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nytimes.com, 9/27/2008 

1. Japan’s online social scene isn’t so social 

 日本のソーシャルネットワーキングは異質 

 

日本でも、世界的な傾向と同様に ソーシャルネットワーキング サービス（SNS）の人

気が極めて高い。 日本の SNS 市場を席巻しているミクシーは、1,500 万人の会員を擁

している。 
 

しかし、その内容は、欧米の SNS とは一味も二味も異なっている。 
日本では、SNS 会員は写真を掲載せず実名を明かさない傾向がある。 日本でも大きな

成功を遂げている YouTube では、会員自身の個人的なビデオ掲載は少なく、ブリーダー

達のペットの動画が多く配信されている。 Match.com の如くの大手のマッチメイキン

グ サイトでは、米国では略 100%の人が写真を掲載しているのに対して、日本では、半

分以下の会員しか掲載していない。 
 

オープンなソーシャルの 前線で、参加者個人のアイデンティティーを中心として成り

立つ世界の米国の Facebook や MySpace が、ここでは形を変えて 親しい友人間のグル

ープの安全な場として活用されている。 殆どの人達が、自分自身の内面を明かさない

のだ。 人々は、他人と違わない極平凡さを強調し、Web で自己を紹介するほどの取り

柄は持っていないと考えて（謙遜して）いる。 日本では、バーチャルな世界がリアル

の世界を丸写しにしているようだ。 

知らない人とは、ファーストネームで呼び合うことなど全くない。 満員電車や混雑し

ている街の通りでさえ、会釈の行為（spontaneous exchange）は殆ど見られない。 TV
は、しばしばプライバシー保護のために背景や人物をマスキングしている。 
 

匿名の傾向が、西欧の SNS の日本に於ける活動を縛っている。 Facebook や NewsCorp
の MySpace は、日本市場への参入の遅れもあるが、この市場で大きな旋風を起こすま

でには至っていない。 Google の YouTube では、本来の意味での SNS 活動を喚起する

ために イベントの開催などのキャンペーンまで実施したが、残念ながらその効果は上

がっていないようだ。 日本事務所を保有する Match.com は、有料会員のプライバシー

を保護するために Web 中心の活動を改め、オフラインの幅広い“婚活”に力を入れて

いる。 
 

しかし、匿名とは言え SNS が意見表明の場として機能している事は、“沈黙は金なり”

の文化の日本では画期的なことだ。 日本の匿名ブリテンボードの 2 チャンネルが、ニ
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ュースや事件発生 2 分後には 直ぐにここで討論が活発に繰り広げられるがごとく 高
い人気を博している。 匿名による意見表明は、人間の醜い面を曝け出しているが（こ

れは日本に限った事ではないが）、しかし他人を気にせず 本音の意見の開陳には少しは

役立っている。 ■ 
 
 
 
 

2. オンライン旅行サイトの変貌 

 

オンライン旅行検索サイトが大きな変貌を遂げている。 旅行日と目的地から検索が始

まる今までの伝統的なサイトと異なり、旅行希望者の「何がしたいのか？」に焦点を当

てたサイトが出現している。 旅行希望者の中には、何処に行ったら良いのか？、一体

どのような旅行を計画したら良いのか？ を決めかねている人達も多く存在する。 

こんな人達にピッタリの、旅行のエクスペリエンスを中心にしたサイトが出現し始めて

いる。 ここでは travelmuse.com と wholetravel.com の 2 つのサイトを紹介する。 
 

（１） travelmuse.com 
6 月に立ち上がった TravelMuse.com は、雑誌形式の旅行コンテンツと旅行計画、ソーシ

ャルネットワーキング、予約ツールをブレンドしたサイトだ。 旅行のコラボレーショ

ン サービスを強化するために、ソーシャルネットワーキングに一層 力を入れている。 
友人達の間での旅行情報のシェアーは勿論のこと、旅行体験談を満載した豊富な UGC
へのアクセスが可能な他、特定の目的地については、毎週特集記事が掲載される。 
そして、多くの既存の SNS サイトへの統合に継続して努力している。 実際の予約は、

Travelocity の子会社の World Choice 社を通じて処理される。 
 

（２） wholetravel.com 
Whole Travel は、世界のサステイナブルなホテルを紹介する 先月立ち上げられたばか

りのサイトだ。 旅行はドリームから始まると言われているが如く、一般的な表現であ

る「清らかな青い空」とか「リラクシング」とか「グリーンなホテル」などのキーワー

ドでもって（今までの広く使われているパラメター無しで）旅行を検索する。 何処の

サイトでも見つけることが難しい、世界の珍しいホテルが １年半かけてこのサイトに

集められている。 予約エンジンには Kayak が使われている。 
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Travelmuse.com のホームページ 
 
 
 

5. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通・TD  
 

（１） 
 
 
 
 

 空 運  
 

（１） 

 

 
As big airlines cut flights, Southwest's market share will likely grow. 
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Travelmuse.com の“Find Inspiration”画面 

 
 
 

Wholetravel.com の Home Page  （１）検索窓に Relaxation とインプットすると 
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（２）ホテルのリストが表示される。 

 

 

（３）Alpine で検索すると、水上温泉のアルパインロッジが掲載されていた。 
写真に加えて、ホテルの説明と、Google の地図とユーザーのレビューが閲覧できる 

 
■ 
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wsj.com, 9/30/2008 

3. A Downside of Cheap Fares: Flight Cuts 

 格安航空運賃の顛末は 便数削減 

 
Oakland International Airport は、過去 10 年間、LCC の成長に伴って +58%も旅客数を増

加させた。 しかし、11 月には 同空港の発着席数は▲28% 減少するだろう。 この減

少は、全米主要 50 空港中 大となる。 UA と CO は、ここから完全に撤退することを

決定した他、全ての航空会社が便数をカットする。 Los Angeles International Airport で
も同様に、11 月から発着席数が▲13% 減少するようだ。 
 

米航空会社は、燃油高騰によるコスト高と景気後退による需要の減少に対応して国内線

供給を大幅に削減し始めている。 そして、512 機にも上る燃費効率の悪い経年機を非

稼働機として駐機させる予定だ。 これは略 NW のフリート規模と同一であるので、

今秋に計画されている米国内線の供給削減は、メガ航空会社の 1 社が市場から消滅する

のに等しいこととなる。 消費者にとっては、より高い航空運賃と より不便なスケジ

ュールを強いられることになりそうだ。 
 

国内線供給の削減は、格安運賃が席巻している市場で多く発生している。 つまり LCCs
との競争が激しい空港ほど供給削減が大きいようだ。 FSA 1 社のハブとして機能して

いる空港では、そんなに大きな削減は発生していない。 LCC 大手の Southwest 航空

は、「国内線全線での▲10% ~▲11%に対して、同社の路線では▲14% ~ ▲15%の供給削

減が計画されている」と言っている。 何もしなくても Southwest のシェアーが上昇す

ることになる。 

メジャー航空会社は、採算の悪い路線をカットしているのであって、意図的に LCC と

の競争を避けている訳ではないと言っている。 しかし、このことは、低運賃競争によ

りシェアー確保に狂奔した LCC との競合路線が、採算性を度外視して運営されていた

ことを自ら白状したことになる。 
 

UA 航空は、9 月 2 日に フロリダの Fort Lauderdale と West Beach から撤退した。 これ

等 2 空港の多くの路線が、Southwest や jetBlue の LCCs と競合している。 
休暇目的地の San Juan, Honolulu, Las Vegas, Orlando でも大きな供給削減が発生する。 

同様に多くのリジョナルジェット機（50 席）が就航している小都市の供給もカットさ

れるだろう。 昨年 定期便が飛んでいた小都市の 36 空港は、今秋には完全にオフライ

ン化されてしまう。 そして 29空港が▲50%以上の供給削減を余儀なくされるだろう。 
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かっては「Southwest 効果」ともてはやされた 格安運賃の導入による爆発的な新たな需

要の創造効果が今度は逆走し始めている。 運賃値上げによる需要減少がそれだ。 運

賃値上げにより、どれだけの需要の減少が発生するかは良く分からないが、OAK 空港

のように、供給削減以上の需要減少が発生するだろう。 同空港は、 近 第 3 ターミ

ナルの建設を保留することを決定した。 ■ 
 

 

 
 
 
 
Daily Travel Weekly, 9/29/2008 

4. As oil prices decrease, airlines’ profit outlook brightens 

 石油価格の低下で、航空会社一息 

 

燃油費の下落で、航空会社の収支が好転しているようだ。 今月中旬には発表される各

社の第 3 四半期決算は、多分増益決算となるだろう。 AA は、先月中旬に 第 3 四半

期の燃油費の合計が、7 月よりも▲$200m も少ない $2.7bn になるだろうと言っている。 

そして、今年の燃油費の予測を、▲$750m 低下させて $9.5bn と下方に修正した。 

（IATA は、2009 年の業界損失を▲$4.1bn と見積もっている。 しかし JPMorgan のア

ナリストは、記録的な利益を計上する可能性があると言い出している。） 
 

燃油費が低下して収支改善が見えて来たにも拘わらず、航空会社は供給削減と アラカ
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ルト運賃モデルによって新たに導入した各種手数料（チェックド バッゲジの有料化を

含む）の適用を継続する。 この手数料によって、航空会社の補完的収入が大幅に拡大

すると見られている。 或る航空会社では、年間 $700m の収入増が期待されている。 

US 航空は、業界全体では この収入が $3.5bn に達すると言っている。 
 

確かに、現在は顧客からクレームも出ていないし、手数料導入による旅客数の減少も発

生していない。 それに加えて、この収入は、旅行社等の第三者にコミッションなどの

分け前を支払う必要も生じない。 チェックド バッゲジの有料化は、手荷物の個数を

▲10%以上も減少させた結果、空港の作業員の減員によるコスト削減と定時性の改善に

貢献している。 機内の飲み物の有料化は、機内客室環境の改善と乗務員の負荷を減少

させている。 そしてゴミの削減にも貢献している。 航空会社にとっては、誠に良い

事尽くめの話のようだ。 しかし、業界の一部は、ケチケチした戦術による増収は 
終的には旅客からの反発を招き、運賃値上げによる需要減が発生するように、決して長

続きしないと警告している。 ■ 
 
 
 
 
FT.com, 9/29/2008 

5. Eurostar considers high-speed train deal 

 ユーロスターの欧州高速鉄道展開計画 

 

英仏海峡横断鉄道会社 Eurostar が、フランスの Alstom 
Transportが開発したAGVを採用することを検討して

いる。 AGV は、25 年前に開発された TGV の次世

代の列車で、前後の 2 台の機関車が客車を牽引する

方式から、モーターを床下に設置する重力分散方式

（日本の新幹線方式）が導入されている。 
 

Eurostar は、現在 既に 15 年間使用している 27 本の一部の列車を、この AGV に更新す

ることを検討している。 導入するとなれば、16 輛編成への増結（AGV は 14 連結）

と、ユーロトンネルの安全規則へ合致させるための改修が必要となる。（ユーロトンネ

ルでは、火災発生時に 列車を 2 分割にすることが要請される。） 発注コストは、多分

イタリア国鉄 NTV の ･650m を上回る規模となるだろう。 

そして、フランス、英国、ベルギーに分散されている運営部門を、1 社にまとめる計画
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の復活を検討している。（Eurostar は、2003 年に Project Jupiter と呼ばれる 1 社合同案を

検討したが、この計画は実現されなかった。） 
 

AGV は、BRU と AMS 間の線路の電気系統システムと信号機器にも合致する。 Eurostar
は、現在 LON=PAR と LON=BRU 間を走行しているが、BRU 線を AMS まで延長するこ

とを、同社の長期計画の中で検討している。 
 

欧州連合では、2010 年から鉄道の自由化を決定している。 ドイツの Deutsche Bahn は

LON に乗入れを計画するだろう。 AF は、高速鉄道事業への投資を発表している。 そ

うなれば Eurostar は、競争激化に直面するだろう。 ■ 
 
 
 
 

6. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通・TD  
 

（１）KDS の中小企業 法人ビジネス旅行ソリューション 
オンディマンドの旅行費用会計プロバイダーの KDS が、いかなる Web ブラウザーでも

使用できる中小企業向けの KDS Express を導入した。 この新しいツールは、自動化さ

れたビジネス ルールと、自動化会計規則により手作業を回避することができる。(DTW, 
10/1/2008) 
 

（２）トーマスクックと TUI トラベル 利益見通しヒット 
英国の 大手ツアオペレータである Thomas Cook と TUI Travel は、9 月に終了した年度

決算で、利益見通しの目標を達成するだろうと揃って語った。 両社は、景気後退によ

る需要減少に沿って供給を削減している。 XL Group の 9 月 11 日の破綻が、両社の業

績に好影響を与えている。  

TUI は、英国の夏の休暇旅行の 94%（前年比 +3%）を、+6%の価格増と供給▲13%減で

販売済みだ。 一方、Thomas Cook も 94%を、+7%の価格増と▲10%の供給減でもって

販売済みである。 同社は、予想される一層の需要減少に対応して、来年夏の休暇旅行

を 多分▲15%削減すると言っている。 両社は、予想通り、来年の休暇旅行の 12%~15%
を既に販売済みである。 
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Thomas Cook は、£290m の自社株購入計画の一環として £249.5m 分を購入したと発表

した。(FT.com, 9/30/2008) 
 

（３）効果的な e-メール プレスリリース 
RSS フィードや Google の AdWords や SEO（検索エンジン 適化）などのオンライン マ
ーケティング ツールは、極めて効果的でそれなりの多くの評価を勝ち得ている。 
しかし、これ等に加えて e-メールのプレスリリースも、それが鋭い訴求力を持ってマ

ーケットのトレンドに合致さえすれば、もう 1 つの大きなマーケティング ツールとな

り得る。 そして数十万の消費者をサイトに引きつけることが出来るだろう。 このこ

とを実証したのが Priceline の 9 月 30 日付けのプレスリリースだ。（写真参照） 

Priceline は、このリリースで、9 月 29 日の週の選別したシティーペアの航空運賃の変動

を Flight Index として表示した。 例えば CHI=WAS は、▲14%値下がりして平均 $255
となっている。 このリリースは、Yahoo Finance, Google Finance, CBS MarketWatch, MSN, 
Reuters, Boston.com などのオンライン パブリッシャーに広く採用された。 

しかし、Priceline は、このリリースが どれだけダウンロードされたか、また Flight Index
がどれだけの企業に利用されたかを測定する方法を有していない。 E-メールのリリー

スは、効果測定可能なバナー広告やその他のオンライン広告の域には依然として達して

いないようだ。(DTW, 10/2/2008) 
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 空 運  
 

（１）フロンティア航空 労働協約破棄の裁判所許可を申請 
4 月に Chapter 11 を申請した、Frontier 航空が、マンハッタンの破産裁判所に、International 
Brotherhood of Teamsters（組合員 436 人）との労働協約の破棄の許可を求めている。 同

社は、この破棄で 年間▲$6.6m のコスト節減が可能になると説明している。(wsj.com, 
9/26/2008) 

 
（２）EU と米国、オープンスカイ第 2 段階協議開始 
EU と米国の航空当局間の協議が、今週 3 日間 WAS で開催された。 EU は、米国に、

25%以下でなければならない 米国会社に対する外資規制の撤廃を要求した。 外資規

制の撤廃は、航空業界のコンソリデーションを促進させ、現在財務的苦境に陥っている

米欧の航空会社のリストラに貢献すると主張している。 米国は、次期大統領が決定さ

れるまでは、ハッキリしたことは何も言えないと回答した。 米国は、欧州が要求して

いる欧州キャリアによる米国内の 2 地点間輸送の問題は、国際法の修正が必要となるの

で、直ぐには解決できない問題だと言っている。 次回の協議は来春以降になる模様。 

欧州は、2010 年 11 月までに米国が外資規制の撤廃に応じないのであれば、オープンス

カイ協定で米国の航空会社に付与された幾つかの権利を剥奪すると言っている。

(wsj.com, 9/29/2008) 

 

（３）エアバス、中国から大量機材発注を期待 
エアバス CEO Tom Enders は、天津に新たに建設された A320 型機の組立工場の開所式

で、2009 始めには中国から大量の航空機を受注するだろうと語った。 天津組立工場

は、エアバスが欧州以外に初めて建設したアッセンブリー工場で、現在 100 人の欧州人

と 290 人の中国人従業員が働いている。 ボーイングは、中国で航空部品の製造を行っ

ているけれども、米国以外では組立工場を保有していない。 天津では 2011 年には、

600 人を雇用するだろう。 エアバスは、現在 中国から 280 機を受注している。 

ボーイング幹部は、今後 10 年ほどで アジア太平洋地域が、北米市場を追い越して航空

の世界第一の市場となるだろうと語った。 ボーイング工場は、現在ストでもって生産

ラインが停止している。 B787 型機のデリバリーが、更に遅れることになる。 ラウ

ンチング キャリアの全日空へのデリバリーは、15 ヶ月遅れの 2009 年 8 月が予定され

ていたが、このストで更に遅れることになる。 日本航空の一番機のデリバリーも、2009
年 10 月から遅れることになる。(channelnewsasia.com, 9/29,10/1/2008) 
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（４）伊航空当局、アリタリアに暫定ライセンス付与 
伊航空当局 Enac は、AZ に対して 2009 年 3 月 1 日まで有効な暫定ライセンスを付与し

た。 AZ は、毎月 当局に対して財務状況を報告する義務が発生する。 
も強硬に再建計画に反対していたパイロット 2 組合は、9 月 27 日早朝に新労働協約

に合意した。 同 2 組合は、この新協定で、▲6%~7%の給与カットと有給休暇日数の

42 日間から 30 日間への削減を余儀なくされる。 再建後の新会社 AZ に対して ･400m
を投資する買収コンソーシアム CAI（伊経済界を代表する 16 社）は、組合の合意の見

返りに▲1,000 人のパイロットのレイオフを▲860 人に削減した。（140 人をパートタイ

ムで採用する。）(FT.com, 9/29/2008) (wsj.com, 9/30/2008) 

10 社程度の投資家が、CAI への参加を希望している。 彼等は ･20m ~ ･50m の投資用

意があると言っている。(wsj.com, 10/3/2008) 
 

（５）トーマスクック、コンドールの売却中止 
Thomas Cook が、9 月 29 日 子会社の航空会社 Condor の Germanwings（親会社 LH）と

TUIfly（親会社 TUI Travel）との 3 社合併協議から手を引くと発表した。 合併協議か

らの撤退の理由は明らかにされていないが、今年度決算の明るい見通しを確保した

Thomas Cook は、自社が保有する Condor の独立運営の継続を選択した。 燃油費の高

騰と景気低迷が影響した需要の減少で、欧州の航空業界の経営環境が大幅に変化してい

ることも、売却中止の決定に影響を与えている。（Thomas Cook は、航空会社の破綻増

で 今後の市場の競争環境が緩和すると見ている？）(FT.com, 9/29/2008) 
 

（６）AIG がロンドンシティー空港の 50%を売却 
AIG が、保有している London City Airport 株の 50%を、合弁提携

者の Global Infrastructure Partners（Credit Swiss と GE Infrastructures
の合弁企業）に売却する。 売却価格や条件等の詳細は明らかに

されていない。(wsj.com, 9/29/2008) 

AIG は、10 月 3 日、保有する非中核資産を売却して、連邦準備銀

行からの $85bn の借入金の内 $65bn を返済する計画であると発

表した。(chnnwlnewsasia.com, 10/4/2008) 

 
（７）米国＝アジア路線 
Air Transport Association によると、米国とアジア諸国間の航空便数は、2008 年第 3 四半

期で週間 996 便存在する。 米国では LAX が週間 180 便を、アジア諸国の中では成田

空港が週間 380 便の 大便数を抱えている。 AA 航空は、日本と中国の路線収入が、

2008 年の第 1 四半期に、どの路線をも上回る +12.8%増加したと言っている。 この地
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域の平均運賃は、+12.2%と 大の上昇を遂げている。 
小規模な航空会社も、このアジア路線から利益を挙げている。 ロングアイランドに基

地を置く豪華プライベート チャーター航空会社の Talon Air は、過去 3 年の各年でアジ

アへの予約が +50%も増加したと言っている。 
アジア諸国 特にインドと中国の経済ブームが、東と西の間を飛び回るビジネス旅行者

を増やしている。 そして、12 時間から 17 時間の長距離をノンストップで飛行できる

大型航空機の開発が、東西の人の一層の往来を勢いずかせている。 
Finnair は、NYC=New Delhi を HEL 経由の 短距離（11,853km）で結ぶ、唯一の航空会

社であると言っている。 インドの新興 Jet Airways は、 近 SFO=Mumbai 線を開設し

た。 CX 航空は、香港ハブから中国諸都市を結ぶ 大の航空会社だと言っている。 同

社は、 近インドへの便数を週間 +28 便増便した。 SQ 航空は、EWR=SIN 間で 全席

ビジネスクラス直行便（毎日便）を運航している。 NW は、米国と日本間で 大の供

給を提供している。（同社は 1986 年に企業名から Orient を削除した） 

各社は、成長大きいアジア路線で、サービスと機内食を強化している。 そして当局に

対して、アジア路線権益の拡大を要求している。(nytimes.com, 9/30/2008) 
 

 

Jet Airways flies directly from Newark to India, part of the boom in travel from Western countries to Asia 

 

（８）米法人旅行協会、ラップトップ法提案に喝采 
The Association of Corporate Travel Executive（ACTE）は、米国国境（空港を含む）に於

けるラップトップ コンピューターの押収リスクから 旅行者を保護する法案 Travelers’ 
Privacy Protection Act of 2008 の提案を支持している。 これは、国境に於けるセキュリ

ティー維持のためのラップトップ検査を、初めて司法管理の下に位置づける画期的な法

案。 この法により、国境の検査官は、検査のためには 明らかな客観的な検査の必要
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性の理由の存在が必要となる他、押収期間の制限、格納された無差別のデータの閲覧と、

押収したデータの保存や廃棄の方法が細かく規制されることになる。 ACTE は、理想

的には、米国市民以外にもこの法が適用されることを望んでいる。 また、押収された

機器の破損に対しても損害賠償が要求できるようになる。(DTW, 9/29/2008) 
 

（９）国際航空需要 8 月実績、前年比 +1.3%に低下 
IATA は、9 月 30 日、国際線航空需要の 8 月実績が過去 5
年間で も低い +1.3%にとどまったと発表した。 貨物需

要は、3 ヶ月連続で低下した。 同協会は、今年の業界の損

失を▲$5.2bn、2009 年の損失を▲$4.1bn と予測している。 

事務総長の Giovanni Bisignani は、今年インドの航空業界が、

高率な燃料税（特に国内線）のために米国に次いで も大

きな欠損▲$1.5bn を計上するだろうと語っている。 今年

既に約 30 の航空会社が倒産し、そして その数は更に 20 社

程度増加するだろうと警告した。 燃油費は、前年比 +30%
増加している。 
 

 旅客需要 貨物需要 

上半期 +5% n.a. 

6 月 n.a. ▲0.8% 

7 月 +1.9% (▲0.5%) ▲1.9% (▲6.8%) 

8 月 +1.3% (▲3.1%) ▲2.7% (▲6.8%) 
(  )内はアジア太平洋地区数値 

（航空貨物は、金額ベースで世界の荷動きの 35%を構成している。 アジア太平洋地域

の航空貨物需要は、全世界の 45%を構成している。） (FT.com, 9/30/2008) (wsj.com, 9/30, 
10/1/2008)  
 

（10）アルゼンチン航空再国有化、法廷闘争へ 
Aerolineas Argentinas の再国有化のための政府買い取り価格を幾らにするかで、持ち主の

Marsans Group（スペイン）とアルゼンチン政府がもめている。 箇条書きにして整理

して見ると； 
 Argentinas は、1991 年に民営化されて IB 航空に売却された。 
 2001 年に IB は、この会社をスペイン旅行会社の Marsans Group に売却した。 
 2008 年 7 月 アルゼンチン議会は、Argentinas の再国有化を決議した。 そして

Marsans と前政府が決定した負債 $890m の政府負担が含まれる買収価格を反古に

し、価格は議会が決定するとした。 この決定は、Argentinas の政府没収の可能性
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を意味することにもなる。 
 7 月以来、$100m を Argentinas に注入し、来年には $200m を割り当てるアルゼン

チン政府は、Marsans に対する現金の支払いを回避したがっている。 
 Argentinas は、2005 年以来赤字に転落し、2007 年には▲426m ペソの欠損を計上し

た。 33 路線全てが赤字運営となっている。 直ぐに倒産しても可笑しくない状

況だ。 2007 年には Argentinas の 6 組合が、40 回ものストを打っている。 
 Marsans は、売却価格は暖簾代を含む割引現金法により 10 月 14 日の株主総会で決

定されると言っている。 Argentinas の資産は 20 億ペソ（$638m）にも上ると主張

している。 そして、場合によっては法廷闘争も辞さないと言っている。 
(FT.com, 9/30/2008) (wsj.com, 10/2/2008) 
 

（11）元英国航空幹部、運賃談合で米国で収監 
元 BA 幹部が、グローバルな貨物運賃談合で米国で収監されることになるようだ。 
米司法省は、9 月 30 日、元 BA World Cargo 営業部長 Keith Packer が、8 ヶ月間の拘禁と

罰金 $20,000 の刑を科されることになると発表した。 Packer は、QF と SAS の幹部に

次ぐ 貨物運賃談合で収監される 3 人目の航空会社職員。 米国と欧州を含む世界の競

争監視当局は、継続して世界的な貨物運賃談合容疑を操作している。 これは、世界

大のカルテル捜査の 1 つに数えられる。 英 Office of Fair Trading は、8 月に BA の元社

員と現職 4 人を、長距離旅客運賃のカルテル違反で告訴すると発表した。 この裁判は

11 月から開始される。 

BA は、昨年 7 月 OFT より旅客燃油 S/C 運賃談合で £121.5m を、米司法省からは貨物

と旅客の燃油 S/C 談合で $300m の罰金を それぞれ科されている。 昨年 8 月の米司法

省と BA 間の司法取引成立（これにより BA は有罪を認め罰金 $300m の支払いに合意）

で、BA の元社員と現職の 10 人が訴追されないこととなった。 

貨物運賃談合では、20 社以上の航空会社がカルテル容疑で捜査され、9 社が既に米司法

省より合計 $1.2bn（競争法違反では過去 高）の罰金を科されている。 9 社とは、

BA, KE. QF, JL, AF, KL, CX, SK, Martinair。(FT.com, 9/30/2008) 
 

（12）シカゴ ミッドウエー空港民営化 
シカゴの Midway 空港が、バンクーバー空港を含む買収コンソーシアムに $2.5bn で売

却（99 年間リース）されることとなった。 これは、米国に於ける大規模ハブ空港の

初の民営化となる。 売却価格は、EBITDA 比 28 倍で、世界の空港売却では記録的な

Budapest 空港の BAA 売却に次ぐ 高レベルの売却価格となる。（Budapest 空港は、その

後ドイツの Hochtief に売却されている。） 

米国では、FAA 規則により空港売却は乗り入れ航空会社の 65%以上の賛成を必要とす

る。 Southwest, NW, DL, AirTran は、この売却に合意している。 Chapter 11 下の Frontier
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も賛成すると期待されている。 空港使用料の 2008 年レベルの 6 年間据え置きが、こ

の売却合意の条件にされている。 売却利益 $1bn 以上の 90%は、シカゴ市のインフラ

整備投資に回されるか、50%が年金基金に組み込まれることになる。(FT.com, 9/30/2008) 
 

 
 
 

（13）FAA のスロット競売は違法 
米会計検査院（GAO）は、9 月 30 日、FAA は空港スロットの競売に関する法的根拠（権

利）を有していないという意見を発表した。 DOT と FAA は、空港混雑解消を目的と

とした、スロット競売のマーケティング制度の導入が必要だと主張している。 航空会

社や NYC/New Jersey の港湾局は、競売制度の導入は航空運賃への転嫁に繋がり空港混

雑解消の有効な策とはならないと強硬に反対し、FAA の法的根拠を明らかにすること

を要求していた。 FAA は、9 月 3 日からの競売開始を一時延期していたが、依然とし

てこの制度の導入の意図は強く、今月中にも開始に踏切りたいと言っている。(wsj.com, 
9/30/2008) 
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（14）ボ社ストが、バージンオーストラリアの SYD=LAX 線開設を遅らす 
ボーイングのストライキの為に、豪州の Virgin Australia が 12 月 15 日に予定していた

SYD=LAX 線の開設を、この路線の使用する B777 型機のデリバリー遅れにより、11 週

間遅らして 2 月 28 日からとすることを決定した。 Virgin Australia の親会社である豪州

第 2 位の Virgin Blue は、6 月 30 日に終了した年度決算で、燃油費高騰のために▲55%
減益している。(wsj.com, 10/2/2008) 

ボ社のストで、今年末に予定されていた B787 型機の初飛行は略実施困難となっている。 

ボ社の IAM 組合（27,000 人）は、9 月 6 日から待遇改善とジョッブセキュリティーの

確保（アウトソースの抑制）を要求して無期限のストに入っている。(channelnewsasia.com, 
10/1/2008) 
 

（15）サウスウエスト航空、B737 型機×4 機 導入延期 
Southwest は、2009 年に予定されてる B737 型機×4 機の導入を 2016 年に延期すると発

表した。 これにより 2009 年の B737 型機の導入は 10 機となる。 同社は、 $6bn の

現金（その殆どが米政府による保証付きの投資）を保有している。(wsj.com, 10/1/2008) 
 
 
 

 水 運  
 
 

（１）バルチック ドライ▲25%近く急落 
ドライバルク貨物輸送コストを測定する Baltic Dry 
Index が、先週▲25%近くも急落した。 9 月 26 日だけ

でも▲10%も下降した。 原料物資を輸送する大手バ

ルク海運のレートが、急に落ち込んでいる。 これに

伴い、海運株 特にアジアの海運株が急落した。 過去

15 ヶ月間で 2 回も倍に値を上げた後に、再び元の値に

戻っている。 近の下落は、5 月のピークより▲70%
も低い。 この乱高下では、先行指標として名高い評

判を勝ち得ていたインデックスの評価が下がる一方だ。

(FT.com, 9/28/2008) 

 

（２）NOL ハッパグロイド買収に入札 
Neptune Orient Lines（シ）は、9 月 29 日、Hapag-Lloyd コンテナ海運事業買収のために、
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同海運の所有者である TUI AG（独）に対して 9 月 26 日に入札オファーを提出したと発

表した。 NOL はシンガポールの投資機関 Temasec が保有する世界第７位のコンテナ

海運。 世界第 5 位の Hapag-Lloyd を買収して、世界第 3 位にのし上がることを計画し

ている。 

競争入札者には、Hamburg 市が率いるコンソーシアムが存在する。 これにはスイスの

ロジ大手の Kuehne & Nagel Klaus-Michael Kuehne, city of Hamburg, HSH Nordbank が参加

している。 売却価格は ･4 ~ 5bn に上ると予想されていたが、 近の金融市場の混乱

と景気後退で値段は低下していると言われている。(FT.com, 9/29/2008) 
 

（３）NCL と Aker 造船所の係争継続 
NCL と Aker Yard の係争が継続している。 当事者が口を結んでいるために、情報不足

で事態がどのようになっているのかが見えて来ない。 NCL が発注した 2 隻の F3 船

（150,000 屯）の造船コストが紛争の種となっているようだ。 1 番目の F3 船は、既に

25%が完成している。 NCL が、既に投資した$200m の打撃を受けても、発注を取り消

すのではないかという噂が流れ始めている。 シンガポールの Star Cruises 社が保有す

る NCL は、1 月に その 50%を Apollo Management に $1bn で売却した。 NCL は、2008
年の上半期に▲$85.5m の損失を計上した。(DTW, 9/30/3008) 
 
 
 

 陸 運 & ロジスティックス  
 

（１） 買収団、ペンシルベニア ターンパイク買収から撤退 
 ペンシルベニア州知事は、5 月に Pennsylvania Turnpike 有料道路を $12.8bn で、

Citigroupとスペインの有料道路運営業者のAbertisが率いる買収コンソーシアムに売

却（75 年間のリース）することを決定した。 
 今秋 市議会にこの計画が付議されることになっていた。 ところが、共和党と知事

が属す民主党の議員の反対が強く、この民営化計画の成立が予断を許さない状況と

なっていた。 州営の Pennsylvania Turnpike Commission は、民営化しなくても現状

のままでヤリクリできると言っている。 

 9 月 30 日、このコンソーシアムは、民営化法案不成立を見越して この買収から撤退

することを決定した。 
 全米で も整備が遅れている交通インフラの改修資金の調達に苦しんでいるペンシ

ルベニア州にとって、コンソーシアムの撤退は大きな痛手となるだろう。 そして、

同様の資金不足を抱えるその他の州の、公的インフラ資産の民営化にも影響を及ぼ

すだろう。 
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 自動車の燃費性能改善と、ガソリン価格高騰による車の使用の減少と、議会の増税

回避の政治的判断により、インフラ投資の財源であるガソリン税の税収が伸び悩ん

でいる。 
(FT.com, 9/22/2008) 
 

（２）ユーロスター、トンネル火災後 ほぼ平常走行に復帰 
9 月 11 日に発生したトンネル火災（トラック シャトル列車が炎上）で、間引き運航を

余儀なくさせられていた Eurostar が、10 月 1 日からほぼ火災前の平常走行に復帰した。 
北側トンネルの火災発生箇所から英国側の、2 番目の南北トンネル切り替え地点までの

走行が可能になった結果、毎日 100 トラックシャトルと、40 自動車とバスシャトルと、

58 本の Eurostar の走行が開始された。 これにより、Eurostar の LON=PAR が 16 本（通

常時▲1 本）、LON=BRU が 9 本（▲1 本）、LON= Disneyland Paris が 1 本の毎日走行が

可能となった。 所要時間は、片道 +20 分増加している。(FT.com, 10/2/2008) 
 
 
 

 ホテル & リゾート  
 

（１）InterContinental タイムシェアー市場に参入 
InterContinental Hotel Group (IHG) が、タイムシェアー市場に参入する。 同社は、

Holiday Inn の事業を Orange Lake Resort と共同で運営する契約を結び、Holiday Inn の看

板の下でオーランドの Disneyland に隣接した 2,400 のヴィラリゾートを展開する予定だ。 

この新リゾートは、Holiday Inn Club Vacation と呼ばれる。 Orange Lake Resort は、1952
年に Holiday Inn を設立し、1970 年代後半にそ こから離れた Kemmons Wilson 一族が所

有するリゾートである。 Wilson 一族は、1982 年に Orange Lake によりタイムシェアー

市場に参加した。 これによって IHG（世界 大ホテルグループ）は、2010 年より タ
イムシェアー収入の 5%（ホテル収入と同率）に当たる年間 $4m の運営料を得ると予想

されている。 Orange Lake は Florida, Vermont, Wisconsin にも 3 つの少規模なタイムシ

ェアーリゾートを運営すると共に、Florida に於けるリゾートの運営と開発を継続する予

定だ。 IHG は主立った投資をしなくても、Holiday Inn と契約を交わした 120,000 のタ

イムシェアー所有者へのアクセスが可能になり、$10bn に上るタイムシェアー市場に参

入する。 IHG がタイムシェアー市場に参入したのは遅い方で、アパートのタイムシェ

アーでは Wyndham がリーダー格であり、Marriott, Hilton, Hyatt, Starwood もタイムシェ

アービジネスにかなりの投資を行っている。 昨日、8 月の IHG のアメリカに於ける

RevPAR が横ばいになったと発表した。 Holiday Inn では▲1.4%低下した。 7 月は 
+2.2%増、年初来の 8 ヶ月間では +2%増であった。(FT.com, 9/23/2008) 
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（２）CityCenter、 新のハイテク装備 
2009 年に MGM Mirage が 新のテクノロジーを装備した 4,000 室からなる City Center
建設を始める。 the Aria Resort & Casino, the Mandarin Oriental, the Hampton Hotel Spa & 
Residence のホテルがある City Center は、the Control4 とチームを組んで 新のカスタマ

イズされたテクノロジーのサービスを提供する。 宿泊客が部屋に入ると“挨拶”の声

から始まり、ライト、室温、テレビ、ビデオ、モーニングコール, カーテンの開け閉め

に至るまでのオプションを、室内の TV 画面で好み通りにカスタマイズできるというも

のである。 鍵は RFID 付きの電子鍵となる。 ドアの施錠や解錠は、センサーに電子

鍵をかざすだけで OK だ。 テレビは 42 吋の高画質 TV で、客室の Wi-Fi は何処のホテ

ルよりもスピードが 8 倍も速い。（TravelWeekly.com, 09/30/08） 
 

（３）Las Vegas で Plaza Hotel はどうなる 
ELAD PROPERTIES （イスラエル）は、2004年にニューヨークの the Plaza Hotelを $675m
で買収したが、ホテル全室 800 のうち 500 室を高額なコンドミニアムにする改修を行っ

た。 Elad（CEO の Miki Naftali ）は、Plaza Hotel を London, Las Vegas, Shanghai その

他の都市にも展開する算段である。 その中でも The Las Vegas Plaza（3,000 室）が 初

に計画されている。 このために、Elad（イスラエルの億万長者、Yitzhak Tshuva によ

る管理下に置かれている）は、別のイスラエルの会社と共同で Las Vegas Strip に 35 エ

ーカーの土地を昨年 $1.2b で買収した。 合計 $4bn を費やすこの計画は、オリジナル

の Plaza Hotel を真似た外観となる予定だ。 しかし建築計画の進展が進まず、Elad は、

Goldman Sachs や Credit Suisse Group からの借入金 $625m の返済を、初期の予定より 6
ヶ月間遅らせそうだ。 実際の建築開始は 2010 年からと見込まれている。 Las Vegas
に於ける建築コストは 2005 年の 2 倍にも膨らんでいる上に、信用危機（credit crisis）に

よる影響が加わって、財源を確保するのが大変困難な状況になっている。 

多くの Las Vegas ホテルの建設プロジェクトがキャンセルされている。 Starwood 
Hotels and Resort Worldwide も、2007 年に W Las Vegas（3,000 室）のプロジェクトを取

り消した。 8 月には、Body Gaming Corporation が $4.8bn の建設プロジェクトを中止

し、The Morgans Hotel Group は Boyd とのジョイントベンチャーを取りやめるに至った。 

これら全ての状況から、Las Vegas での計画中のホテルの室数が、昨年の +21,000 から 
+15,000 に減少した。 Manhattan の Plaza は、その大部分がコンドミニアムに変わった

が、ホテル部分（スタンダード一泊 $1.000）は重要な収入源となっている。 

Plaza ブランドの拡張計画は、the St. Regis, the Waldorf-Astoria を含む 他の Manhattan の

豪華高級ホテルにも影響を与えている。 St. Regis（Starwood）は、12 のホテルをコロ

ラド州アスペンから太平洋ボラボラ島までに広げて展開し、今年はメキシコシティに 
2009 年はアトランタにオープンさせる。 Hilton Hotels Corporation（Waldorf-Astoria ブ
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ランド所有）は、来年には他の計画とともに、Orland に 500 室をオープンする。 

Waldorf-Astoria は、Montreal と Beverly Hills にもホテル建設を計画中だ。 
この結果、Waldorf, Plaza, St. Regis が多くの都市に建設されて、宿泊客の獲得を競い合

うことになるだろう。（nytimes.com, 09/28/08） 
 

 
Elad Properties and its president, Miki Naftali, are planning to expand the Plaza brand into other cities, including Las 

Vegas 

 

（４）Las Vegas Sands CEO, 自社に＄475m 貸し付け 
Las Vegas Sands（ホテル、カジノの運営会社）に、同社の CEO である億万長者 Sheldon 
Adelson が個人資金＄475m を貸し付ける。 Las Vegas Sands は、ある財務制限条項に

従うためにその資金が必要だと言っている。 Las Vegas Sands は、9 月 30 日に終了し

た四半期末で、Las Vegas のホテルの EBITDA が十分に増加し資金調達の条件を備えて

いると見られていたが実情は違った。 Adelson は、年利 6.5%付きの転換社債の形で、

四半期毎返済義務を付けて １月 1 日から貸し付けを始める。 この転換条件は、早期

転換もしくは Las Vegas Sands による買い戻しが行われない限り、2013 年 10 月 1 日まで

有効とされる。（TravelWeekly.com, 10/01/08） 

 
（５）香港 Disneyland 拡大に向け財政基盤固める 
今年で開園 3 年目を迎える香港 Disneyland が、融資額 HK$3.3bn（$423m）の融資先を 銀
行から親会社の Walt Disney Company に変更した。 貸付金利は、銀行間金利の 1.5%増

しとなり、従来の条件よりも有利になっている。 この金利の低下により、テーマパー

ク拡大計画の実現が一歩近づくことになるだろう。 初、融資先変更先は香港政府（テ

ーマパーク全体の 57%を所有）が検討されたが、訪問客数の予想外の少なさを理由に、

この取り決めは実現されなかった。 3 年目の訪問客数は予想を下回る 560 万人にとど

まった。（channelnewsasia.com, 10/01/08） 
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（６）マリオット、第 3 四半期▲28%減益 
北米 大のホテルチェーンの Marriott International の第 3 四半期決算が、▲28%の減益決

算（純益 $94m）となった。 ホテル業界のベンチマークである RevPAR は、北米で▲

1%（平均レートでは +1.6%）、全世界では +3.4%（為替要因除去後 +1.1%）であった。 

収入は +1%増の $2.96bn であった。 タイムシェアー事業は、▲13%の大幅な減少と

なった。 第 4 四半期の RevPAR は、全世界で▲1%、北米で▲3% ~ ▲5%低下すると

予想されている。 2009 年は、現状より改善する傾向は見られないと悲観的な見通し

を立てている。 現在開発中もしくは計画中のホテル（130,000 室）は、 近の金融市

場の混乱で 延期もしくは中止となるプロジェクトが出てくるものと予想されている。

(FT.com, 10/2/2008) 

 
 
 

 その他  
 

（１）睡眠は採算性向上に役立つ 
睡眠は、脳を活性化して 創造・学習・記憶の能力を高め採算性の向上に役立つ。 
このことを認識している Google, Cisco System, Procter & Gamble などの企業は、従業員

のパーフォーマンスを向上させるために、仮眠施設を充実させている。 MetroNaps 社
の EggPods（写真）を採用している。 どういう訳か、米国西海岸の企業が、東海岸の

企業よりも従業員の仮眠に付いて重用視している。 東海岸は、金融関係の企業が多く、

眠る暇も無いのかも知れない。 彼らが十分な睡眠を取っていたならば、金融危機も発

生しなかったかもしれない。(nytimes.com, 9/28/2008) 
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Some large companies provide EnergyPods, leather recliners with hoods to block noise and light, to help employees 

take naps and return to work refreshed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 
 
 
 

9 月 27 日付けのニューヨークタイムズの電子版に、「日本のソーシャルネットワーキン

グサイトは、そんなにソーシャルでは無い」（Japan’s online social scene isn’t social）とい

う興味深い記事が掲載されていた。 
 

情報 343 平成 20 年 10 月 6 日 - 24 - TD 勉強会 



 

SNS は、本来は人と人との繋がりを促進させて、社会的なコミュニケーションのネット

ワークを形成することを目的としている。 従って この目的から言えば、SNS では、

趣味や嗜好などを通じて 自分とは直接関係のない他人との会話も 多いに盛んになる

筈だ。 しかし 日本では 米国とは異なり 既に知っている友人や知人間同士の会話の

場としての閉鎖的な会員紹介制の SNS が多いと、この記事が紹介している。 それ以

外の SNS では、参加者個人の写真掲載はもとよりプロフィールの紹介などは殆ど行わ

れない。 そして、匿名の参加者が多い SNS でしか自分の意見が発表されていない。（そ

の具体例として“2 ちゃんねる”の人気が高いと説明している。） 

そのため 世界的に多くのユーザーを集めている MySpace や YouTube は、ここでは 日
本向けにカスタマイズしたサービスを展開していると書いている。 どうやら、「沈黙

は金なり」そして「自己主張は控えめに」とズーット教えられて来た日本人には、欧米

流のソーシャルな SNS 流儀は、そのままでは受け入れられない場合があるようだ。 
 
 

旅行業界では、SNS が多いに受け入れられている。 旅行を計画する人達は、SNS サ

ークルの旅行体験談（レビュー）を多いに重用している。 彼等は、在り来りの旅行ガ

イドブックや旅行社やサプライヤーなどのマーケティング情報よりも、口コミによる情

報をより信頼しているのだ。 米国 大手オンライン旅行社の Expedia や Travelocity は、

旅行口コミサイトのSNSとも言うべきTripAdvisorや IgoUgoをそれぞれ所有している。 

そして、これ等のサイトでは、ユーザーが投稿する旅行体験談やレビューの UGC を掲

載すると共に、オンライン広告収入の確保に努力している。 日本でも （レビューの

提供者は匿名を使用する場合が殆どのようだが） この種の旅行の SNS が そのままの

形で受け入れられている。 
 

しかし、同じ旅行業界の話でも、ニューヨーク タイムズが SNS のケースで指摘してい

るのと同じような現象が存在する。 それは、欧米の多国籍企業で広く採用されている

法人旅行管理（ビジネストラベル マネジメント= BTM）プログラムのことだ。 

法人旅行管理プログラムとは申すまでもなく； 
（１）航空会社やホテルなどの旅行のサプライヤーと優先契約を締結し、 
（２）社員に対しては出張規定の遵守を励行して貰って、 
（３）企業のビジネス旅行コストを全て集約し一元的管理を徹底させて、 
（４）大きなコスト削減を達成する制度だ。 
（５）そして、オンライン セルフ予約システムを導入し、出張手配プロセスを効率化

して、更に一層のコスト削減を達成することを目的としている。 
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このプログラムが、日本ではなかなか受け入れられない。 欧米流の効率一辺倒なドラ

イなこのプログラムは、きめの細かなサービスが要求されるウエットな日本には馴染ま

ないというのだ。 所謂“二社購買”の相見積もりの制度が中心の日本流の商習慣も、

このプログラムの導入を遅らせているようだ。 SNS のケースと同じように、このプロ

グラムには 日本向けのカスタマイズが必要のようだ。 
 

西と東の間の人や貨物の流れは、経済のグローバル化によって急速に拡大を見せている

が、文化や制度や人々の考え方の融和や収斂（コンバージェンス）は昔から そう簡単

には進まない・・・。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表紙： 

喇叭を吹く男 Ⅱ 
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