広範囲なアプリケーションの

レンジをカバーする。 

 ログイン会員や、或いは、IP ジオロケーションやその他の方法によって識別され

るリピート顧客用のカスタマイズされたホームページ。 
 類似顧客の購入履歴やショッピング パターンに基づく、パーソナル化したアップ

セルとクロスセル。 
 遅延、欠航、その他のスケジュール混乱情報の、フロントとバックエンド利用。 
 航空会社、レンタカー、ホテル間に於ける遅延情報の流動促進。 
 ユーザー コミュニティーとリワード プログラムの開発。 

 

北米市場で見られる様に、オンライン旅行市場の拡大は、欧州やアジアでさえも、何れは

減少するだろう。 オフライン旅行社のオンライン進出も本格化されるだろう。 市場の

パイの奪い合いは、益々激しくなるだろう。 だから、オンライン旅行社のデータマイニ

ングの必要性は、益々増加する。 ■ 
 

ジオロケーション（geolocation），地理位置情報 

IP アドレスの割り当て状況をもとにデータベースを調べて、そのネットワークが登録され

ている地理的な位置を引き出すもの。 また、これを提供する企業は、ルーターを経由し

ていくデータのパケットを追跡して、各アドレスが実際にどのような場所にあるかを絞り

込み，データベースを精緻化し、都市のレベルなら80％以上、国のレベルなら99％の精度

で推測できると主張している。（ただし，これは問題を起こすと判断されたアドレスは排除

して計算されている） 

この技術が発展するにつれ、特定の訪問者を拒否したり、ウェブの領域を細かく区分した

りするウェブサイトが増えてきている。 一部では、サイトが訪問者の所在に合わせて情

報操作を試みることが懸念されている。 

2000年、フランスの裁判所はヤフー・フランス社に対し、フランスのインターネット利用

者がオークションのページでナチスの関連商品を見られなくするよう命じたが、この時、
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ジオロケーション技術が検討された。 

2004年４月、Google は広告主がアクセス元アドレスの所在地やそこからの距離によって、

ターゲットを絞った広告を表示できるようにした。 ただし、アクセス地が疑わしいとき

はターゲット広告を一切表示しない。 

 
 
 
DTW, 3/21/2006 

2. Outsourced Call Centers Still Receiving Mixed Results From Industry 

 コールセンター、オフショアー外注からホームソースへ 

 

Expedia Corporate Travel は、 近マニラの PeopleSoft 社に外注したコールセンター（CC）
業務を、米国に復帰させる決定を行った。 US 航空は、メキシコとフィリピンに外注し

た CC 業務を米国に呼び戻すために、米国で、レズエージェント 400 人を雇用する。 
 

一時、流行した CC 業務のオフショアー外注化が、ここに来て見直され始めている。 海

外外注先の品質が、シナリオ通りには保たれていないのだ。 現地のレズエージェントの

外国語能力、業務知識、新サービスへの対応、文化の違い等の問題が、CC のオフショア

ー外注の見直しに火を点けている。 オフショアー外注化の一番の問題は、外注先現地ス

タッフの教育訓練と、委託元と委託先との距離にあると言う。 距離が遠くなればなる程、

委託先の管理が難しくなると言うのだ。 航空会社は、オフショアー アウトソースの限界

を感じ始めている様だ。 
 

海外アウトソーシングの調査会社 Datamonitor 社によると、米国旅行業界のアウトソース

率は、インドで 4%～5%、その他のアジアで 6%、ラ米で 11%（スペイン語を含むバイリ

ンガル要員の確保が容易）となっている。 Deloitte Consulting の調査（8 つの産業に跨る

大手 25 社をインタビュー）によると、70%の企業が、CC 外注にネガティブな経験を有し

ている事が判明している。 4 社に 1 社は、外注を中止して、インハウスの運営に戻して

いる。 旅行産業では、大きな外注化方針の変更を実施した企業は今の所現われていない

が、過去の外注化熱は、スッカリ冷めてしまった事だけは確かだと、このコンサルタント

会社は述べている。 
 

アウトソースに代わって注目され始めているのが、ホームソース、つまり在宅勤務による

CC 運営だ。 CC 事務所周辺に在住する在宅勤務者を雇用して、低コスト運営のメリット

を損なう事無しに、オフショアー外注化の問題を克服しようと言うアイディアだ。 在宅
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勤務は、ヘルスプランやペイスケールが、通常社員のレベルよりも下回ったものに出来る

上、事務所費用がゼロで済むと言うコストメリットが存在する。 このホームソース CC
運営を選択する、航空会社が増えている。 テクノロジー リサーチ会社 IDC の新調査は、

在宅勤務者雇用が、2010 年迄に現在の 3 倍の 30 万人になると予測している。 
 

航空会社で も早く在宅勤務を取り入れたのは、NYC ベースの LCC jetBlue だ。 現在、

Salt Lake City の CC 周辺に、1,200 人の在宅勤務レズエージェントを採用している。 
AA 航空は、米国の一部の CC で、6 年前に在宅勤務の試験的運営を実施したが、本格的な

この制度の採用を一度諦めた経緯を持っている。 しかし、DSL 接続が可能になり、効率

的な低コスト運営の目途が立ったため、昨年より在宅勤務者雇用を開始し、現在、300 人

に在宅勤務者の雇用を拡大中である。 
 

テクノロジーの進歩も、CC 運営を変え始めている。 自動音声応答装置の開発（natural 
speech テクノロジーと呼ばれている）が進んでいる。 このテクノロジー開発では、航空

会社が、先頭を切っている。 予約や取消の単純な手配は、既に機械による自動応答が可

能になっている。 現行の CC が取り扱う 70%のトランザクションが、自動化のプログラ

ムに乗ると言われている。 そうなれば、10 人のレズエージェントで、百万人の電話を取

り扱う事が出来る様になるだろう。 
 

Purdue 大学の Center for Consumer Driven Quality のディレクターRichard Feinberf は、CC 業

界では、アウトソースした仕事を上手く管理できない場合は、ディスサービス（disservice）
に繋がる、と言っている。 以下が、CC のアウトソースを成功させる 6 つの鍵である、

と彼は言っている。 

・Pick it up 電話の問い合わせには、即応答して、長い時間の“待ち呼”を作って

はいけない。 顧客は、20 分間待たされる位なら、5 分間で電話を取

ってくれる、外国語が極めて下手なレズエージェントを選ぶ、と言っ

ている。 

・One and done 待ち時間よりもモット重要な事は、かかって来た電話一本で、問題の

全てを処理する事だ。 顧客に電話をかけ直して貰うのは、避けなけ

ればいけない。 
・Transference 複雑なトランザクションになればなる程、アウトソースＣＣの取扱が

難しくなる。 顧客との会話で、トラブル発生の兆候が見え始める前

に、処理能力の優れたスタッフに電話を回さなければいけない。 

・Option Play アウトソーシング以外の方法、即ち、在宅勤務者の雇用や、natural-voice
テクノロジーの採用などを、見つけ出さなければいけない。 

・Ultimate solution   CC に電話をかけて来る、トップ 10 の理由を明らかにして、それらの
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電話をかけて来る必要性の除去に、努力しなければいけない。 
Purdue 大学の調査レポートは、これらを全て実行できれば、予算内で入呼量に対処する事

が出来る様になり、従って、アウトソースの必要はなくなるだろう、と言っている。 
 

下表が、各社の CC 業務の運営状況である。 

Expedia 

Corporate 

Travel 

OS△

MNL 外注中止を発表。 米国内 CC に復帰するも、それを、外注化するのか

インハウス運営とするのかは未定。 現在、Bellevue, Wash. CCとArlington, Tex. 

CC（Hotels.com とシェアー）を保有。 自社 CC に加え、Parkersburg, W. Va., 

Milton, Fla.で、一部 CC 業務を TRX に外注している。 TRX は、これ等の業

務のインド外注化を検討中。 MNL 外注中止理由は、エージェントの教育訓

練の問題。（マニラと米国は、遠過ぎる。） 

Sabre 
自営 
ｵﾌｼｮｱｰ

ウルガイ Montevideo でオフショアーCC 運営。 但し、そこでは外注化はせ

ず、自社エージェントを採用。 他の CC を Montevideo にコンソリする事を

検討中。 現地スタッフ 540 人を、700～800 に増員する事を計画中。 

Worldspan OS 
昨年末、CC のオフショアー アウトソース を決定。 Tech Team（Southfield, 

Mich.）が、ベルギーとルーマニアで、第一級のヘルプ デスクを受託運営。 

jetBlue 

Airways 
HS 

在宅勤務 CC 業務を開始した、航空会社の草分け的存在。 SLC CC（400 人）

に加え、SLC 市近郊居住の HS レズエージェント 1,200 人を雇用。 

US Airways OS△

メキシコ、フィリピンに外注した CC を North Carolina, Arizona, Nevada の CC

に復帰中。 その為の要員 400 人を採用する。 オフショアーCC では、複雑

な問い合わせに対応出来なかった。 米国内新レズエージェント採用で、イ

ンハウス率を 35%から 55%に向上させる。 US は、その他の外注 CC も、期

待通りの品質が保てない場合は、インハウス化を検討すると言っている。 

United 

Airlines 
OS△

昨年初めから、インド外注開始。 一般予約と一部カスタマー サービスの問

い合わせをインド CC で取り扱う。 しかし、外注化の限界を感じ始めてい

る。 2003 年以来 5 箇所の米 CC を閉鎖し、在、米国内 5 箇所の CC にコン

ソリして、800 人のレズエージェントを保有。 

American 

Airlines 
HS 

オフショアーCC 保有せず。 昨年 5 月より HS レズエージェント採用、現在

300 人に在宅勤務者雇用を拡大中。 HS エージェントは、Fort Worth, Tucson 

CC から 50 哩圏内居住者に限定。 

Norwegian 

Cruise Line 
HS 

MIA 本社近くの Broward County, Fla.及び PHX で、HS エージェントを採用。

HS の CC は、採算性が極めて良いと NCL は言っている。 

CC = Call center､ OS = Off-shore、 HS =  Home-source 
■ 
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Forrester Research, 3/22/2006 

3. Over The Edge: When The Web Fails Travelers 

 レジャー旅行  オンライン予約の 3 つの障害 

 

Web サイトは、決して完全ではない。 Bookers の 43%が、彼等の旅行をオフラインで購

入しているのだ。 その理由は、①不信と混乱（distrust and confusion）、②顧客が目標とす

るゴールの未達成（an inability to accomplish their goals）、③購入と支払いに対するセキュリ

ティー不安（purchase and payment insecurities）の三つに存在する。 

（Bookers＝オンラインで Look し Book する人達。）  
（Lookers＝オンラインで Look し、オフラインで Book する人達。） 
 

LOOKERS AND BOOKERS DIFFER IN THEIR CHANNEL-SWITCHING BEHAVIOR 
 
① 不信と混乱 Distrust and confusion. 
価格の選好性が、 低価格保証の場合を除いて、オンラインにスイッチする 大の理由と

なっている。 お値打ち商品の提供が も望まれている現在、それは、全く驚くべき事で

はない。 Lookers の場合は、テクノロジーへの不信と、人と喋りたいと言う欲求が、彼等

を、オフラインに導いている。 また、NYC→LAX のフライト検索で、NYC→SIN→LAX
のような検索結果を表示するならば、確実に Bookers をオフライン予約に逃がすだろう。 
 

② 顧客が目標とするゴールの未達成 An inability to accomplish their goals. 
航空会社は、かなり上手くやっているけれども、その他のサプライヤーは、顧客の要求に

応えられていない場合が多い。 レンタカー会社は、顧客が欲する具体的な車の型式や車

種のオンライン予約を可能に出来ていない。（唯一 Hertz は、一部のロヤルティー プログ

ラム会員用に、車の選別を可能にしている。） ホテルは、角部屋とか部屋を特定したオン

ライン予約を可能にしていない。 航空会社も完全ではない。 航空券を購入せずには予

約をホールド出来ないし、オンライン取消や変更が出来ないキャリアも存在する。 これ

らの事が、一体何がオンラインで実行できるのかと、Bookers を不安にし、結局彼等をオ

フラインに追いやってしまう。（これは、Bookers をオフラインに追いやる、トップから 4
番目の理由。） 
 

③ 購入と支払いに対するセキュリティー不安  Purchase and payment insecurities. 
オンラインに慣れた Bookers でさえ、“オンラインで間違って予約してしまったのではと言

う不安”とか“購入前に誰かのアドバイズが欲しい”とかの理由で、オンライン予約を躊

躇している人が多く存在する。 4 人に 1 人以上の Lookers は、長年問題になっている、ク
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レジット カードのオンライン上のセキュリティーが心配だとして、カードのオンライン使

用を躊躇っている。 
 

TRAVEL RETAILERS CAN TAKE ACTION TO ADDRESS CHANNEL-SWITCHERS’ 
CONCERNS 
 

Bookers と Lookers にオンライン購入を促進させるために、旅行の会社は、以下を実施しな

ければならない。 
 

・ 既存サイトの機能改善と、正確な予約を実行するためのツールの追加 
旅行者の 10 人中 2 人に近い人達が、レンタカーの特別な車種の予約で、或いは、特定の客

室予約のために、オフライン予約に行っている。 旅行者は、自分達がコントロールする

オンライン セルフ予約を欲しているので、オンライン旅行社は、それに対応するツールを

準備しなければいけない。 
 

・ オンライン チャット、或いは、クリック ツー コールバック ソリューション開発 
オンライン チャットやClick-to-Callbackソリューションを保持している旅行社は稀である。 

しかし、既に、17％のレジャー オンライン旅行者が、少なくともウイークリー ベースで

インスタント メッセジングを利用している。 そして、9%が過去 3 ヶ月間にカスタマー 
サービスのインタラクションにそれを使用している。 オンライン チャットの利用は、顧

客満足度を上げると共に、予約率の向上をもたらすだろう。 クリック ツー コールバッ

ク ソリューション（click to callback solutions）は、顧客のチャネル間に亘っての追跡を可

能にして、コールセンター エージェントに、彼等が習った事を実践させる事が出来る重宝

なボタンだ。 そして、顧客のトランザクションを、電話によるガイドで持って完結させ

る事が出来る。 
 

・ カスタマー フィードバックの為の、コミュニティー サイト モニター 
旅行者は、チャネルのスイッチの理由を公には知らせないかも知れないが、彼等の仲間内

では、その理由を知らせ合っている。 TripAdvisor.com 如くのユーザー ジェネレーテッ

ド コンテントは、特定のプロダクトやサービスの購入のメリットについて、ライブのディ

スカッションをオンラインでホストしている。 例えば、クルーズ購入が初めての旅客は、

これらのサイトを使用する事により、経験豊かなクルーズ船客から、どのようにして購入

するのかとか、どれを購入したら良いかのアドバイズを貰う事が出来る。 ブログモニタ

ーの Brogpulse, biz360, Cymfiony を雇って、自分のブランドが、市場でどのように評価され

ているのかを知る事が必要だ。 そして、そこから、自分のプロダクトの悪い所を知り、

それをタイムリーに是正する事が出来るだろう。 ■ 
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wsj.com, 3/28/2006 

4. Air-Taxi Services Threaten To Jam Airports 

エアタクシー サービス、空港混雑悪化させる？ 

数千機にも及ぶ新しい小型ジェットが、米国の空を飛び回り、LAS、CHI、DAL、等の主

要空港に毎日数百便が飛来して、空港混雑と遅延を一層悪化させるかも知れない。 
近の National Aeronautics and Space Administration の調査によると、“very light jets”（乗員

込み 4～5 人乗り）を使用したエアタクシー サービスが、大都市の航空トラフィックを、

現状のレベルから +25%増加させる事になるだろう、と予測している。 200 人乗りの大

型機が、スピードの遅い 2 人乗りの VLJ の後で、団子になって待たされる、まるでインタ

ーステーツのハイウエー渋滞の様な事態が発生する可能性が有ると、このレポートは警告

している。 LAS の McCarran 国際空港は、この VLJ による も大きな影響を受けるだろ

う。 2014 年には、毎日 400 便近くのエアタクシー便が飛来し、日間 1,600 回近くの発着

回数の半分近くを占拠してしまう事態が発生する、とこの NASA のレポートは予測してい

る。 CHI では 355 便、DAL では 350 便のエアタクシー便が飛来すると予測している。 
 

VLJ のメーカーには、Eclipse Aviation Corp, Adam Aircraft Inc., Cessna Aircraft Co., 等が存在

する。 彼等は、現在 VLJ のテスト飛行の 中で、今年末には発注元へデリバリーを開始

する。 Eclipse などは、既に 2,300 機のオーダーを受け付けている。 VLJ の価格は、1
機およそ 150 万㌦（1 億 7,500 万円）で、エアタクシー会社は、マイル当たり 1.50 ㌦～2.00
㌦の料金を顧客から徴収する計画。 飛行機の乗り換えを嫌う、或いは、時間を節約した

がっている、ビジネス旅客が、このエアタクシーを利用すると考えられている。 例えば

New Jersey の Teterboro 空港から South Carolina の Hilton Head 間のエアタクシー料金は、片

道 900 ㌦～1,200 ㌦で、2 人以上の旅行では、既存の航空便よりも安くなる。 US 航空の

場合、Newark からの F クラス運賃は、現在、片道 600 ㌦するが、この旅程には Charlotte
乗り換えを余儀なくされる。 
 

昨年秋に発表された NASA の調査は、今後 8 年間で、米国の空の 15％と、航空旅客の 2%
～3%が、エアタクシーによって占められると言う。 
 

 

 

 

The Adam Aircraft A700 
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空の交通渋滞を回避するために、FAA は、高度 17,000 ﾌｨｰﾄ～29,000 ﾌｨｰﾄを、VLJ を含むタ

ーボプロップ機に、29,000 ﾌｨｰﾄ以上を大型ジェット機に割り当てる事を検討している。 そ

して、29,000 ﾌｨｰﾄ以上に衛星航空管制システムを導入し、決められた空路に沿った運航か

ら、より直航ルート選択をパイロットが自由に選択できる仕組みに変更することを検討し

ている。 より精度の高いレーダーと高度計の採用により、FAA は、昨年より、航空機の

飛行間隔を水平で 2,000 ﾌｨｰﾄから 1,000 ﾌｨｰﾄに縮めて、高高度のキャパシティーを倍増させ

ている。 飛行場では、飛行機の間隔を短縮する新テクノロジーと、小規模空港の悪天候

時のハンドリング能力を向上させる事等して、FAA は混雑解消に努力している。 FAA の

行政官の Marion Blakey は、「今、適切な投資が実行されれば、殆どの現在のテクノロジー

を進歩したシステムに交換する事により、次世代の航空管制システムが導入されるまでの

今後 10 年間～20 年間は、何とか、トラフィックの増加に対処できるだろう」と語ってい

る。 ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 

（１）マリオット ホテルが、トータル トリップ プライシイング立ち上げ 
Marriott Internationalが、ホテルの料金の総額表示をするTotal Trip Pricingを立ち上げた。 客

室料金に適用される税金、サーチャージ、その他の手数料を全て並べて、その総額が幾ら

になるのかを、顧客の予約前に表示する。 Marriott は、この総額表示で、オンライン旅

行社の価格表示に対抗する。(Travel Wire, 3/28/2006) 
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（２）モビッシモ、アクティビティー検索機能追加 
旅行検索の Mobissimo が、アクティビティー或いはテーマによる旅行検索機能を提供する。  

旅行者は、この検索機能を利用して、目的地検索から離れて、アクティビティーから旅行

計画を練る事が出来る様になる。 マーケターにとっても、アクティビティーに基づく宣

伝を打てる事になる。 Mobissimo は、次の段階で、Mobissimo ユーザーが、パーソナライ

ズしたキーワードを、目的地に加えたりタグしたりすることを可能にする。(Travel Wire, 
3/28/2006) 

 

（３）セーバー、レンタカー検索に地理的位置情報を利用 
Sabre は Hertz と共同で、地理的位置からからレンタカー検索が出来る、GeoShopper を立ち

上げた。 Sabre 旅行社は GeoShopper を利用して、都市、ジップコード、住所、名所旧跡、

鉄道、ホテルからレンタカー検索する事が出来る様になる。 検索結果には、レンタカー

会社、その住所、車の車種、出発地からの概算料金を表示する。(Travel Wire, 3/28/2006) 
 

（４）トラベロシティー ビジネスの複数航空会社予約 
Travelocity Business が、複数セクターが含まれる旅行の場合、企業ディールを利用したス

プリット予約（発券）を実施した方が有利かどうかの、自動化されたチェック システムを

開発した。 これにより、旅行社は、マニュアルで実施していた通し運賃と企業間ディー

ルを含んだ合算運賃（スプリット）との比較の面倒な作業から開放される。(DTW, 3/28/2006) 

 
（５）大手クルーズ 2 社が、ゴールドマンサックスのコミッション減少提案に反対 
Carnival Corp と Royal Caribbean の大手クルーズ 2 社は、Goldman Sachs の『旅行社コミッ

ション減少と直販拡大』提案を採用するつもりは全く無いと言っている。 Goldman Sachs
は、クルーズ会社は、積極的な燃料高騰への対応を実施しておらず、ただ単に燃料サーチ

ャージの徴収を実施しているのみであると批判し、旅行社へ支払っている代理店手数料を

少なくとも 10％に削減し、自社サイト販売による直販の拡大を試みるべきであると、提案

していた。 旅行社販売を全販売の 90％、代理店手数料の平均料率を 14%として計算する

と、Carnival の場合で▲$330ｍ（386 億円）、RCCL の場合で▲$140m（164 億円）のコスト

がカットできると、Goldman Sachs は言っていた。 Goldman Sachs は、両社はクルーズ市

場の 75%のシェアーを押さえているので、コミッションの減額は大変難しいけれども、何

とか実行する術を考えるべきだと主張していた。 同社は、Carnival も RCCL も、燃料高

騰に対応した、十分な燃油のヘッジ購入を実施していないと指摘している。 Carnival の

場合はヘッジがゼロで、RCCL の場合でも 2006 年の燃料消費量の 16%に止まっている。 

RCCL は、当初 30%～40%のヘッジをコミットしていたが、その後、燃油市場の成り行き

に任せきりにしている。 Carnival も RCCL も、クルーズ販売達成は、旅行社の販売努力

の賜物であり、手数料の減額などは、到底考えられないと言っている。(DTW, 3/27/2009) 
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 空 運  
 

（１）ルフトハンザ、営業利益 +51%増益 アジアに於ける収入増が貢献 
LH 航空の 2005 年決算は、アジア・中東・アフリカの強い経済成長に支えられて、営業利

益で+51%の増益を達成した。 1 株 30e ㌣から 50e ㌣に増配する。 
営業利益は、383ｍﾕｰﾛ（536 億円）から 577ｍﾕｰﾛ（807 億円）へ+50.6%、利益は、404m ﾕ

ｰﾛ（565 億円）から 453ｍﾕｰﾛ（634 億円）へ +12.1%夫々増益した。 L/F は、過去 高の

75%であった。(FT.com, 3/23/2006) 
 

（２）デルタ航空賃金カット要請、 近の収入増加で苦しい局面へ 
米国内線の旅客収入単価が、１月 +9.9%、2 月 +14.9%と 2 ヶ月連続で上昇している。 こ

の影響で、DL は、再建計画作成時点よりも+$400m（470 億円）、手元現金が増加している

事を認めている。 パイロット組合（6,000 人）は、会社の労務費▲28%カットの要求は、

現状の販売実績を考えると、大き過ぎると言っている。 DL のパイロット組合の交渉ス

タンス（会社の要求▲$305m カットに対して、▲$140ｍ削減を反対提案している）は、至

近の販売実績を反映して、ますます強固なモノになると予想されている。 DL の行き詰

まった労使交渉は、4 月 15 日を期限とする、調停委の斡旋に委ねられている。(wsj.com, 
3/24/2006) 

DL 航空の弁護士と財務コンサルタントが、同航空会社に、5 ヶ月未満の仕事で$43m（503
億円）を請求した。 U.S. trustee は、このベラボウな額の支払に反対している。(U.S. trustee
は、破産法適用企業の支出を監督する、司法省に属するエージェント。) パイロットに▲

$305m の労務費カットを要求しておきながら、度を超した費用が含まれる請求を支払うの

は不適切と、破産裁判所に、この支払停止を要求している。(wsj.com, 3/28/2006) 

DL 航空のリジョナル キャリア部門 Comair は、NYC の破産裁判所に、970 人の客室乗務

員との契約の排除（eliminate）を要求した。 これは、年間▲$42m（49 億円）に上るコス

トカットの一環。 Comair は、9 月 14 日に、Chapter-11 の申請を行っている。 同社は、

客室乗務員の組合に、▲$8.9m（10 億円）に上る賃金とベネフィットのカットを要求して

いる。 Comair は、パイロットからは▲$17.3m（20 億円）、メカニックからは▲$1m（1.17
億円）のコストカットの合意を既に得ている。(nytimes.com, 3/28/2006) 

DL 航空は、一般管理と管理職を▲1,000 ポジション削減すると発表した。 これは、この

職全体の 20%に相当する。 DL は、▲7,000〜▲9,000 ジョッブの削減を 2007 年末迄に実

施する計画でいたが、これを、今年末迄の達成に 1 年繰り上げる。 DL は現在、52,000
名の従業員を抱えている。(wsj.com, 3/30/2006) 
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（３）英国航空、年金基金に 5 億ﾎﾟﾝﾄﾞ支払いを計画 
BA は、定年延長と年金支給削減を条件に、基金へ 5 億ﾎﾟﾝﾄﾞ

（1,000 億円）の支払いを実施する事を計画している。 こ

れは、▲20 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（4,000 億円）の基金積立不足問題の解

決のための動き。 地上職の定年を 60 歳から 65 歳に、パイ

ロットと客室乗務員の定年を55歳から60歳に夫々延長させ、

ベネフィットをキャップして、基金の赤字を▲450m ﾎﾟﾝﾄﾞ

（900 億円）相当減少させ様とする計画。 基金参加者の今

までのベネフィットは保証される。 BA の年金積立不足額

の時価総額に対する比率は、FTSE100 銘柄の中で 大となっ

ている。 BA の年金の赤字は、2003 年 3 月の保険数理評価

に基づくと▲928ｍ（1,856 億円）であるが、今年 10 月に新

たな保険数理評価が計算される。(FT.com, 3/23/2006) BA CEO Willie Walsh 
 

（４）シンガポール空港ハンドラー、中国に進出 
Singapore Airport Terminal Services（SATS）が、China Aviation Qingdao Liuting Airport との間

で、合弁企業設立で合意した。 この合弁企業は、Qingdao Airport Cargo Service と呼ばれ

る会社で、Qingdao Liuting International Airport の国内線および国際線にサービスを提供する。 

合弁企業の資本金は 78.5 元（12 億円）で、51%を China Aviation Qingdao Liuting Airport が
保有する。(channelnewsasia.com, 3/24/2006) 
 

（５）インドの航空会社合併が、90 日間の遅延を余儀なくされている 
2 ヶ月前に発表された、インド初の航空会社間合併である Jet Airways の Air Sahara 買収（買

収価格$500m）が、当局の認可取得に梃子摺り、90 日間の遅延を余儀なくされている。 こ

の遅延は、航空会社間の合併に対する政府のガイドラインが存在しないために起きている。 

この遅延は、インド公営企業の Air India（国際線）と Indian（国内線）の合併計画の、先

行きを暗示している出来事と見られている。(FT.com, 3/25/2006) 
 

（６）米加インスペクター、A330 型機の方向舵チェックをエアバスに要請 
米加の航空機事故調査官は、複合素材の定期的インスペクションのより強化された実施を、

エアバスに督促した。 そして、A330 型機方向舵の潜在的内部コロージョン発見のため、

即座の、繰り返し検査を実施するよう要請した。 これは、FedEx Corp の A300 型貨物機

で、油圧が原因で、方向舵の内部損傷と弱体化が発生していることが発見されたための措

置。 米 NTSB は、凡そ全世界の A300 型機 400 機の緊急インスペクション実施を要請し

ている。 米国では、A300 型機を運航している航空会社は、FedEx の他に AA と UPS の 2
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社が有るが、この 3 社は、インスペクションを実施済みであるか、実施中。 2005 年 3 月

には、Air Transat（加）の A300 型機が、がキューバー離陸直後に、方向舵を脱落させる事

故が発生している。(wsj.com, 3/25/2006)  
 

（７）エアバス 緊急脱出試験成功 
世界 大の旅客機 A380 型機の緊急脱出テスト

が、3 月 26 日、HAM のハンガーで実施され、

暗闇の中で、80 秒間で、873 人擬似搭乗者全員

の緊急脱出に成功した。 1 人が大腿骨を骨折

した他、31 名が軽いカスリ傷などの怪我をした。 

4 月に初飛行した A380 型機は、現在既に 1,000
時間の飛行試験を終え、当初スケジュールから

6 ヶ月遅れて、今年末には、SQ に初号機がデリ

バリーされる。(Wsj.com, 3/26/2007) 

 
（８）欧州連合 ロシアのシベリア上空通過料の値下げを要求 
欧州連合は、欧州航空企業に課されている、途方も無く高額なシベリア上空通過料金が撤

廃されない限りは、ロシアの WTO 加盟は、承認されるべきではないと言う声明を発表し

た。 欧州連合によれば、欧州航空企業は、欧州と日本･中国･その他のアジアの都市間を

結ぶシベリア線の上空通過料金として、年間 350ｍﾕｰﾛ（490 億円）を支払っている。 ロ

シアは、2004 年 5 月に、2013 年までの同料金の撤廃に合意したが、この合意の実施方法と、

その時期についての確認を拒んでいる。 欧州は、このシベリア上空通過の問題に加えて、

モスクワ乗入れ便数の拡大についても、ロシアの譲歩を要求している。(FT.com, 3/27/2006) 

 
（９）アメリカン航空 夏期ピークシーズンの米国内線供給拡大を抑制する 
AA 航空は、黒字化 優先のため、今年夏期の米国内線供給拡大を取り止める。 AA は、

「ピーク期供給拡大は、空港ゲートや配置人員に、その他の期間の非 適を発生させてし

まう」と言っている。 そして、「この非 適を維持するだけの余裕は、今年はとってもな

い」、「国内供給拡大を抑制して、儲かる国際線供給を拡大する」と言っている。 供給の

抑制と、継続した需要の増加のお陰で、米航空業界は、2005 年に▲50 億㌦（5,850 億円）

の欠損を発生させた後で、2006 年には、損益分岐点に到達する事ができると予想されてい

る。 過去 12 ヶ月の国内線供給は▲3.9%低下し、2 月の平均座席当たり旅客収入は、+17.5%
も跳ね上がっている。(FT.com, 3/27/2006) 

 
（10）カタール航空、ボーイング機の発注を中止して、エアバス機に乗り換える 
Qatar Airways は、B777 型機（20 機）の発注を中止して、エアバス A340 型機発注へ乗り換

情報 211R-2（平成 18 年 3 月 31 日）  TD 勉強会 17



えるかも知れない。 Qatar 航空は、昨年 6 月のパリ エアーショーで、B777 型機 20 機の

確定発注を約束していた。 民間商業機市場を二分するボーイングとエアバス間の熾烈な

競争が、確定発注まで取り消さす事態にまで発展している。 Qatar 航空は、現在、全機エ

アバス機で構成するフリート（45 機）を保有し、2015 年までに、110 機に拡大する事を計

画している。 この 20 機の機材導入は、次世代の航空機 A350 型機（60 機ほど）の導入が

始まる 2010 年までに導入される予定。(wsj.com, 3/27/2006) 

 
（11）ボーイング、B787 型機の胴体延長機開発 
ボーイングは、3 月 27 日、B787 型機派生タイプ、胴体延長型機を開発すると発表した。 
B787 プログラムの VP Michael B. Bair は、現行 B787 モデルよりも +50 席増席した B787-10
型機（300 人乗り）の開発を、ボーイングが検討している事を明らかにした。 航続距離

などの詳細は発表されていないが、2012 年の第 4 四半期のデリバリー開始を予定している

と言う。 Emirates、QF などを含む数社が、延長型機を欲していると言う。 B787 型機は、

今日までに、298機の確定発注と88機のコミットメントを28社から得ている。(nytimes.com, 
3/28/2006) 

 

（12）ビーエーエー、中国二次的空港進出を計画 
世界 大の空港運営会社 BAA（英）が、中国資本との合弁で、中国のセカンダリー空港へ

の進出を計画している。 BAA は、北京や上海の如くの大空港に進出する代りに、年間

1,000 万人〜2,000 万人が利用する様な潜在力を有している、多くのセカンダリー空港への

進出を計画している。(FT.com, 3/28/2006) 
 

（13）ビーエーエー買収計画に、マッカリー（豪）が参加 
スペインの建設とインフラ大手 Grupo Ferrovial が率いる BAA 買収コンソーシアムに、

Macquarie Bank（豪）が財務アドバイザーとして参加する事となった。 Macquarie は、一

時、Ferrovial に対抗して BAA 買収に乗り出すと見られていた。 しかし、子会社の

Macquarie Airports（SYD, BRU, ROM, CPH, Birmingham, Bristol 空港に投資している）が、

Ferrovial が BAA 買収に成功した暁に、Ferrovial が所有している SYD と Bristol 空港の資本

の先入買取特権を取得する条件で、Macquarie は、対抗ビッド諦めて Ferrovial の買収財務

アドバイザーとなる途を選択した。 Macquarie の撤退で、Ferrovial の BAA 買収に対抗ビ

ッドする可能性があるのは、Goldman Sachs、Borealis（カナダのインフラ ファンド）、Ontario 
Teachers’ Pension Plan が参加するコンソーシアムのみとなった。 Ferrovial は、2 週間前に

一株 810 ﾍﾟﾝｽの買収価格を提示したが、BAA よりニベモナク断られている。 BAA の主

要株主の一部は、一株 900 ﾍﾟﾝｽ以下では、売却しないと言っている。 UK Takeover Panel
は、Ferrovial の BAA 買収の期限を 4 月 24 日に設定した。 Ferrovial は、この期限迄に、

BAA 買収を完遂させるか、撤退するかの何れかを選ばなければならない。(FT.com, 
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3/29/2006) 

LHR と Gatwick の 大の利用者である BA は、3 月 21 付けの CAA（Civil Aviation Authority）
に宛てた書簡で、現在繰り広げられている BAA 買収競争が、BAA の競争力有るコストを

伴った品質の高いサービスの提供を損なう事が無い様に、行政が監督する必要が有る旨訴

えた。 そして、BAA の空港拡張将来計画の保護を要求した。 CAA は、以前より、行

き過ぎた競争が、買収価格の高騰を呼んで、ひいては BAA の財務体質を弱体化させ、今

後 10 年間の 100 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（2 兆円）の空港拡張計画の資金調達能力に重大な影響を与える

懸念を表明している。(FT.com, 3/30/2006) 

 
（14）マレーシア航空、殆どのマ国内線をエアーアジアに割譲 
フリート サイズの大きさでは、アジア随一の航空会社の 1 社である MH 航空（111 機保有）

が、マレーシア国内線の極一部を残して、全てをアジア 大の LCC AirAsia に割譲する。 

燃油費の高騰と、慢性的非効率な運営により、MH は、先月、過去 悪の第 3 四半期欠損

（6.16 億ﾘﾝｷﾞ≒200 億円）を計上した。 4 月～12 月の 9 ヶ月間では、▲12.6 億ﾘﾝｷﾞ（400
億円）の欠損となり、このまま行くと、4 月にも資金不足の事態に陥ると予想されている。 

MH は、この事態を回避するために、40 億ﾘﾝｷﾞ（1,260 億円）の政府補助金が必要である

と訴えている。 マ政府は、MH の国内線の赤字を補填する為に、年間約 3 億ﾘﾝｷﾞ（100
億円）を支払っている。 8 月 1 日から始まる新しいストラクチャーでは、MH は、19 路

線を除く 118 路線のマ国内線を AirAsia に割譲する事となった。 19 路線については、

AirAsia とシェアーする事となった。 割譲される 118 路線の内で利益を計上している路線

は、僅か 4 路線に止まる。 どの国内線が運休されるのかはハッキリしないが、この供給

削減に従い、23,000 人の MH 従業員の内、▲6,500 人が解雇されることになるだろう。 こ

の航空路線再編で、マ政府は、MH への補助金の支給を停止する。 MH が運航を継続す

る国内路線 19 路線には、Penang, Langkawi, Kota Kinabalu, Kuching, KUL の便が含まれる。

(channelnewsasia.com, 3/28/2006) 

 

 
 

 

KUL 国際空港の、AirAsia
機材と客室乗務員 
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（15）ノースウエスト航空、リジョナル子会社コンパス設立 
新たに設立される NW 航空のリジョナル ジェット機運航子会社 Compass の詳細が、運輸

省に提出した 3 月 27 日の資料で明らかになった。 以下が、その詳細である。 
 50 席のリジョナル ジェット機で、6 月から、Minneapolis/St. Paul と Washington

（Dulles）ハブ空港で運航を開始する。 
 その後に、76 席のリジョナル ジェット機（2 クラス）で、Minneapolis/St. Paul と 

DTT/Memphis ハブ空港で運航を開始する。 
 Compass は、Mesaba や Pinaccle と同様、 Northwest Airlink 便を受託運航する。 
 現行コントラクトでは、NW のパイロットは、69 席以下の航空機の操縦を禁止されて

いたが、新しいコントラクトにより、4 月 30 日よりは、 大席数が 76 席以下に増加

される。 
 NW は、子会社の Compass に 76 席のリジョナル ジェット機を運航させて、Mesaba

の 69 席機運航の代替と、50 席機路線をアップグレードする。 
 76 席のリジョナル ジェット機の機種選定は、Bombardier か Embraer の何れかから、

2007 年 3 月迄に選定される。 そして、2010 年迄に、36 機体制のフリートを完成さ

せる。 この機数は、現在の Mesaba のフリートと同じ規模。 
(DTW, 3/29/2006) 
 

（16）大西洋線 全席ビジネスクラス航空会社イーオスが更に値下げ 
B757 型機全席ビジネスクラス（48 席）で、JFK=Stansted 間を運航している Eos 航空が、運

賃の値下げを実施している。 過去 6 ヶ月間に、BA と VS のビジネスクラスを、少なくと

も 2 回利用した旅客で、初めて Eos を利用する旅客に、往復運賃 3,500 ㌦を提供する。 但

し、この運賃は、4 月 12 日までの予約で、5 月 26 日までの旅行に適用される。 Eos の運

賃は、週末運賃 2,950 ㌦（30 日事前予約）、4,500 ㌦（14 日事前購入）、5,500 ㌦（7 日事前

購入）、6,500 ㌦（ウォークアップ）（何れも往復運賃）が存在する。(DTW, 3/29/2006) 
 

（17）ボンバーディア（加）のビジネスジェット機販売が好調 
リジョナル ジェット機と鉄道器機販売の不振に喘いでいた Bombardier（加 YUL）が、好

調なビジネスジェット機販売で、息を盛り返している。 1 月 31 日までの 1 年間のビジネ

スジェット機販売は、前年の 128 機から 186 機に、略+50%拡大している。 その間に、2000
年以来 多の 210 機のオーダーを受けている。 Bombardier は 2002 年以来始めて、年間利

益を計上した。 Bombardier は、1 月 31 日に終了する四半期決算で、$86m（100 億円）の

利益を計上した。 収入は、▲15％低下して、40.4 億㌦（4.730 億円）であった。(FT.com, 
3/29/2006) 
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（18）エミレーツ航空（ドバイ）拡張計画、止まる事を知らず 
Emirates 航空の野心的な拡張計画が、止まる事を知らな

い。 21 年前にタッタの 2 機で KHI と BOM の 2 路線

を運航開始した会社が、今日では、NYC から豪州まで

の路線を張る 90 機のフリートを保有する航空会社にま

で成長している。 DBX=JFK の長距離便を毎日 2 便運

航し、そして、DBX＝カルフォルニア、HOU、CHI 線

の開設を計画している。 Emirates は、SQ を抜いて、

2012 年までには、AA や BA を追い抜く長距離便運航会

社に成長すると、Goldman Sachs が予想している。 17
年間連続利益を計上し、年間$100ｍ（117 億円）以上の

配当を実施している。 今後 2 年間には、+30 機の機材

を導入し、DBX 空港年間利用者を少なくも 7,500 万人に

増加させる事に貢献する。 継続した利益計上を可能に

している要因には、決して政府の補助金や安い燃料など

ではなくて、以下の諸点が上げられる。 

① 世界トップクラスのサービスの提供。 
② 欧米の航空会社が保有している様な、金がかかる年

金基金を保有していない。 
③ アジアやインドの低賃金従業員を雇用している。 
④ ドバイは、所得税がかからない。 
⑤ 基地の DBX 空港は、比較的安い空港使用料で済む。 
⑥ 儲かる長距離便の運航を中心に路線網が張られてい

る。 
⑦ 必ず寄航する DBX が、ツーリスト誘致の為の､免税

品販売、7 つ星のホテル、Orland よりも大きなテー

マ パークDubailand 等の建設に積極的な投資を行っ

ている。 

この成長拡大の唯一心配な点は、米国旅客への依存である。 欧州や豪州では、Emirates

は中東とは分離して考えられているが、米国では、Emirates イコール中東と言うセンシテ

ィブな米国人感情が付きまとう。 つい 近の DP World の 5 米港湾施設の買収に対する悪

意に満ちた連邦議会の反対は、Emirates にも向けられかねない。 それでも、Emirates は、

ボーイング機材を多数購入する。 Emirates は、世界 多の B777 型機を保有し、B787 型

機の長胴型機の開発をボーイングに要請している。 現在、ボ機を 37 機所有し、63 機を

発注中。 Emirates は、A380 型機を 45 機も発注している。 一部から、Emirates は「エ

アバス銀行」と呼ばれている。(nytimes.com, 3/29/2006) 

情報 211R-2（平成 18 年 3 月 31 日）  TD 勉強会 21



 

（19）米ボーイング、米ＧＥリース子会社から737型機 30機を受注 

［ニューヨーク 29 日 ロイター］ 米ボーイング<BAN> は 29 日、米ゼネラル・エレ

クトリック（ＧＥ）<GE.N>傘下で、世界 大の航空機リース会社であるＧＥコマーシャル・

アビエーション・サービシズ（GECAS）から、737 型機 30 機を受注したことを明らかに

した。 発表を受けて、ボーイングの株価は、過去 高値をつけた。 

受注金額は定価でおよそ 20 億ドル相当、という。 ボーイングにとっては、今年に入って

から 大規模の受注となった。 旅客機の需要は昨年が非常に好調だったことから、今年

は減速すると予想されていたが、今回の受注で、旅客機需要が依然として強いことが示さ

れた。 中国やインドをはじめとする新興諸国で需要が堅調だと言い、GECAS はこれま

でにも、ボーイング 737 型機を購入している。 また GECAS は、別に 30 機を追加購入す

るオプションも取得した。 GECAS のヒュブシュマン 高経営責任者（CEO）は「これ

は非常に人気のある飛行機だ。 昨年の注文分はすべてリースしてしまったため、顧客の

要求に応えるため、さらに必要になった」と話している。（ロイター） 3 月 30 日 
 

（20）航空機リース企業 ILFC の会長、A350 型機のデザイン変更を要請 
航空機リース企業 ILFC（GECAS のライバル企業）の会長 Steve Udvar-Hazy が、A380 型機

のデザインを変更しない限り、ライバル機の B787 型機に長距離中型機市場を席巻されて

しまうと警告した。 A350 型機は、A330 型機をベースにした航空機で、複合部材の使用

と新しい翼が装着されるが、B787 型機と互角に競争するためには、全く新しいデザインに

基づく胴体と翼の設計が必要と、彼は述べている。 この設計変更には、凡そ 100 億㌦～

120 億㌦（1 兆 1,700 億円～140 億円）の開発費用がかかり、B787 型機の 2008 年中頃の就

航から、4 年遅れた完成になると予想されている。(FT.com, 3/30/2006) 
 

（21）エアーチャイナ新株発行 株主承認

Air China の、中国国内市場（上海証券取引所）に於ける、27 億

㌦（3,160 億円）に上る新株発行（上場）が、株主により承認さ

れた。 これにより調達される資金は、A330 型機×20 機と B787
型機×15機の購入資金に充当される。 Air Chinaは、香港とLON
で上場している。 株主の承認は得られたものの、Air China は、

中国政府の国内上場規制解除を待たなければならない。 中国政府は、国内証券取引所の

改革の 中で、現在、新規上場を禁止している。（国営企業株 4 千億元≒5 兆 8,500 億円が、

中国株式市場の 2/3 を占めている。）(channelnewsasia.com, 3/30/2006) 
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 水 運  
 

（１）英国第 4 位の港湾企業 ABP が買収オファーを受ける 
英国第 4 位の港湾オペレーターAssociated British Port が、Goldman Sachs が率いるコンソー

シアム（シンガポールの GIC Special Investment と、カナダの Borealis Infrastructure 
Management が参加している）から、総額 28 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（5,600 億円）の買収オファーを受け

たが、ABP は、3 月 29 日、これを断った。 買収価格の 28 億ﾎﾟﾝﾄﾞは、ABP 1 株 730 ﾍﾟﾝ

ｽに負債 560ｍﾎﾟﾝﾄﾞを加えた額。 3 月 24 日に、株価は、695 ﾍﾟﾝｽをつけている。 これ

は、過去 1 年間の、① Mersey Docks & Harbour, ② PD Ports, ③ P&O の三つ英港湾売却に

次ぐ港湾買収オファー。 予測が可能で、安定したキャッシュ フローを産んでくれる、比

較的競争の少ない港湾会社買収が、投資家の間で人気を呼んでいる。 ABP の 2005 年の

収入は 435ｍﾎﾟﾝﾄﾞ（870 億円）、税引き前利益は 136ｍﾎﾟﾝﾄﾞ（272 億円）。 同社の収入の

大部分は英国内港湾オペレーションからもたらされている。(FT.com, 3/29/2006) 
 

（２）プリンセス クルーズ、スタープリンセス丸火災で、多くの航海をキャンセル 
Star Princess 丸の火災で、1 名の船客の死亡と 11 名の怪我を発生させ、100 船室を駄目にし

た Princess Cruises は、修理のために同船をラインから引上げ、3 月～4 月のカリブと大西

洋クルーズ合計 6 本をキャンセルした。 既に予約済みの顧客には、全額を払い戻すと同

時に、将来のクルーズに利用できる 25％のクレジット券を発行した。 Star Princess 丸は

ドイツの Bremerhaven の Lloyd Weft 造船所で修理を受けた後、5 月 15 日より、ラインに復

帰させる予定。 この火災事故により、Carnival の第 2 四半期 1 株当たり利益は、およそ

▲4 ㌣～▲5 ㌣低下するだろう。（DTW, 3/28/2006） 
 

（３）マースク減益を予想 
世界 大のコンテナ海運、デンマークのAPモラー･マースクが、

3 月 28 日、2006 年の収入と利益が、貨物レートの値下げを受け

て、減少すると予測している。 2 位の倍以上の規模を誇るマー

スクは、2005 年決算で、収入 2,080 億 D ｸﾛｰﾈ（3 兆 9,800 億円、

前年比+30%）、税引き前利益が 330 億 D ｸﾛｰﾈ（6,315 億円、前年

比▲7%）を計上した。 この減益は、P&O Nedlloyd アカウンテ

ィングの、マースク アカウンティングへの調整と、傭船費と燃

油費の増加によるものである。 またマースクは、デンマークの Odense と、ドイツの Rugen
の造船所が両方とも赤字である事を認めている。 2006 年の利益見通しを、2005 年を▲

10％～▲20%下回る 202 億 D ｸﾛｰﾈ（3,865 億円）、収入は、+27%上回る 2,650 億 D ｸﾛｰﾈ（5
兆 700 億円）と予測している。(FT.com, 3/29/2006) 
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 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ロンドン＆コンティネンタル鉄道、売却延期 
LON と英仏海峡トンネル間を結ぶ高速鉄道建設会社 London and Continental Railways の売

却は、来年末に完成する LON（St Pancras 駅）とトンネル間の全線開通まで、当面の間延

期される事が決定された。 LCR は、民間企業であるが、1998 年に倒産寸前に追い込まれ

た際に、37.5 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（7,500 億円）の政府融資保証を受けたため、政府が広範囲な支配権

を持っている。 そして、企業の売却についても、実質的な決定権を持っている。 政府

は、Sir Adrian Montague と Goldman Sachs によって編成されているコンソーシアムから、買

収オファーを受けていたが、Channel Tunnel Rail Link の完成までは、LCR の売却をしない

事を決定した。 現在 LCR は、Channel Tunnel Rail Link の 32 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（6,400 億円）の第 2
期工事に取り組んでいる 中。 LCR とその株主達は、全線開通前の売却は、プロジェク

トの価値を減少させるとして、この買収オファーに反対していた。 LCR は、68 マイルの

線路に加え、St Pancras 駅, Stratford 駅,（以上 LON） Ebbsfleet 駅（ケント）周辺の多くの

不動産を所有している他、英仏海峡横断高速鉄道 Eurostar の英国側運営企業を保有してい

る。(FT.com, 3/30/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Eurostar train on the 
CTRL, near Ashford 
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 ホテル＆リゾート  
 

（１）トラベロッジ 上場を視野 
ベンチャー キャピタルの Permira が所有している、英国のバジェット ホテル オペレータ

ーTravelodge が、10 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（2,000 億円）で、上場若しくは事業の売却を検討している。 

同社は、先週、Citigroup、Deutsche Bank、UBS の投資銀行 3 社と、このための協議を持っ

ている。 2～3 週間の内に、ファイナンシャル アドバイザーが選定されるだろう。 仮

に Travelodge が売却を選択する場合は、ライバル企業の Whitbread（Premier Travel Inn のオ

ーナー）が有力な買収ビッド企業になると見られている。 Permira は、2003 年に、ケー

タラーの Compass から 712m ﾎﾟﾝﾄﾞ（1,240 億円）で Travelodge を購入し、2 年後に、400ｍ
ﾎﾟﾝﾄﾞ（800 億円）で、Travelodge のフリーホールドのプロパティーをセル＆リースバック

している。(FT.com, 3/27/2006) 
 

（２）ラスベガス サンズが、シンガポールの総合リゾート入札案を発表 
Las Vegas Sands が、シンガポールの Marina Bay 総合リゾート プロジェクトの入札案

“Marina Bay Sands”を発表した。 これは、2,500 室のホテル、120 万 sqft の広さを持つ

フレキシブル コンベンション スペース、100 万 sqft のショッピング モール、3 つの大型

劇場と Plaza Club のカジノが建設される、総額 36 億㌦（4,200 億円）に上る計画案。 Sands
は、今まで手がけたプロジェクトの中で、この Marina Bay Sands が、 も高いプロジェク

ト提案であると言っている。 Sands の他には、マレーシアの Genting International（S$5bn
≒3,650 億円プロジェクト案）、Harrah’s Entertainment（現地 Keppel Land と提携）、MGM 
Mirage（現地 CapitalLand と提携）の 3 チームが入札競争に残っている。 Marina Bay 総合

リゾート プロジェクトの入札は、3 月 29 日に締め切られ、6 月に落札企業が発表される予

定。 Marina Bay に加えて、Sentosa 島の 2 番目の総合リゾート プロジェクトの入札期限

は 4 月 28 日で、このプロジェクトの落札者の決定は、10 月 10 日が予定されている。

(channelnewsasia.com, 3/30/2006) 
 

 

 

 

 

 

Marina Bay Development  
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（３）全米ホテル＆ロッジング協会 外国人労働者導入増加を訴える 
ブッシュ政権は、先週、American Hotel & Lodging Association を含むその他の業界団体をホ

ワイトハウスに呼んで､外国人労働者増加策を含む、移住法の見直しについて協議した。 

ブ政権は、数百万人の移住者を米国に流入させる事になる“guest worker program”を含む

移住法の改正を検討中である。 しかし、9-11 テロ対策などの厳格なセキュリティーを望

む議会は、国境に於ける外国人の入国コントロール強化を訴えている。 そして、上院は、

数週間の内に、この強化法案を議会に上程する事を予定している。 現在 180 万人の外国

人労働者を雇用しているホテル業界は、ブ政権の移住法の改正に賛成している。 米労働

統計局によると、米国民の高齢化と失業率の低下により、2014 年には、30 万人の労働者の

追加が必要になるという。 AM&LA は、外国人労働者の流入増加なくしては、ホテル業

界は運営できなくなると、ブ政権に訴えた。(DTW, 3/27/2006) 
 

（４）米国で官営スロットマシンが著増 
米国で、州政府が運営するスロットマシンが著増している。 官営のロタリー（富籤）収

入の減少に直面している地方政府が、スロットマシンを増設して、税収確保に動いている

のだ。 現在 9 州が官営スロットマシンを運営している。 そして、更に多くの州が、ス

ロットマシンを導入中か、検討中である。 既におよそ 86,000 台の官営スロットマシンが

営業中で、2007 年末までには、更に+49,000 台（＋57％）が増設される予定だという。 

ロタリー収入は、昨年、▲8.33％低下し、94.4 億㌦（1 兆 1,100 億円）となったが、スロッ

トマシン収入は、+15％増加して、36 億㌦（4,050
億円）を稼いでいる。 その場で当たり籤が分

かるインスタント スクラッチ チケットを含

めると、ロタリー総収入は、前年比+6％増加し

て、469 億㌦（5 兆 4,900 億円）に達している。 

官営スロットマシンは、ドッグレース場と併設

される場合が多いようだ。 客足が遠のいてい

るドッグレース場が、官営スロットマシンと提

携して、ドッグレース以外の収入機会を獲得し

ているのだ。 この現象は、race と casino の 2
つの言葉を一緒にした、“racino”と言う新語を

生み出している。 官営スロットマシンの殆ど

は、一本腕の機械的にリールが廻る伝統的マシ

ンとは異なり、ビデオのロタリー端末（VLTs）
だ。 このマシンは、当選者にコインを吐き出

すのではなくて、キャッシャーで換金しなけれ
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ばならないレシートを出すシステムを採用している。 掛け金は、1 ㌦から 5 ㌦で、賞金

は、10 万㌦或いはそれ以上が用意されている。 一部では、習慣病へ一番大きな影響を及

ぼすと見られているスロットマシンの、社会への悪影響を指摘しているが、税収拡大を

優先させている地方政府は、賭博場の増加とは訳が違うと言っている。（wsj.com, 3/30/2006） 
 

（５）コロニー キャピタル、トロピカーナ カジノ買収へ動く 
LAS と Atlantic City で Hilton カジノを運営している Colony Capital が、両都市で Tropicana 
Casinos を所有する Aztar Corporation を、現金 14 億㌦（1,640 億円）で買収するオファーを

提出した。 Colony が提示した買収価格は、Aztar 1 株を 41 ㌦と見積もっている。 この

額は、3 月 13 日に Pinnacle Entertainment が提示した買収価格 38 ㌦を上回る。 Colony は、

Aztar 買収で、Harrah’s Entertainment（時価総額 144 億㌦）と MGM Mirage（123 億㌦）に次

ぐ、全米第 3 位のカジノ企業になる事を目論んでいる。（買収後の企業時価総額は 50 億㌦） 

Aztar は、Colony のオファーを採用する場合は、Pinnacle に＄40ｍ（45 億円）以上のブレ

ークアップ フィーを支払わなければならなくなる模様。 Colony を所有しているのは、

LAX の非上場の不動産投資企業オーナーThomas J. Barrack Jr.で、彼は、1990 年代より 200
億㌦（2 兆 3,400 億円）の不動産投資を手がけている。 彼は、Aztar が保有している LAS
の も人気の高い場所の一つであるLAS StripとTropicana Avenueの土地に興味を示してい

る。 Barrack は今年初め、サウジの王族で企業家の Prince Alwaleed bin Talal と共同して、

Fairmont Hotels and Resorts（加）を、40 億㌦近くで買収している。(nytimes.com, 3/31/2006) 
 
 
 

 その他  
 

（１）ハーレー ダビッドソンが、中国販売代理店を指名 
アメリカのアイコニック Harley-Davidson が、中国に於ける初めての販売代理店に Beijing 
Feng Huo Lun を指名した。 大型バイクの大都市や高速道路での走行規制が残る中国で、

HD は、段階的な販売拡大を狙って行く。 HD は、昨年、米国で 266,500 台、海外で 62,500
台の大型バイクを販売している。(channlnewsasia.com, 3/24/2006) 
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 編集後記  
 
 
 

米旅行業界が、コールセンターのオフショアー アウトソーシング（海外外注化）を見直し

始めている。 オフショアー外注先で、期待した通りの品質確保が困難な事が、内製化へ

の復帰を促していると言うのだ。 
 

近のニュースは、外注化の見直しに加えて、米航空会社の； 
① 自社サイト経由の直販拡大（オンライン直販拡大）によるコールセンターそのものの

縮小と、 
② 在宅勤務者の雇用拡大や、自動音声テクノロジーの採用等によるコールセンター経費

の削減、 
についても触れている。 
 
 
 

オンライン直販を増加させる事により、旅行社に支払うベース コミッションをカットし、

合わせて、コールセンター業務を縮小させて、販売コスト（流通コスト）を徹底的に削減

する事を考えているのだ。 
 
 

しかし、 近のニュースは、こうも伝えている。 
③ 商品がコモディティー化すればするほど、カスタマー サービスが、その商品の差別化

に重要な役割を演じる事になる。 
④ 従って、サービス要員は、業務知識の習得は勿論大切であるが、それよりも何よりも、

人に優しい“ナイスな人”で有る事が重要だ。（情報 208 ページ 10、「携帯電話会社の

カスタマー サービス強化策」） 
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コールセンターは、顧客が商品を購入（予約）するために 初に連絡して来る（或は、苦

情を持ち込む）、 初の POS（point of sale）である。 従って、コールセンターは、販売の

重要地点であると言えるのではないだろうか。 だから、米旅行業界は、コスト削減策を

優先させたコールセンターの海外外注化を、品質が維持出来ないと見るや、即座に内製化

に切り替えているのだろう。 
 
 
 

これ等の話から、コールセンターをインサイド セールス部門と位置づけている企業が有る

事を思い出した。 販売を、“イン”や“アウト”と区分するのは、そもそも可笑しな話で

ある。 しかし、敢えてこれを是とするならば、インサイドの品質良い運営が有ってこそ、

初めてアウトサイドが機能するのではなかろうか。 アウトサイドだけが販売しているの

では決してない。 
 
 

サービス産業の商品は、当たり前の話であるが、目に見えない財なのだ。 目に見えない

財の販売を、電話でもって、目に見えないお客様に販売しなければならないコールセンタ

ーの人達の業務は、それは大変難しい仕事なのだ。 だから、コールセンターで働く人達

は、商品に関する業務知識の習得は勿論であるが、電話の向こうの“見えないお客様”の

身になって考える事が出来る、先ず“ナイスな人”である事を求められている。 彼等は、

電話では目に見えない笑顔を、見えないお客様に伝えなければならないのだ。 
 
 

そして、お客様は、忍耐強く電話を待っては呉れない。 “ロスト”や、長い“待ち呼”

を作っては、いけない。 (H.U.) 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会情報 211 （ 以 上 ） 
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