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TD 勉強会、7/15/2006 

1. ネットワーク「識る」立ち上がる 

 

JAL の OB 及び現役の有志により、既に「識る」シリーズとして、数回講演会を実施し

て来た勉強会“ネットワーク「識る」” （世話役 赤井氏／元 JAL リーブル社長）が、

正式に設立された。 
そして、ホーム・ページ http://sky.geocities.jp/benkyokai_shiru/sec/img/logo61.gif を立ち

上げた。 ネットワーク「識（し）る」は、JALグループの社員やOBの同好的メンバー

制の会（任意団体）で、航空事業について、生活向上について、自分達の知識を高めな

がら緩やかにネットワークして行くことを目的としている。 会は、“「識る」シリーズ”

として開催される、「航空事業シリーズ勉強会」と「生活向上シリーズ勉強会」を中心

に活動する。 

 
航空事業シリーズ勉強会 
 8月7日（火） 17：30〜 
 JALのOBベテラン機長のお話を聞き、質問できる機会です。 お申し込みは

honobonoyyaa@yahoo.co.jp
 

生活向上シリーズ勉強会 
 ミニ勉強会「年金・税金・社会保険について識る」リクエストにより適宜開催します。 
 

コラム（役立ち知識） 
 今回は、退職時の年齢や条件によって大きく変わる「失業給付」について解説してい

ます。 
 

連絡・声 
 会員への連絡や会員の紹介などを掲載しています。 
 

会の運営・入会 
 JALグループの社員、OB（OB会員証を持っている方）は、原則として 誰でも参加を

申し込めます。 
 

会への連絡 
 当会についての問合せ、入会申込み等は honobonoyyaa@yahoo.co.jp へ。 
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航空事業の 前線、「ライン運航の実態と安全への取り組みについて識る」 

JALOB ベテラン機長のお話と、質問を通して、航空事業を識る。 

開催日 ： 8月7日（火） 
開催時間 ： 17：30〜19：30（含質疑） 
開催場所 ： JALビル25階 252 
会 費 ： 500円 
お申込先 ： honobonoyyaa@yahoo.co.jp

 
 
＜勉強会：ネットワーク「識る」の赤井さんからの挨拶＞ 
 
勉強会：ネットワーク「識る」のご案内 
 

皆さま ご無沙汰しております。 
世話役（島田・赤井）の退職もあり、一時中断しておりましたが、勉強会「識るシリー

ズ」を再開致しますので、積極的にご参加下さい。 
（１）航空事業シリーズは、８月７日（火）17：30から、JALビル25F（252教室）にて

実施します。 今回は、ＯＢ機長から、運航と安全についてお話頂きます。 
（２）生活向上シリーズは、数名規模の仲間を集めて声をかけて頂ければ、適宜時間を

調整して実施する「ミニ勉強会」形式とします。 テーマは「年金・税金・社会

保険」です。 
５月後半から６月にかけて延べ４回実施し、自分の年金について具体的に分った

と好評を頂いております。 
 

なお、詳細は、ホーム・ページをご覧下さい。 
 URL；http://sky.geocities.jp/benkyokai_shiru/
 ログインのパスワードは「shiru」です。 
 

梅雨明けも間近ですが、皆さまお体を大切に、良い夏をお迎え下さい。 
 

赤井（副幹事） 

 

■ 
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wsj.com, 7/10/2007 

2. A Bubble Bath and a Glass Of Bubbly – at the Airport 

 豪華ファースト・クラス ラウンジ 

 

ファースト・クラス サービスが強化されている。 世界経済の繁栄で、富裕層が拡大

し、このクラスの需要が増加している。 彼らは、飛行場の混雑を回避出来る、普通の

人達とは違った豪華なサービスを求めている。 そして、そのサービスが受けられるの

であれば、金に糸目は付けない。 中東の航空会社は、航空機の前方に、仕切られた豪

華スイート（個室）を、バージンは LHR 空港の“Clubhouse”ラウンジに美容院、劇場、

ジャクイジーを設置した。 そして BA は、来年 3 月末にオープンする LHR 第 5 ター

ミナルに、ファーストとビジネス・クラス用に 5 つのラウンジを設ける。 
 

ファースト・クラスの豪華さの長年のリーダーであるアジアでは、この種のサービスの

競争が も激しい。 QF は、SYD と MEL で、スパ・libraries、chair-side ウエイター サ
ービスを有した新ファースト・クラス ラウンジをオープンする。 CX の香港空港ラウ

ンジは、Skytrax Research（LON）の人気投票で、世界 1 のファースト・クラス ラウン

ジに選ばれている。 このラウンジでは、うどんや library や“the Cabanas”と名付けら

れた風呂の設備が用意されている。 
 

 

 

 

 

 

Waiting in style: Lufthansa's first-class 

lounge. 
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Lufthansa drives first-class 

passengers directly to airplanes in 

Frankfurt. At London's Heathrow 

(inset), Virgin Atlantic pampers fliers 

at its 'Clubhouse.' 

 

 

 

 

LH は、2 年前にファースト・クラス ラウンジ専用のターミナルを建設した。 このラ

ウンジには、ファースト・クラス旅客と 2 年間で 60 万マイル以上を貯める常顧客しか

利用できない。（同じスター アライアンスである UA の、 高マイレッジ顧客であって

も、このラウンジは利用出来ない。） 
 

空港に到着したプレミアム顧客は、ラウンジのスタッフに迎えられ、迅速に通過出来る

セキュリティーと出国審査を経て、便出発までラウンジでゆったり寛ぐ事が出来る。 

バブルバス、シガールームでの喫煙、テーブル クロスのセッティング付きの食事をエ

ンジョイする事が出来、航空機への搭乗は、ベンツかポルシェで機側まで運んで貰える。 

航空機への搭乗は、パイロットや空港職員が使用するステップが使われる。 つまり、

プレミアム旅客は、完全に、その他の搭乗旅客と動線が分離されている。 

1 日当たり、平均 300 人のプレミアム旅客が、この豪華ラウンジを使用していると言う。 

ラウンジで働いている社員は 200 人に上っている。 LH は、8 月に、同様の豪華ラウ

ンジを、MUC にオープンする。 
 

LH は、次の様に語っている： 
・ このラウンジを開設して以来、ファースト・クラスの販売が +40%増加した。 
・ 競争が激化しているので、地上のサービスから差別化して行かないと、より豪華さ

を求めている顧客の獲得は出来ない。 
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・ 便出発の間際でも搭乗出来るスピードが、このラウンジの“売り”の 1 つであるが、

実際は寧ろその逆で、プレミアム顧客は、予想していた 45 分前空港到着よりも 2 倍

も前の 90 分前に到着としている。 彼等は、このラウンジをエンジョイしている。

（大晦日に、夫婦の客がやって来て、ラウンジ サービスを堪能した後、予約を取り

消して運賃を全額払戻し、悠然と立ち去ったケースが発生している。） 
 
 

AF も、4 月に CDG 空港で、ファースト・クラス旅客を機側まで車で運ぶ、パーソナル

なプレミアム旅客用の L’Espace Premiere サービスを開始した。 LH の様に、別棟の専

用ターミナルではないが、サービスの内容は似通っている。 
AF は、空港到着が遅れる場合は、航空機の出発を遅らせる可能性を検討する為の、特

別な電話番号をプレミアム旅客に提供している。 専用ラウンジから直接機側までの車

による輸送は、チェックイン締め切り時間を、便出発の 30 分前までに、大幅に短縮す

る事を可能にしている。 CDG 空港ではターミナルが 5 棟に分かれていることもあっ

て、この時間短縮は、時間が貴重なプレミアム顧客にありがたがれている、と AF は言

っている。 
 

AF は、LH と同じ様に、ファースト・クラスを予約した旅客だけに、この豪華サービス

を提供している。 そして、ビジネス・クラス旅客を、ファースト・クラスの空席にア

ップグレードしたりはしない。 高い運賃を支払っている顧客に対して、支払った料金

に見合うバリュ−の保証が必要だ、と AF は言っている。 
 

一方、米国の航空会社は、異なった方向へ向かっている。 DL, CO, NW, US の各社は、

国際線のファースト・クラスを無くしてしまった。 ラウンジに付いても、外国他社が

実施している豪華サービスは、実施されていない。 米国の航空会社のラウンジで 1 つ

メリットが有るのは、$50 の 1 日ラウンジ利用券だ。 また、殆どのラウンジが、食事

や無料のアルコールを提供していない。 米航空各社は、常顧客プログラムの報奨とし

て、ファースト・クラスを利用している。 
 

総 2 階建ての A380 型機を導入する、LH や AF を始めとする外国他社は、この航空機の

広いスペースを利用して、ますますファースト・クラスを強化するだろう。 このクラ

スに於ける、米国と欧州の航空会社間のサービス格差が、拡大しつつある様だ。 ■ 
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GameZone of the Wing, Cathay Pacific's Hong 

Kong lounge. 

 
 
 
 
 
 
 
nytimes.com, 7/10/2007 

3. Getting Your Shows on the Road 

旅行業界のエンターテイメント システム 

 

嘗ては、旅先のホテルで HBO（米国ケーブル TV）を見たり、ビデオが無い時代に飛行

機の機内映画を見たりするのは、家庭では楽しむ事が出来ないアメニティーであった。 

しかし、ディジタルの時代になって、家庭に於けるエンターテイメント テクノロジー

の進歩は、旅行業界をアナログ時代に引き戻してしまったかの様な錯覚を覚えさせてい

る。 航空会社は、見辛いオーバーヘッドに設置された TV に退屈な映画を映し、ホテ

ルの TV の番組は、TiVo に馴れた宿泊客を失望させている。 
 

業界のエンターテイメントのオファリングが大きく変化していると言うには時期尚早

であるが、幾つかの会社は、消費者のテクノロジーの進歩に追いつきつつある。 
 

ホテルでは、高解像のフラット TV や、iPod のドッキング ステーション、大量なプロ

グラム（欲を言えばオンディマンド）へのアップグレード競争が開始されている。 そ

して、幾つかの航空会社では、より多くの映画、音楽、ゲームを取り揃えた個人用のエ

ンターテイメント システムを導入しつつある。（このサービスは、主としてファースト

とビジネス・クラスに適用されている。） 
 

アナリストは、「これ等の改善は、家庭に於ける生活（特にビジネス旅客の）をそのま

ま旅先にも持ち込ませ様としている、大手の旅行の会社の意図の現れだ」、と言ってい
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る。 Forrester Research の旅行アナリストの Henry Harteveldt は、次の様に語っている。 
・ 全ては、“顧客がよりコントロールしたがっている”という事の認識から始まる、 
・ 家庭では、全ての機器（例えば iPod）を、自分が使いたい様にコントロールしてい

る、旅先でも、顧客は、同じ様にそれを望んでいる、 
・ ホテル業界の競争は、ベッドからテクノロジーへ移行している、 
・ 特に料金が値上げされている時には、顧客のテクノロジーに対する要求は強くなっ

ている、 
・ 今日では、4 つ星や、5 つ星のホテルで、依然として旧式の箱形 TV があったならば、

顧客は驚くだろう。 1 泊数百ドルも支払っているのだから、フラット TV は当たり

前の装備となっている。 
 

幾つかのホテルは、新型 TV とより幅広いプログラムを準備中だと発表しているが、こ

れ等のアップグレードには時間がかかるだろう。 
Marriott International は、2 月に、米国とカナダの 3 つのブランド Marriott, JW Marriott, 
Renaissance に、32 吋高解像液晶 TV を導入する計画であると発表した。 現在迄に、

56 のホテルに設置されたが、全てでフラット TV を見られる様になるのは、2009 年迄

かかるだろう。 この TV は、少なくとも 45 チャネル（現在は 28 チャネル）を有し、

宿泊客がミュージック プレイヤー、ラップトップ、その他の機器をプラグイン出来る

接続パネルを有している。 Marriott のスポークスマンは、「20 年前は、ビジネス旅行

の全ては、“出張して、仕事をこなし、そして帰って行く”パターンばかりであったが、

現代では“ライフ スタイル旅行者”に、ビジネス旅行者がパラダイム シフトしている」、

と語っている。 
 

業界の調査によると、旅行の新種族達は、新しいレストランを試すなど出張の機会を

大限に利用し、そして、家庭に於けるのと同様の快適さ — 例えば、450 番手のシーツ

や、時間にこだわらない好きな TV 番組の鑑賞 — を、ホテルに於いても経験したがっ

ている。 
 

Hiltonは、この要求に応える為に、同社の 2つのホテルHilton Chicago O’HareとHilton San 
Francisco に、“Sight and Sound”ルームを限定室用意した。 この部屋は、通常の部屋

より $20 割高であるが、42 吋 TV、ディジタル音響システム、その他の機器用の接続パ

ネル、スポーツ パッケージと人気 TV ショーを含むオンディマンド プログラムを利用

する事が出来る様になっている。 Hilton は、北米のホテルの全室にフラット TV を導

入しつつある。 同ホテルは、2005 年に、簡単にセット出来る目覚まし時計とポータ

ブル ミユージック プレイヤーを設置している。 
 

情報 278 平成 19 年 7 月 16 日  TD 勉強会 8



しばしばテクノロジーの 先端を行っている W Hotels は、iPod ドッキング ステーショ

ンを 9 月迄に、フラット TV を年内に導入すると約束している。（既に、客室の 80%が

新型 TV 装備となっている。） 
 

ホテルにテクノロジー サービスを提供している LodgeNet 社は、「ホテルは、幅広いプ

ログラムや封切り直後の映画を、オンディマンドで提供し、スポーツ番組サービス パ
ッケージから $10〜$20 を、ペイパービューTV から $11 を徴収している」、と言ってい

る。 
 
 

キャッシュ・ショートの米航空会社達は、一般的に言って、エンターテイメント テク

ノロジーに投資していない。 主として外国他社との競争のために、機内システムを導

入している。 例えば DL は、24 チャネルのライブ TV 番組と、28 の映画、12 のビデ

オ ゲーム、1,600 曲以上の音楽、人気ショー番組を含む 45 時間の HBO プログラミング

を利用する事が出来る、新たな座席背面システム Delta on Demand を導入した。 既に、

数機のエコノミー座席を含む 100 機の航空機に、この新システムが導入されている。 

ライブ TV とゲームは、全クラスを通じて無料であるが、エコノミー座席では、幾つか

のプログラムは有料となっている。 DL は、2008 年の夏迄に、4 時間以上の路線を飛

ぶ、全機にこのシステムを装備すると言っている。 
 

幾つかの超長距離線を運営する SQ は、1,004 のオンディマンドの音楽とビデオの無料

エンターテイメント システムのオプションと、顧客の携帯フラッシュ・ドライブを接

続出来るオフィス・アプリケーション提供する。 SQ の目標は、顧客に地上と変わら

ないコントロールを提供する事だ、と言っている。 顧客が座席で、エンターテイメン

トを開始したり、リワインドしたり、停止したりすればする程、顧客は、自分のエクス

ペリエンスをコントロールしている気持ちを抱く。 そし同社の調査によれば、そうす

る事によって、顧客は、全般的なより満足感を抱く事になる、と SQ は言っている。 
 

World Airline Entertainment Association のスポークスマン Rob Brookler は、より多くのキ

ャリアが、オンディマンドのこれ等のシステムを導入しつつある、と言っている。 「旅

客は、チョイスと幅広いセレクションとシステムに対するコントロールを求めている様

だ」、「旅客は、もう一方で、コネクティビティーを欲し始めている」、「データ、つまり

メッセジングの為に携帯電話や PDA を使用する動きが急ピッチで展開するだろう（外

国航空会社が先に実施するだろうが）」、「音声のオプションは、行政や社会的な問題に

よるだろう」、と彼は語っている。 
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Delta’s seatback entertainment system has 24 channels of television and about 28 films. 

 
 
 
 
DTW, 7/5/2007 

4. Travel Weekly’s Power List 2007 

2007 年、米旅行社 トップ 10 

 

Travel Weekly 社の“2007 年 米旅行社トップ 10”が発表された。 コンソリデーション

が進展した結果、年商 $100m（120 億円）以上の旅行社が 53 社に達した。 この傾向

は留まる兆候を示していない。 大がより大になるばかりでなく、より多くの旅行社が

大きくなる傾向を有している。 そして： 
 

 中規模から大規模の旅行社が、HRG, BCD, American Express の如くのグローバル 
ジャイアンツの系列に入りつつある。 これに加えて、America’s Vacation Centre
（No. 52）の如くのニュー エントリーズが、大きな会社達をネットワークとフラ

ンチャイズ モデルに編成しつつある。 

 国際化の波が、地域的な旅行社を、国際的プレゼンスの為のグローバルな会社や

協会との提携に走らせている。 
 多くの旅行社で、独立旅行販売業者経由の大幅な販売増を目論んだ、ホスティン

グの勢いが増している。 
 ホスティングとテクノロジーの組み合せにより、多くの旅行社がより少ない人員

で、より大きな販売を可能にしている。 
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しかし、全ての旅行社が均等に成長している訳では無い。 大規模と、超大規模旅行社

の差が拡大している。 No. 7（Orbitz Worldwide）と No. 8（AAA）の差は、$6bn（7,200
億円）にもなっている。 そして、超大規模旅行社は、ますます大きくなりつつある。 

No. 1 の American Express Business Travel の販売は +17.5%増加し、No. 2 の Carlson 
Wagonlit Travel は、2006 年に Navigant International を買収した事もあって、販売が 
+33.7%も増加した。 
 

昨年も、旅行社間の合併が盛んであった。 合併した旅行社は、通年、合併会社として

販売したと仮定して、ランク付けを行っている。 Uniglobe Partners（No. 40）などは、

その方式によっている。 合併の一方で、スピンオフも実施された。 Travelport は、

Cendant から純粋に旅行に焦点をあてた旅行社としてスピンオフされた。 
 

その他の傾向も、継続して加速化されている。 例えば、オンライン旅行社ジャイアン

ツ達は、以前程の爆発的な勢いは無くしているものの、大幅な販売増を達成している。 

Expedia（No. 3）は +10.3%増加して $17.2bn（2 兆 650 億円）へ、Travelocity（No. 6）
は、+35.8%増の $10.1bn（1 兆 1,200 億円）へと成長した。 Travelport の旅行販売部門

である Orbitz Worldwide（No. 7）と、Priceline（No. 9）両社も、販売を増加させた。 
 

多くの旅行社が、社員数を若干増加、或は、減少さえさせて、大きな販売増を達成して

いる。 例えば Travizon（No. 15）は、436 人の社員のままで、$660m（792 億円）から 
$732m（880 億円）に販売を拡大した。 Tzell は、タッタの+45 人増加させただけで、

前年比 +$100m（120 億円）を達成している。 
 

これ等の販売増の、一つの大きな原因は、ホスティングによっている。 旅行社は、

ARC のライセンスを得ていないホームベース旅行社や B&M 旅行社をホスティングし

ている。 Travel and Transport（No. 13）は、22 社のアウトサイド旅行販売業者（outside 
travel sellers）経由で $5m（6 億円）を売り上げた。 Ovation Travel Group（No. 24）は、

$62.5m（75 億円）を、Travel Store（No. 32）は、売上の 1/4 近くの $59m（71 億円）を、

夫々アウトサイド旅行社から売上げている。 ビジネス旅行管理の旅行社が、継続して

このランキングを占拠しているが、トップ 10 社の内 6 社は、主たる収入をレジャー旅

行販売から上げている。（詳細後述） 
 

この Travel Weekly の The Power List は、年間販売高（gloss sales volume）により米国の

トップ旅行セラーズ（top travel sellers）をランクする事を目的としている。 
・ 旅行セラーズとは、如何なる媒体（電子的あるいは電話 etc.）によって、消費者に

直接旅行商品を販売する仲介業者を指す。 
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・ そして、旅行セラーズを、単一法人、或は、コングロマリット別に取扱う。 
 

例えば Travelocity は、より大きな法人である Sabre に一部であるけれども、販売高を区

分してレポートしている。 Carlson Wagonlit はその 50%を、Carlson Leisure Group は

100%を、Carlson Cos.によって保有されているが、それぞれは、独立して運営している。 

AAA は、全米の非営利（NPO）組織である為、ここでは、1 つの法人として取り扱っ

た。 個々の AAA クラブは、大きな自主性を発揮している一方で、ナショナル ブラ

ンドとして集団で運営している。 将来、アフィリエート ベース企業が成長を維持し、

誰を飲み込んで、誰とアフィリエートするかは、注目に値する。 
 

レジャー旅行販売の 大手は、Expedia（No. 3）、Travelocity（No. 6）、Orbitz（No. 7）、
Priceline（No. 9）のインターネット セラーズ達だ。 その他は、バケーション販売に

集中する事を選択している旅行社達だ。 その他のレジャー旅行社は、ニッチ市場で営

業している。 例えば STA（No. 12）は学生市場に、AAA（No. 8）は独立したクラブ

の協会として運営している。 Travelers Advantage（No. 19）は、多くの業界にメンバー

シップとロイヤルティー プログラムをオファーしている Affinion の子会社である。 

消費者は、バケーション旅行費用を積み立てる為に、平均 $119 の年会費を払って

Travelers Advantage に参加している。 Travelers Advantage は、法人顧客からのリクエス

トも受け付けているが、法人旅行よりも未だ余り手がつけられていないヒスパニックの

レジャー市場の開発を狙っている。 
 

一方、法人取扱旅行社も、レジャー旅行商品の販売を拡大している。 例えば Altour
（No. 20）は、AltourFrance.com と AltourFamily.com を立ち上げて、consumer travel show 
program を拡大するだろう。 Travel Authority（No. 30）の Enhanced Employee Travel Club
は、法人顧客とその社員に、自社と、アフィリエートとなっている American Express の
値引きを伴ったレジャー旅行のアシスタントを提供している。 
 

以下が、法人旅行よりもレジャー旅行を販売している Power List 旅行社達だ。 
・Expedia   No. 3 ・Carlson Leisure  No. 14 
・Travelocity  No. 6 ・World Travel Holdings No. 16 
・Orbitz Worldwide  No. 7 ・Travelers Advantage No. 19 
・AAA   No. 8 ・YTB   No. 35 
・Priceline  No. 9 ・Morris Murdock  No. 46 
・Liberty Travel  No. 10 ・Americas Vacation Center No. 52 
・STA Travel  No. 12 ・Global Travel International No. 52 
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[Travel Weekly’s the Power List Top 10] 

 旅行社 
販売額 

(前年比) 
社員数 本社 備 考 

1 

(1) 

American 

Express 

Business Travel

24.2 

(20.6) 
N/D 

NYC 

上場 

American Express Intelligent Online 

Marketplace 予約・購入・旅行管理・

関連ビジネス 

2 

(2) 

Carlson 

Wagonlit Travel

22.1 

(16.53) 
19,000+

MNP 

非上場 

ARC 8.43、Carson Cos. 51% One 

equity Partners 45%、日本と中国でオ

ンライン予約ツール開始 

3 

(3) 
Expedia 

17.2 

(15.6) 
6,600 

SE 

Bellevue, 

WA 上場 

10 周年、日本、北欧 3 国サイト立ち

上げ、GDS ベンダーを多様化(Sabre

と Amadeus とも契約) 

4 

(5) 
BCD Travel 

12 

(12) 
12,000 

Wassenaar

Nederland

旅行管理会社 3 社が集合、90 ヶ国展

開、旅行と金融ｻｰﾋﾞｽを営むｵﾗﾝﾀﾞ家

族企業 BCD Holdings の子会社 

4 

(4) 

Hogg Robinson 

Group (HRG) 

12 

(12) 
12,000 

NYC 

上場 

Business Travel International との共同

株主ステータスから独立、10 月 LON

証取上場、法人販売 100% 

6 

(6) 
Travelocity 

10.1 

(7.44) 
5,000 

Southlake,

TX 

Activities Tab 目的地アクティビティ

ー、アトラクション立ち上げ、Zuji

完全子会社化、欧州サービス センタ

ー立ち上げ 

7 

(9) 

Orbitz 

Worldwide 

10 (2.4 as 

Cendant 

Travelport) 

1,600 
CHI 

非上場 

米 予 約  $8.7bn 、 Cendant 8 月

Travelport ス ピ ン ア ウ ト し て

Blackstone に売却、非上場となる 

8 AAA Travel 
3.89 

(3.7) 
5,130 

Heathrow, 

FL 

非上場 

ARC $696m、89%レジャー販売、

NPO、オンライン販売 +30% 

9 

(10) 
Priceline.com 

3.3 

(2.2) 
N/D 

Norwalk, 

CT 

非上場 

Sabre, G2SwitchWorks を GDS ベンダ

ーに選定、欧州 Booking.com 貢献 

10 

(11) 
Liberty Travel 

1.8 

(1.8) 
2,450 

Ramsey, 

NJ 

非上場 

ARC $438.5m、98%レジャー、アウ

トサイド セールス 200 

（ ）内、Power List 2006、単位：10 億米ドル ■ 
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PhoCusWright, June 2007 

5. PCW’s EUROPEAN ONLINE TRAVEL OVERVIEW 

「連載」PCW の欧州オンライン旅行市場調査 （１） 

 
今週号から PhoCusWright 社の、「欧州オンライン旅行市場調査」を、4 回の連載物にし

て御届けする。 

 
Methodology 
PhoCusWright の European Online Travel Overview Third Edition は、2006 年と 2007 年の欧

州オンライン旅行市場を調査したレポートである。 このレポートは、英・独・仏・伊・

西の 5 ヶ国を調査対象とし、それ等の国の 100 社以上の航空会社・ホテル・ツアオペ・

鉄道・オンライン旅行社・伝統的旅行社・旅行テクノロジー企業をインタビューした調

査に基づいている。 汎欧州の推定や予測は、初期欧州連合 15 カ国及びフィンランド、

スエーデン、スイスの合計値によっている。 
 

インターネット販売は、グロス予約、即ち、レジャーと非管理ビジネス（unmanaged 
business）旅行サイトでオンライン販売されたプロダクトのトランザクション バリュ−

の合計をベースとしている。 このレポートでは、オンラインで調査し、オフラインで

購入するかも知れない予約をダイレクト販売と看做す。 
 

市場サイズの推定と予測は、汎欧州オンライン旅行社のローカル市場実績と、ローカル

のオンライン旅行社と、ローカルのサプライヤーのグロス販売合計に基づく。 ホスピ

タリティー以外のサプライヤーのオンライン販売は、そのサプライヤーの本社が所在す

る市場に計上した。 例えば LH の全てのオンライン販売はドイツに、AF のオンライ

ン収入はフランスに、夫々計上した。 ホスピタリティー サプライヤーのグロス予約

は、ホテルが所在しているローカル市場に割り振った。  
 

全ての金額表示は、ユーロを使用している。 このレポートでの“旅行市場”は、合計

旅行市場を、“伝統的旅行社”は、主としてオフライン旅行社を指す。 
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Section One: The European Online Travel Marketplace 
 

Introduction 
 

欧州のオンライン レジャー／非管理ビジネス（unmanaged business）旅行市場は、2003
年から 2006 年にかけて、年平均 +50%以上も成長した。 しかし、この成長速度は、

緩和しつつある。 2008 年には、2006 年の +37%から、前年比の増率が +22%に低下

するだろう。（Table 1.1 参照） 
 

 
 
European Online Travel Market Nears E40 Billion 
 
欧州のオンライン レジャー／非管理ビジネス旅行市場は、2006 年に、E40bn（6 兆 4,000
億円）に近づきつつある。 市場が成熟化しているので、法人インターネット予約も、

特に英国やドイツで増加している。 しかし、消費者ダイレクト Web サイトが、この

チャネルの成長を動かし、そして、市場は、近い将来にわたって、更に拡大し続けるだ

ろう。 現在、レジャー／非管理ビジネス セグメントは、法人 Web セグメントの略 7
倍の規模となっている。 これが、2008 年には、E61bn（9 兆 7,600 億円）に対して E17.2bn
（2 兆 7,550 億円）と、法人 Web セグメントの 3 倍以上の規模となるだろう。（Table 1.2
参照） 
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欧州のオンライン旅行市場は、米国に比べて総旅行に対する浸食率が大きく無い。 し

かし、それは、オンライン化の潜在力が高い事を示している。 オンライン化が進展し

て、2008 年には、世界の総旅行市場に対するシェアーと等しい割合にまで成長するだ

ろう。（Table 1.3 参照） 世界のオンライン市場に於ける欧州のシェアーは、2005 年の

27%から、2008 年の 36%（総旅行市場シェアー36%に等しくなる）までに、劇的な拡大

を見せるだろう。 
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Profound Behavioral Changes Compounded by Consolidation 
レジャーと非管理ビジネス オンライン旅行セグメントに於いては、この市場の成熟化

が、2003 年や 2004 年の輝かしい成長ペースを緩和させている。 と同時に、競争の激

化と消費者の行動の変化が、インターネット経由の顧客へのアクセスと顧客維持を複雑

化させている。 

2007 年に於いては、オンライン レジャー／非管理旅行市場が、総旅行市場の 1/4 近く

に達するばかりでなく、LCC が、欧州の人達の旅行購入行為を大きく変更している。

（Table 1.4 参照） そして、ツアオペレーターやオンライン旅行社の 終プロダクトを、

境界線がぼけた物にしてしまうだろう。 
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英国やドイツに於ける爆発的な LCC の展開に対抗して、メジャーなツアオペレーター

は、彼等のサプライ・チェーンと販売プロセスの支配権の獲得に躍起になっている。 同

時に、BA などの伝統的な航空会社が、自社直販オンライン チャネルを強化して、伝統

的旅行社ばかりでなくオンライン旅行社も排除し様としている。 一方、ホテル スペ

シャリスト（事実上ホールセラー）は、極度に分散化しているホテル流通の恩恵に預か

り、ホテル セグメントに於ける必要不可欠なオンライン流通業者となりつつある。 そ

して、オンライン旅行社は、主要な鍵となるパッケージ市場に於いて、バーチャルなツ

アオペレーターとして活動している。 この結果、オフライン旅行社チャネルは、継続

して、2004 年のシェアー58%から 2008 年の 35%に劇的に縮小するだろう。 

これ等の急速な変化の中で、継続したコンソリデーションの波が押し寄せている。 そ

して、多分、2007 年の中頃には、汎欧州のツアオペレーターは、4 社から 2 社に半減し

てしまうだろう。 計画されている TUI/First Choice と Thomas Cook/MyTravel の合併は、

欧州旅行市場に於ける全てのこれ等の変化から発生する、プレッシャーの高まりの結果

を反映している。 これ等の合併企業は、スペシャル プロダクトをコモディティー デ
ィストリビューションにより販売するだろう。 ロングホール ツアーと LCC がオファ

ーしているショート・ブレークをペアーにして、これらのツアオペレーター2 社は、オ

ンライン旅行社の D-I-Y 商品や、LCC と検索 Web サイトが積極的に奨励しているアド

ホックで、プレースメント アプローチの挑戦に対抗する事を考えている。 2008 年ま

で、オンライン市場は、巨大ツアオペレーターの動きにも拘らず、サプライヤー サイ

トがオンライン旅行社を上回ると想定される。（Table 1.5 参照） 伝統的な航空会社の

オンライン直販努力の成功は、2006 年に LCC 販売を追い抜いている。 しかし、オン

ライン化率では、圧倒的に LCC が勝っている。 ツアオペレーターは、継続してオン
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ライン市場全体に亘って活動するけれども、彼等の幾つかの販売は、オンライン旅行社

のカテゴリーに計上されてしまっている。 

 

 
 
 
Online Agencies Face New Realities, Intense Competition 
 
全てに対して全てを取り揃える事は容易な仕事ではない。 オンライン旅行社ジャイア

ンツ達が、それを証明している。 Expedia や lastminute.com や Travelport の ebookers は、

全て、多くの種類のソースからコンテントを引き出して来て、幅広いカスタマー ベー

スにサービスする複雑さへの対応で、何らかのトラブルを抱えていると見られている。 

Travelocity の 2005 年の Lastminute.com を買収は、オンライン旅行社チャネルの成長ス

ピードの減速を判り辛いモノにしているのかも知れない。 しかし、今年初めの、
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ebookers の共通プラットホームへの統合化に於けるトラブルは隠し様もない。 これ等

のビジネスは、オンライン オファリングと一体化しながら、オフライン ビジネスを管

理する事が、如何に難しいかを明らかに示している。 

 
一方、Expedia と lastminute.com は、メジャーなツアオペレーターからのマーケティン

グとコンテント強化の猛襲を受けている。 この内の 2 社（TUI と Thomas Cook）は、

本質的に、第三者のプロダクトを加えた排他的なコンテントを提供するオンライン旅行

社になると宣言している。 これ等の会社は、特定市場に特化したツアオペレーターの

買収を通じて、彼等の差別化努力の強化を目指している。 伝統的ツアオペレーターは、

強力なブランドと豊富な経験を持ち、そして、短い期間でオンライン市場に於いても大

きな影響力を発揮するだろう。 
 

サプライヤーの直販イニシャティブ、消費者に対するポイント−オブ−パーチェスに於け

る膨大な選択、アット驚くディール、検索の普及などオンライン行為の全てが、オンラ

イン旅行社のシェアーを蝕んでいる。 その上、オフラインのツアー顧客をオンライン

に呼び込んで、ツアオペレーターのオンライン旅行社に対する挑戦が市場を効果的に拡

大している。 ツアオペレーターは、パッケージ コンテントの旅行素材のバラ売り、

そして／或は、ダイナミック パッケージを販売するオンライン旅行社の如く行動する

事を必然的に含む事になる、マルチ・チャネル流通戦略を追求しつつある。 第三者コ

ンテントは、バーティカルに統合されたツアオペレーターが、より柔軟性に富んだ総合

的なオファリングを模索しているので、既に市場の一部に入り込んでいる。 
 

オンライン旅行社は、勿論、より柔軟性と格安料金を求めている伝統的ツアー購入者の

プールから一定の顧客を得ているけれども、それは、彼等の成長を動かす主たる需要と

はなっていない。 だから、競争激化がオンライン旅行社の成長を緩和していると言っ

ても、ツアオペレーター（そして／或は 彼等の子会社）による旅行社モデルの選択的

採用が、市場により多くの商品を持ち込み、より多くの中心的な伝統的ツアー購入者を

オンラインに引き込んでいる。 その結果、オンライン旅行社（旅行社として活動する

ツアオペレーターを含む）と、サプライヤー ブランデッド Web サイト間の、相対的な

シェアーの均衡が存在する。 
 

欧州に於ける全般的なオンライン旅行市場の成長率は、低下して、 も進歩的な旅行の

会社が得る収入のペースに接近するだろう。 しかし、汎欧州のトレンドが、欧州の個

別の旅行市場を全て支配している訳では無く、ローカル市場のプロファイルは、市場毎

に異なった様相を呈している。 例えば、フランスでは、LCC は意味を持たないし、

スペインやイタリアのツアオペレーターは、オンライン流通業者に対して本質的にホー
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ルセラーに留まる事を選好し、ドイツやスペイン市場では自国で育ったオンライン旅行

社が支配的ではないが重要な位置を占め、そして、英国の如くの も成熟した市場でさ

え、継続して新たな LCC が誕生している。 
 

明らかに、習慣（habits）、レガシー プレイヤー、そして、その他の競争要因のユニー

クなセットが、殆どの国の市場に存在する。 これ等の特徴の考慮無しには、欧州市場

のトレンドとオポチュニティーを解明する事は不可能だ。 ローカル市場の成長の鍵を

握っている中心的なサプライヤーも、市場毎に異なっている。 旅行市場に於けるメデ

ィアの役割とタイプは、消費者の行動様式と各国の市場の歴史的背景に、しばしば依存

している。 
 
 

U.K. Market Share Shrinks, but Remains Dominant 
 

英国は、欧州市場をリードし 大の規模を誇っているけれども、2002 年に保持してい

たオンライン市場シェアーの略半分近く迄、シェアーを低下させてしまっている。 

2006 年には、依然として 1/3 のシェアーを保持している。（Table 1.6 参照） ドイツは、

2006 年には、2002 年の 12%以下のシェアーを倍増させている。 しかしながら、2005
年のピーク後に、ドイツは、一部のシェアーを、成長率を急増させているスペインやイ

タリアの新オンライン市場に奪われてしまっている。 

強の競争力を有する英国とドイツの 2 つの市場が、欧州に於ける 低のオンライン成

長率となっている事は注目に値する。 オフラインからオンラインにシフトする需要の

減少のために、欧州に於いて第１位と第 2 位に位置するこれ等の旅行市場は、競争の激

化の為に、今や、草狩り場とされている。 

  ■ — 次週に続く − 
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6. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  

 
（１）米 高裁、再販売価格維持で新解釈 
先月、米 高裁は、数十年間に及ぶ独占禁止法の所謂“再販売価格維持”の解釈を、逆

転させる決定を行った。 業界エキスパート達は、この決定の旅行業界に与える大きな

影響は発生しないだろうと予想している。 
Leegin vs PSKS（ハンドバッグ メーカーとその小売業者）のケースで下された 高裁の

決定は、シャーマン独占禁止法の下で、現在まで 100 年近くも禁止して来た製造業者の

小売業者に対する彼等の製品に対する所定の 低価格以下の販売の強要は、違法には当

たらないとした。 反競争的なプラクティスを創造せず奨励もしていないと陪審が判断

するのであれば、取引制限、或は、経済的利害保護の為のこの様な価格の要求は、違法

には当たらないとしたのである。 

この決定は、一定の状況下では、クルーズライン、ホテル、ツアオペレーター、航空会

社が、彼等の商品の販売を、特定の方法に従わせるか、値引きの抑制を強要する事を促

進させる方向に向かわせる可能性を有しているが、殆どの旅行は、再販売価格維持の禁

止を既に免除されている。 

ASTA の法律部門の SVP Paul Luden は、小売業者が旅行商品をブロックで大量購入する

様なマーチャント モデルであれば、依然として再販売価格禁止が適用されるリスクが

大きいけれども、それ以外であれば、旅行ビジネスに於ける影響はミニマムだと言って

いる。(DTW, 7/9/2006) 
 

（２）サイドステップ、ソーシャル ネットワーキング サイト買収 
検索企業として有名な SideStep が、今月、ソーシャル ネットワーキングの分野を拡大

する為に、20 歳から 35 歳の人達を対象にしている TripUp（LAX）を買収した。 
TripUp は、旅行を計画している人達に、彼等の目的地に詳しい（その目的地に住んで

いる）専門家を紹介する。 この拡大により、SideStep は、広告収入と紹介料（予約サ

イトへの referral fee）の増加を目論む。 SideStep は、昨年に、既にホテルのレビュー コ
ミュニティー サイト TravelPost.com を買収している。(DTW, 7/10/2007) 
 

（３）オービッツ、グループ旅行のトリップハブと提携 
Orbitz が、TripHub.com と提携して、グループ予約機能を保有した。 家族のリユニオ

ン、結婚式、グループやクラブやその他の集まりの、旅行計画のコーラボレーションの

場を提供する。 そして、コーラボレートのプロセス後は、グループ旅行参加各人が、
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彼等の予約を独立して実施する事を可能にしている。 Orbitz は、既存の Group Travel 
Planet（ホテルのグループ予約が可能）との関係も維持する。 Travelocity は、Groople.com
のグループ予約機能を使用している。(DTW, 7/10/2007) 
 

（４）米国連邦取引委員会、トラベルポートのワールドスパン買収を承認 
米国連邦取引委員会（Federal Trade Commission）は、Travelport による Worldspan の買収

を承認した。 この買収は、欧州委員会の承認も取得しなければならない。 Travelport
は、第 3 四半期末迄には、欧州側の承認も取得出来ると楽観的な見通しを述べている。 

Travelport は、Galileo と Worldspan の統合を意図している。 Galileo-Worldspan は、欧

州で Amadeus に次ぐ第 2 位の GDS となるだろう。(DTW, 7/11/2007) 
 

（５）米国務省、旅券発給遅延で陳謝 
下院の外務委員会で、国務省領事部の次官補が、旅券の大幅な発給遅延を陳謝した。 通

常は 6 週間で発行されるが、3 月には 高 12 週間もかかっている。 Western Hemisphere 
Travel Initiative と呼ばれる新たなセキュリティー強化規則が施行され、今年 1 月から空

路によるカナダ・メキシコ・カリブ・バミューダからの再入国には旅券提示が必要とな

った事が遅延の原因。 来年からは陸路と海路による再入国時にも旅券が必要となる。 

国務省によると、今年の 7 ヶ月間の旅券発給数は、昨年の 1,210 万件に略等しい 1,200
万件に急増している。 今年の年間発給数は、1,800 万に近づくと予想されている。 下

院の委員会では、2004 年の法の成立以来 3 年間も準備期間が設けられていたにも拘ら

ず、事態の混乱を引き起こした国務省と国家安全保障省に非難が集中した。 国務省は、

増員を実施中で、年内には遅延を解消すると言っている。(DTW, 7/12/2007) 
 

（６）オンライン航空券支払手段にペイパル導入 
NW と Southwest は、航空券のオンライン支払手段に、新たに PayPal を加えた。 PayPal

は、e-メールを有している個人若しくは法人に対して、銀行口座・クレジットカード・

stored balance を利用した支払の送金／入金を可能にするオンライン サービスで、現在

世界の 1 億のアカウント メンバーに使われている。 PayPal を使用すると、一度登録

を済ませてしまえば、決済の度にクレジットカードなどの番号を入力する必要が無くな

る他、手数料が安くなるメリットが存在する。 PayPal を利用する航空会社は、NW と

Southwest が初めて。 仮にクレジットカードの手数料を 2.4%、PayPal を 2%とすると、

$300 の航空券の場合は、$1.20 のコスト節約が可能になる。 航空会社は、ここ数年、

UATP の利用促進に加えて、クレジットカードの手数料の削減する方法を探している。 

既に、米国の数社は、CheckFree, Western Union, Bill Me Later 等の代替支払いオプション

を採用している。(DTW, 7/12/2007) 
 

情報 278 平成 19 年 7 月 16 日  TD 勉強会 23



（７）6 月に もユーザーが訪れた旅行 Web サイト 
オンライン計測会社の Hitwise によると、6 月に も多くのユーザーが訪れた旅行 Web
サイトは、MapQuest, Google Maps, Yahoo! Maps, Expedia, Travelocity であった。

(nytimes.com, 7/10/2007) 
 
 
 
 

 空 運  
 

（１）B787 型機初号機ロールアウト 
7 月 8 日、B787 型機がエバレットのボーイング組立工場でロールアウトした。 B787
型機は、炭素繊維の複合部材を使用して、燃費性能を 20%改善した新世代のハイテク

機で、現在迄、47 顧客から 677 機を受注している。 また、この航空機の製造に当た

っては、多くのパーツを、日本を含む世界の部品メーカーに発注する、新たな生産方式

が採用されている。 9 月にはテスト飛行が開始され、1 番機は、来年 5 月にラウンチ

ング キャリアの全日空（50 機発注）にデリバリーされる。 B787 型機は、2014 年迄、

全てのポジションが押さえられてしまっている。 しかし、ボーイングは生産機数の拡

大に極めて慎重で、当初の計画である年産 100 機体制への移行時期の決定を送らせてい

る。 エアバスで発生したスーパー・ジャンボ A380 型機の 2 年間に上るデリバリー遅

れの二の舞を、ボーイングでは決して発生させない為だ。 

QF は、7 月 7 日、B787 型機を更に +20 機追加発注した。（×20 機オプション付き。） 

これで、QF は、合計×65 機を保有する事になる。 初号機のデリバリーは、来年 7 月

となる。 QF は、低コスト部門の Jetstar に 初の×15 機を引き当てる。 QF CEO Geoff 
Dixon は、ボーイングに対して、より大型の B787-10 型機の早期開発を要請している。 

ボーイングは、この派生型機を開発するとしても、2014 年以降になると語っている。 

7 月 8 日、ボーイングは、欧州の第 3 位の LCC Air Berlin（独）から追加×25 機、クエ

ートのリース企業 ALAFCO から追加×10 機を、それぞれ受注したと発表した。 Air 
Berlin は、既に×25 機を発注済みで、オプションとパーチェスライトを加えると、合計

×100 機の B787 型機を潜在的に保有する事になる。 ALAFCO は、既に×12 機を発注

している。 これとは別に、ロールスロイスは、ILFC が発注した×74 機の B787 型機

中 ×40 機のエンジンを受注したと発表した。 ロールスロイスと GE のエンジン販売

合戦が激しくなっている。 ロールスロイスは、B787 型機のエンジンの約 1/3 を受注

している。(FT.com, nytimes.com, wsj.com, 7/8-9/2007) 
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Boeing 787 was unveiled Sunday. 

 
The Boeing 787 Dreamliner, a fuel-efficient jetliner, was unveiled before nearly 15,000 guests in Everett, Wash., a 

Seattle suburb. 

 

The new jet, which uses 20 percent less fuel per passenger than similarly sized airplanes, is scheduled for its first 

delivery next May. 
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（２）中国 LCC 育たず 
2005 年 3 月に中国初の LCC（Okay Airways）が誕生したが、世界各地で見られる様な

爆発的な成長が、ここでは見られていない。 中国の航空旅客需要は、+16%増加して

2007 年には 18,500 万旅行となると予想されているが、LCC 需要は極僅かしか存在して

いない。 これは、大幅な政府の規制 — 高い空港使用料、路線参入規制、政府の燃料

割当等々 — に原因がある。 政府は、 近、規制緩和の実施を示唆しているが、完全

なその導入はまだまだ先の事となるだろう。 Spring Airlines を除いて、中国の小さな

航空会社 5 社は、苦戦を強いられている。 

Spring は、今年、前期比 2.7 倍増益の 8,000 万元（12.6 億円）の純益を達成すると見ら

れている。 
Spring の親会社の Shanghai Spring International Travel 
Service が、Spring に顧客を送り込んでいるためだ。 
新華社は、 近、北京＝上海などの中国国内幹線の

大手 3 社による独占を中止すると言う記事を掲載し

ている。(hannelnewsasia.com, 7/8/2007) 

Airline passengers at Beijing's 

Capital International Airport 

 
 
（３）BMI、長距離フリート倍増計画 
LHR 空港の第 2 位オペレーターである BMI British Midland は、来年 3 月からオープン・

スカイ協定の発効を利用した LON＝米国路線の開設に備えて、長距離フリートを、現

有の A330-200 型機×3 機に加え、+5 機（新造機）を追加する。 BMI の現在の長距離

路線は、MAN=CHI/LAS/Barbados, Antigua および LHR=Riyadh, Jeddah。 同社は、先に

買収した BMed（元 British Mediterranean Airways、BA のフランチャイズ航空会社）の

A321 型機×5 機の発注も維持する。 BMed の中東、中央アジア、アフリカの路線網は、

10 月迄に BMI の路線網に統合される。 BMI のフィリートは、新たに導入される機材

を含んで、合計 75 機（LCC の BMIbaby×19 機、リジョナ・ジェット機×16 機を含む）

となる。 BMIは、LHR空港のスロットを12%保有しているスター アライアンス会員。

(FT.com, 7/10/2007) 

 

（４）欧州各社、好調な 6 月輸送実績達成 
欧州各社は、好調な 6 月の輸送実績を達成した。 幾つかの航空会社は、金利の上昇、

航空券税の値上げ、弱いドル（米国からのトラフィック減少）のために、欧州域内の需

要に翳りが生じていると言っていた。(wsj.com, 7/9/2007) 
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 旅客輸送実績 L/F (%) 備考 

AF/KLM 
RPK +4.9% 
PAX +1.5% (6.699m) 

87.7 
(+0.8%P)

 

BA ▲ ▲  

Ryanair ▲   

SAS 
RPK +6.6% 
PAX +6.9% (3.966m) 

76.4 
(-0.1%P) 

 

Aer Lingus 
RPK +14% 
PAX +10% (0.852m) 

80.1% 
(-1.1%P) 

年度目標 営業利益 +15% 
イールド堅調、供給 +15% 

easyJet PAX +15.1% (3.4m) 
86.8 

(-0.8%P) 
PRASM +10.5% 

近 35 機発注 

 
 

（５）欧州連合、単一航空管制 
欧州委員会が昨年設置した欧州連合の上級幹部機関 The High Level Group は、7 月 6 日、

航空コストの削減と、空の安全確保と、環境問題への対応の為に、欧州の統合空域を創

造する必要があると訴えた。 現在の 27 の空域に分断されている空域を、1 つにまと

めた欧州航空システムの効率化を実現するために、Single European Sky 計画をスピード

アップする必要があると主張している。 

空域分断の為に、米国に比べてコスト効率が▲70%低下していると言われている。 航

空機は、ジグザグに飛行する事を余儀なくされている為に、年間 E3.3bn（5,300 億円） 
の不必要な負担を航空会社と旅客に強いている。 High Level Group の 10 提案の中には、

欧州の航空管制エージェンシーである Eurocontrol の強化と、 近編成された European 
Aviation Safety Agency への、米国 FAA 並みの業務執行権限の付与が含まれている。

(wsj.com, 7/9/2007) 
 

（６）パイロットさえも、航空会社の取締強化が必要だと言っている 
旅客を機内に閉じ込めたままで、長時間のランプ上の離陸待ち（遅延）を禁止する為に、

議会は“旅客権利規定”（passengers’ bill of rights）を制定する動きを見せている。 
この規定を導入して、航空会社に、旅客を機内に閉じ込めたままでの 3 時間以上のラン

プ上に於ける待機を禁止させる事を、議会は検討している。 
航空会社は、これに猛反対している。 彼等は、航空機の座席は満杯で、乗務員は制限

時間限度一杯で、儲かる国際線に航空機を移動した為に国内線供給が減少し、こんな状

況下では、降機させた旅客の代替便が見つからないと言っている。 また、彼等は、航

空管制システムが、現在の需要を捌き切れないでいると言っている。 
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28,000 時間の飛行時間を誇るベテランパイロットでさえ、こう言っている。 
・ 規則の導入は已むを得ない。 厳しい規則の早期導入が必要だ。（規則嫌いのパイロ

ットがこう言っている！） 
・ 米国の国内線システムが限界迄伸び切っている。 供給の追加能力は無いし、パイ

ロットのリザーブとスタンバイ機が払底している。 予約は何時も満席だ。 
・ 消費者の利便を優先させる為に、政府は、航空会社に供給の余裕（例えば +10%）

を確保させるべきだろう。 航空会社は、倒産してしまうとわめくだろうが。 
・ 会社は、良く、搭乗旅客の降機の為のゲートが塞がっていると言っている。 しか

し、他社のゲートが空いている場合がある。 コストが余計にかかるとか、競争会

社のゲートを使用したくない、などとつべこべ言わせずに、政府が、何処でも空い

たゲートを使わせるべきだ。 

・ 信頼置けるシステムを取り返す為には、それだけコスト負担が増加する訳だから、

運賃値上げも已むを得ない。 
(nytimes.com, 7/10/2007) 

 
（７）全席ビジネス航空ルアボン、PAR=EWR 線 毎日 2 便に増便 
全席ビジネス・クラスの L’Avion 航空は、年内若しくは来年初頭に、現在の PAR=EWR
線 毎日 1 便を、毎日 2 便に増便する。 同社の運賃は、現在往復 $1,594（191,300 円）

で販売されている。 6 月の L/F は、78%と予想を上回った。(nytimes.com, 7/10/2007) 
 

（８）米国国内線 6 月ロードファクター 
下表は、米国国内線 L/F 6 月実績。 

 June’07 June’06  June’07 June’06 

AA 89.5 86.9 NW 87.9 87.4 

DL 88.6 84.7 WN 82.1 80.4 

UA 89.8 86.9 US 85.8 83.7 

CO 87.7 86.7 6B 83.8 82.1 

(nytimes.com, 7/10/2007) 
 
 

（９）ライアンが、航空会社への政府補助で、欧州連合を訴えるかも知れない 
Ryanair が、1 年以上も前から、AF, LH, OA に対する政府補助の禁止を、欧州連合の反

競争委員会に要求しているにも拘らず、欧州連合は何らアクションを取っていない。 

この件に関して、Ryanair は、欧州連合を欧州裁判所に訴えると言っている。 
Ryanair は、 
・ フランス政府は、AF に対して国内線の空港使用料金の割引の特典を供与している、 
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・ ドイツ政府は、LH の MUC 空港のターミナルの独占的使用を認めている、 
・ ギリシャ政府は、OA に対して巨額の補助金を支給している、 
とクレームしている。 
Ryanair は、これとは別に、同社の Aer Lingus 買収に対する欧州連合の不承認（2004 年

以降で初めての EU 買収不承認）について、チャレンジしつつある。(FT.com, 7/10/2007) 

 
（10）シンガポール航空、バージン株売却を検討 
SQ が、保有している Virgin Atlantic 株 49%の売却を検討している事を認めた。 SQ は、

1999 年に VS 株 49%を £600m（1,470 億円）で購入した。 SQ は、乗り入れ出来ない

大西洋線で VS とのコードシェアーを目論んだが、両社の協力は、資本提携したにも拘

らず進んでいない。 SQ は、スター・アライアンスのメンバー航空会社との協力を強

めている。 また VS は、SQ の英豪間トラフィックを奪っていると言われている。 51%
を保有している VS の Richard Branson は、SQ 株の買い戻しに興味を示していると言わ

れている。 アナリスト達は、VS 株 49%は、£900m〜£1.0bn（2,210 億円〜2,450 億円）

になるだろうと言っている。 Branson が良い買値を提示しない限り、株の買い戻しは

成立しないと彼等は見ている。 SQ は、上場による売却か、プライベート エクイティ

ー（PE）企業への売却を検討している。 PE 企業も、経営権を確保出来ないマイノリ

ティー株の取得には興味を示さないかも知れない。(FT.com, 7/10/1007) 
 

（11）米運輸省、オフロード補償規則変更を検討 
米運輸省は、航空会社が支払うオフロード補償金を、2 倍から 3 倍に値上げする事を検

討している。 この補償金は、30 年近く変更されていない。 また、現在 60 席以上の

航空機のオフロードにしか提供されていない規則を、30 席以上の航空機も対象にする

事と、オフロードの順番についてもより明確化する事を検討している。 

運輸省によれば、2006 年に、大手 18 社でインボランタリーのオフロードが 55,828 人発

生している。 これは、10,000 人比 1.01 人となるが、2000 年より 高の水準となって

いる。 2007 年に入ってからも、オフロードが増加して、10,000 人当たり 1.45 人に達

している。 現在の補償金は、2 時間以内の代替便が確保される場合は、オフロードさ

れた旅客が支払った運賃（但し 高 200 ㌦まで）、2 時間以上の代替便の場合は、その

倍の補償金の支払が義務づけられている。 運輸省は、この規則変更に関する利害関係

人のコメントを 60 日間受け付ける。(DTW, 7/10/2007) 
 

（12）米＝インド間直行便が 続々と開設される 
AI が、Mumbai=JFK 線 直行毎日便を 8 月 1 日より開始する。 使用機材は B777-200LR
型機×2 機。 同社は、来年の 1 月からは NDH=NYC、5 月からは Bangalore=SFO 線を

開始する。 AI のライバル Jet Airways は、8 月 5 日より、Mumbai=BRU=JFK 線を開始
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する。(DTW, 7/11/2007) 
 

（13）カンタス、リストラ検討 
QF 航空取締役会は、来週、A$2bn（2,000 億円）に上る株主還元策や、貨物事業とロイ

ヤルティー プログラムのスピンオフや、新事業の可能性を含むリストラ策を検討する。 

QF は、このリストラ案を、Macquarie Bank と TPG Capital がリードした A$11.1bn（1
兆 1,100 億円）に上る買収失敗後 2 ヶ月間でまとめた。 このバイアウト グループは、

買収が成功した暁には、今回のリストラ案と同じ様な事を計画していた。 QF 株価は、

7 月 11 日、1 株 A$5.62 と、買収提示価格の$5.45 を上回っている。 このリストラ策に、

フリートを売却してリース バックする方式が含まれているか否かは不明。（セル＆リー

スバックは、買収団の計画の中に組み込まれていた。） アナリストは、現在、航空機

のバリュ−が上がっているので、S&B 方式は魅力ある戦術だと言っている。(FT.com, 
7/11/2007) 

 

（14）ヒースロー空港、利用客減少 
LHR 空港を利用する旅客が減少している。 6 月の利用者数は、前年同期比▲1.8%の減

少となった。 1 月から 6 月迄の期間でも、▲1.2%減少している。 BAA が管理する

英国 7 空港の合計利用者数は、6 月に▲0.6%減少した。 これは、4 月（▲1.6%）以来

2 度目の減少。 英国内線旅客数の 6 月実績は、▲3.7%減、アイルランドとの間のトラ

フィックは、▲4.2%減少した。 航空会社が恐れている、金利の上昇と航空券税の値上

げの影響が出ている。 BAA は、LHR のセキュリティー強化により、トランジット旅

客が、CDG, FRA, AMS の欧州ハブ空港へ転移していると言っている。(FT.com, 7/12/2007) 
 

（15）伊政府、TPG にアリタリア買収入札に再参加要請 
伊政府は、AZ の買収入札の 終入札期限を 7 月 23 日にまた延期し、5 月に入札レース

から離脱した米プライベート エクイティー企業 TPG（伊の産業銀行 Mediobanca と提

携）に、入札再参加を要請している。 AZ の政府保有株 49.9%放出に対する入札希望

者は、先月ロシアの SU が離脱した為に、伊の第 2 位の航空会社である Air One を保有

する AP Holding（伊建設グループの Gruppo Toto の子会社）の 1 社のみとなった。 同

じく米プライベート エクイティー企業の MatlinPatterson は、TPG のグループに参加す

ると見られている。 TPG は、入札条件が緩和されれば、再参加を考慮しても良いと言

っている。(FT.com, 7/12/2007) 
 

（16）TPG、アイベリア航空の帳簿閲覧へ 
IB の取締役会は、E3.4bn（5,500 億円）による暫定的な買収意思を示している TPG に、

限定的な帳簿の閲覧を許可した。 完全な帳簿閲覧（due diligence）は、拘束力ある買
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収オファーの提示後に実施するとしている。 IB は、競争入札希望者の出現を期待し

て、（IB 株主は、E4.0bn 以上で売却したがっている）、今迄 TPG に対する帳簿の閲覧を

延期させて来た。 TPG の買収コンソーシアムには、IB 株を 10%保有する BA が参加

している。(FT.com, 7/13/2007) 
 
 

 
 水 運  

 
（１）ゴールドマン サックス、米 大港湾ターミナル運営業者買収 
Goldman Sachs が、米国 大の港湾ターミナル運営業者 SSA Marine を買収する。 この

買収により、過去 18 ヶ月間で、米国の、この業界の主要企業のオーナーシップが略完

全に変更された事になる。 しかしながら、創業家の Hemingway-Smith ファミリーは、

SSA Marine の親会社である Carrix（SEA）の株式 51%を維持する。 SSA Marine は、世

界 大の非上場のコンテナ ターミナル運営業者で、米国では 大のオペレーターであ

る他、メキシコ、パナマ、チリなどで大規模なオペレーションを展開している。 ベト

ナムではターミナルを建設中。 この取引の財務的内容は一切明らかにされていないが、

Goldman Sachs は、数千ドルを支払うと言われている。(FT.com, 7/9/2007) 
 

（２）中国コスコ、フィリピンにハブを構築か 
中国 大の海運業者の 1 社である Cosco（世界海運第 7 位）が、フィリピンに於ける貨

物ハンドリング基地（コンテナ ターミナルと貨物取扱ロジスティック センター）の建

設に、$3bn（3,600 億円）を投資する事を計画している。 このプロジェクトが実現さ

れると、東南アジアのトランスシップメント（船から船へのコンテナの積み替え）ハブ

であるシンガポールと香港のコンテナ ターミナルは、大きな打撃を受けるだろう。 

Cosco は、シンガポールに於いては PSA（世界第 3 位のコンテナ ターミナル運営業者）、

香港では Hutchison Ports（世界第 1 位）を、トランスシップメントのために使用してい

る。 しかし、この地域の海運と港湾のエキスパート達は、Cosco のフィリピン展開が

実現されるのか否かを判断するには時期尚早だと言っている。 Cosco は、 近、同様

のターミナルをギリシャに建設する協議を行っているが、現在迄、何も実現されていな

い。(FT.com, 7/9/2007) 
 

（３）カナダ北極航路が注目されている 
氷が無ければ、Northwest Passage は、世界で も混雑した航路となるだろう。 
この航路は、カナダの北極群島を蛇行して、パナマ運河を経由せずに、上海と NYC 間

を▲6,500km も短縮すること出来る。 世界規模の地球温暖化で、この地域に対するカ
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ナダ政府の政治的、軍事的な重要性が増している。 今週、カナダ首相 Stephen Harper
は、この地域の主権と領土の保全の為に、C$3.1bn（3,600 億円）を支出して、8 隻のコ

ルベット艦（一段砲装快走艦）を建造すると発表した。 同政府は、カナダ北極に於け

る深水港の建設予定地を間もなく選定するだろう。 この地域は、ダイアモンド、錫、

銅、金、鉄、天然ガスなどの資源の宝庫が眠っているので、氷から解放されるとなると、

航路以外にも、大きな利用価値が存在する事になる。 過去 10 年間で、既にダイアモ

ンド鉱山×3 つが開鉱している。 今年中には、De Beers の、初のアフリカ以外の鉱山

が開鉱されるだろう。 Northwest Passage に対するカナダの主権の主張は、グリーンラ

ンド及び米国からチャレンジされている。 また、この航路や資源開発の実現には、環

境問題が障害になると言われている。(FT.com, 7/11/2007) 
 

 
出典： http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Northwest_passage.jpg  

 
 

（４）船は、航空機よりも排ガスを出している 
船舶用テクノロジーを開発している DK Group によると、世界の海運は、年間 12 億屯

の炭酸ガスを排出している。 これは航空機の排ガス 6 億屯の倍の規模に相当する。 

この調査は、今迄の推定 6 億屯〜8 億屯を大幅に上回っている。 この推定値は、新造

船と船長 175m 以上の船舶 7,749 隻の合計。(FT.com, 7/13/2007) 
 
 
 

 陸運＆ロジスティックス  
 

（１）ユーロトンネル、上半期の輸送実績鉄道貨物を除いて全て上昇 
Groupe Eurotunnel の上半期の輸送実績は、鉄道貨物を除いて全てが前年同期を上回った。 

このレポートは、リストラにより▲£1.3bn（3,200 億円）の負債をカットして、単一の
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仏企業に生まれ変わった Groupe Eurotunnel の初めてのレポート。 
 

 1st Half’07 1st Half’06 差 異 

Rail freight £252m £273m -7.7%* 

Shuttles £162m £150m +8% 

  Truck shuttles 707,422 台 649,596 台 +9% 

  Cars 955,510 台 887,464 台 +8% 

  Coaches 32,500 台 33,030 台 -1.6% 

Rev. from rail operators £80m £118m -32.2%** 

＊ 鉄道貨物の減少は、英政府の鉄道運営業者 EWR へのトンネル通過料金補填が、昨

年 11 月より打ち切られた事が大きく影響している。 
＊＊ 低使用（minimum user charge = MUC）（年間 旅客 1,000 万人、貨物 500 万屯）料

の支払停止による。 昨年の MUC は、£37m。 
(FT.com, 7/12/2007) 

 
（２）米鉄道株、ヘッジファンドに買われる 
Warren Buffett, Carl Icahn などの大物ヘッジファン

ドが、 近数ヶ月で、鉄道株に $8bn（9,600 億円）

投資している。 4 月以来、Buffett が率いる

Berkshire Hathaway Inc.が、米国 大の鉄道オペレ

ーターである Burlington Northern Santa Fe Corp.株
11%を購入した他、Union Pacific Corp.や Norfolk 
Southern Corp.の大量の株を買っている。 Icahn 
Management LP や、Atticus Capital LP、Jana Partners 
LLC を含む積極的な投資を展開しているヘッジフ

ァンドも鉄道株に手を出している。 その結果、

今年に入って、自動車や住宅販売の落ち込みによ

り輸送量が▲4%も減少しているにも拘らず、鉄道

株が、+20%以上も値を上げている。 

コンソリデーションン等によりプライシング力を取り戻した鉄道は、西海岸から陸揚げ

される輸入貨物で、今後 10 年間は潤うと予想されている事も、投資家を株の購入に走

らせている理由だ。 UBS AG のアナリストは、鉄道株が加熱しているのは、投資家が、

“何か大きな事”が起きるのではないかと期待しているからだ、と言っている。 彼は、

バイアウト企業が、鉄道を買収して非上場化をするのでは無いかという様なスペキュレ

ーションが市場をさまよっていると言っている。 
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しかし、鉄道は、今後のインフラ整備に莫大な投資（2020 年までに$195bn≒23 兆 4,000
億円が必要と言われている）を必要とするので、企業買収による債務の増加は、鉄道会

社の致命傷になりかねない。 KeyCorp の Victory Capital Management のアナリストは、

自動車と住宅販売が戻らない限り、鉄道業界に於ける劇的な変化は起こらないだろうと

言っている。(wsj.com, 7/12/2007) 
 

（３）欧州 郵便自由化 2 年間遅延に直面 
欧州連合の郵便事業完全自由化が、2 年間遅れるかも知れない。 7 月 11 日、欧州議会

は、連合域内各国の郵便事業の独占を、2011 年迄継続して許可する事を、賛成多数で

可決した。 欧州連合の郵便市場は、E90bn（144 兆円）に上る巨大市場であるが、既

にその一部は自由化されている。（英国、スエーデンは既に完全自由化を実施している。） 

しかし、 大且つ も儲かるセグメントである 50g 以下のメール配達については、依然

として独の Deutsche Post や仏の La Poste が独占している様に、自由化されていない。 

郵便完全自由化は、欧州連合の財・サービス・資本・労働力の単一市場を創造する需要

な部分を構成し、それを実現させる欧州連合の政治力のリトマス試験紙になると見られ

て来ているので、議会の延期決定は、域内市場委員会（EU internal market commissioner）
にとって大きな打撃となっている。 欧州議会に於ける議論は、次に、欧州連合各国間

（意見が相違している）の協議に廻される。(FT.com, 7/12/2007) 
 
 
 

 ホテル & リゾート  
 

（１）エーアジア創立者、東南アジアでバジェット ホテル事業開始 
マレーシアの Tune Hotels.com が、外国投資銀行と共同で、東南アジアにバジェット ホ
テルを建設し運営する、もう 1 社の合弁企業（資本金$25m≒30 億円）を立ち上げる。 
この合弁企業には、AirAsia の創立者の Tony Fernandes が 20%出資する。 
Tune Hotels.com は、先月、ドバイ政府とシンガポ

ールの実業家大君 Kwek Leng Beng と、$50m（60
億円）の合弁企業を設立し、東南アジアに 50 の

バジェット ホテルの建設を発表したばかり。 

Tune Hotels.com の社長 Dennis Melka は、東南ア

ジアは巨大な市場で、需要は幾らでも湧いて来る、

と言っている。(channelnewsasia.com, 7/9/2007) 
 Tune Hotels.com 
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（２）スターウッド、新ブランド アロフトを LAS に展開 
Starwood Hotels & Resorts は、LAS の不動産ディベロパー兼投資会社 LaPour Cos.と提携

して、LAS にロフト スタイルの Aloft ブランド（14 階建て 225 室）を建設する。 オ

ープンは 2009 年。 Aloft は、W のスピンオフ ブランド。 初の Aloft は、2008 年

に開業する。(DTW, 7/10/2007) 

 
（３）英ブラウン首相が、スーパーカジノ計画を破棄する様だ 
英国首相 Gordon Brown は、7 月 11 日、LAS スタイルのスーパーカジノを英国に建設す

る計画を再検討する、と発表した。 この再検討には、×16 の小規模のカジノの建設

可否に付いても含まれる。 しかし、小規模カジノ建設については、問題とされていな

いので、原案通り承認されるだろう。 スーパーカジノ建設は、保守党より 1 つだけの

スーパーカジノに制限され、建設地は有力候補値として先頭を走っていた Blackpool と
Greenwich を退けて、Manchester に決定されたが、北部労働党議員より猛反発が上がっ

ている曰く付きの懸案問題。 Lords（上院）は、3 月に、×17 の新カジノの建設を否

決した。 政府のカジノ自由化政策が混乱している。(FT.com, 7/11/2007) 

 
（４）シンガポール、ホテル株有望 
シンガポール政府は、SIN を将来のツーリズム ハブにする計画に、積極的に投資して

いる。 2009 年と 2010 年に、大規模なカジノを含む大規模総合リゾート×2 つをオー

プンさせ、マカオに対抗する事を計画している。 来年には、Formula One Grand Prix
が SIN で開催される。 SIN（人口 450 万人）の昨年の海外からの訪問者数は、970 万

人であった。 政府は、2015 年には、現在の倍近い 1,770 万人の訪問者の受け入れを計

画している。 このツーリストを収容する為には、年 3,300 室の新たなホテル客室を用

意する必要がある。 3 月時点の SIN のホテル客室は 29,200 室で、それが、2015 年に

は 59,220 室になると予想されている。 しかし、それが実現されたとしても、その年

の需要予測 62,100 室には届かない。 既に存在する客室不足を反映して、今年第 1 四

半期の平均客室単価は S$184（14,800 円）と、昨年の平均 S$159（12,800 円）を +16%
上回っている。 SIN 証取に上場している CDL Hospitality Trust の親会社 City 
Development や Ascott Residence Trust は、ホテル需要の増加の恩恵をモロに受けるだろ

う、とアナリストは予想している。(wsj.com, 7/12/2007) 
 

（５）オンライン賭博サイト 888、収入増加 
オンライン賭博サイト 888 の第 1 四半期収入が +19%増加して $47m（57 億円）となっ

た。 同社は、通期の決算に付いても強気の見通しを立てている。 888 は、2006 年 9
月末の、米国の突然のオンライン賭博禁止法の成立により大打撃を受けたが、（888 の
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収入の 55%が米国顧客からの収入であった）、業績は回復基調に戻って来た。 株価も

110p〜130p の間で安定している。(FT.com, 7/12/2007) 
 

 
 

 
 

 その他  
 
（１）紫禁城内のスターバックス閉鎖 
2000 年にオープンしたスターバックス紫禁城店（200sqft）が、閉鎖に追い込まれた。 
これは、中国文化にそぐわないと言う批判に対応した措置。 パレス ミュージアム ブ
ランドとしてならば、存続可能なオプションを与えられていたが、同社は閉鎖を選択し

た。（スターバックスは、2 年前に店の外の看板を外していた。） 
紫禁城は、年間 876 万人の観光客が訪れる中国 大の名所。 2020 年迄に、王朝時代

の状態に復帰させるべく改修中で、店も 37 から 17 に減少し、景観維持の為に広告や 5

情報 278 平成 19 年 7 月 16 日  TD 勉強会 36



階建ての博物館が取り壊される。 スターバックスは、1999 年に中国進出以来、現在

250 店を中国に展開している。(nytimes.com, 7/14/2007) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 
 
 
今週号に掲載した、「カナダの北極航路 Northwest Passage が、地球温暖化で氷が溶けて、

コンテナ船の航路となるかも知れない」、というニュース（P. 30-31）が印象に残った。 
上海＝NYC 間の場合で、既存のパナマ運河経由よりも、ルートが▲6.500km 短縮される

と言う。 
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この記事を読んで、地球が丸い事を再認識した。 いつも 2 次元のメルカトールの地図

ばかりを見ているので、立体的なイメージが乏しくなってしまう。 
 
 

昔、国際線の事業計画を担当した時に、上司の T.Y.次長がよく地球儀の上で、2 地点間

を糸で繋いで路線長を測っていた事を、懐かしく思い出した。 丸い地球儀の上で、2
地点を、糸を張って結ぶので、 短直航ルート、即ち“Great-Circle Distance”（大圏距

離）が割り出せると言う訳だ。 

空路の東京＝NYC 直航ルートと同じ様に、海路の場合も北を通って真っすぐ NYC に入

るルートが、南寄りに下がったルートよりもより短くなる。 

 
以前の「情報」で、カナダの Prince Rupert 港で、上海発のコンテナ貨物を船から Canadian 
National Railways に積み替えて、米中西部に輸送するインターモーダル ルートを数回

紹介した事がある。 このルートも、米西岸の LAX や Long Beach 経由よりも、大幅に

時間が節約（▲2 日間）出来るという。 

この Prince Rupert 港経由のルートよりも、Northwest Passage の方が、コンテナの船から

貨車への積み替えも発生しないので、輸送時間は短縮されるのだろうか？ 
（Google 検索で探し出した、このルートを次頁に掲載したので、参考迄に Northwest 
Passage と比較して見て欲しい。） 
 
 

新ルート開発は、何時も胸がワクワクする、ある種の興奮を覚えさせて呉れるモノだ。 
しかし、Northwest Passage の場合は、地球温暖化が新ルートを可能にするという訳なの

で、なんとも興醒めの感がする。 地球温暖化で、北極海に生息する白熊が絶滅して仕

舞うかも知れないらしい。 
 
 

昔話ばかりしてはいけないが、丁度、日本航空に入社した時が、SAS が ANC 経由の北

極ルート（ポーラ ルート）を開発した頃だった。 以来、事業計画担当者として

TYO=(ANC)=SAO、TYO=NYC、TYO=欧州の直行ルートの開発に携わった。 
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今では、航空機の直航能力が改善し、SIN=NYC や KUL=NYC の、飛行時間が 18 時間

をオーバーする路線が開発されている。 AI は、来月から Mumbai=NYC の直航便を開

始するそうだ。 そして、B787 型機が就航する来年には、更に多くの新たな直航路線

が開発されるだろう。 世界の航空路は、間もなくすれば、ほぼ開発され尽くしてしま

うかも知れない・・・。 (H.U.) 

 
 

[ Prince Rupert インターモーダル ルート] 

 

Canadian National Railways Route Map 
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