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TDR, 6/6/2007 

1. TDR 6 月 6 日号の要約 

 

Travel Distribution Report（TDR）6 月 6 日号は、以下の 4 つの記事を掲載している。 
 

（１） バイル テクノロジー採用の 3 つの鍵 
（２） 消費者の使用する携帯電話の機種に注意しろ 
（３） ナイジェリアに於ける Sabre 展開 
（４） トリップオロジー ドットコム、消費者とオンライン旅行社を結合 
 

何時もの様に、これ等のニュースの概要を以下に記す。 
 
 

（１）モバイル テクノロジー採用の 3 つの鍵 

Stay Ahead Of The Mobile Technology Curve --- With Three Clues 
Caution: Mobile devices can have close to 40 different browsers. 

 

“Travel 2.0”とか“social networking”のホットなトッピックスが、次世代の旅行テクノロ

ジーとなるであろうモバイル ケーパビリティーに、取って代わられつつある。 
航空会社や、法人旅行取扱旅行社や、ホテルの予約サービスが、同様に、このモバイルの

ケーパビリティーを採用し始めている。 彼等のモバイル採用は、共通して、以下の 3 つ

考え方に基づいている。 
 

① 需要が増加すると言う“見込み”によって、モバイルを採用している。 
新しいテクノロジーの開発は、現在、消費者が欲しているニーズに基づかなければいけな

いと言われて来ているが、殆どの旅行の企業は、実需ではなくて、“見込み”によりモバイ

ル ツールを採用している。 採用した各社では、“乗り遅れてはいけない”と言う気持ち

が先行している。 
 

Mobile Travel Technologies 社と提携して、ホテル用のモバイル予約サービスを立ち上げた

Pegasus は、ホテル顧客と数回に亘るワークショップを開催し、顧客のモバイルに対するニ

ーズを聴取している。 
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② モバイルの機能は、予約の変更と取消が中心 
モバイルは、旅先の急な旅程変更等への対応に抜群の力を発揮する。 従って、その機能

は、予約の実行よりも既予約済みの予約変更とか取消を中心とするべきだ。 Forrester の

主席研究員 Henry Harteveldt は、「純粋な予約エンジンの開発よりは、プッシュやプルの型

のマーケティング キャンペーンを携帯に展開する事から始める方が良い」、「または、予約

変更機能を開発した方が良い」と言っている。 
 

③ 技術的ハードルに注意が必要 
モバイルのブラウザー スピードが速く無い。 そして、およそ 40 種類の異なるモバイル 
ブラウザーへの対応が必要となる。 Blackberry だけに対応したならば、マーケットが限

定されてしまう事になる。 また、アプリケーションをダウンロードさせる方法は、モバ

イルには馴染まない。 携帯は、インターネット接続だけの役割を持たせるだけにするべ

きだ。 

これに加えて、個々の携帯電話のオペレーターのエクスクルーシブなネットワークへ対応

しなければならない。 モバイルの予約ツールは、飽くまでコンピューターの補完と考え

るべきで、代替出来るツールとはならない。 □ 
 
 
 

（２）消費者の使用する携帯電話の機種とその利用方法に注意しろ 

Consider The Consumer’s Phone Type --- And How She’s Using It 
 Hint: Take advantage of text messaging trends. 
 

携帯電話を保有している旅行者だからと言って、必ずしも Web が出来る携帯や、スマー

ト・フォーンを持っている訳では無い。 従って、モバイルの旅行ツールを立ち上げるな

らば、顧客が使用している携帯電話がどんな機種であるかを、良く調べる必要が有る。 
 

レジャー旅行者の 10 人中 8 人近くの人達が、そして、ビジネス旅行者の 87%が、携帯電

話を保有している。（Forrester 調べ） しかし、ビジネス旅行者のタッタの 37%、レジャー

旅行者の 33%しか、Web 或はブラウザーが可能な携帯電話を持っていない。 更には、下

図に示した通り、ビジネス旅行者の 15%、レジャー旅行者の 12%しかモバイル インター

ネットにアクセスしていない。 
 

多くの顧客が、Web ブラウザーのヘビー ユーザーで構成されているならば、Web 予約ツ

ールの採用は成功するだろう。 しかし、そうでない場合、あるいはそうである場合であ

ってさえも、多くの消費者がテキスト・メッセッジングを利用している事に注目する必要
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がある。 北米のビジネスとレジャー両方の旅客が も利用するのは、テキスト・メッセ

ジングの送受信であるので、モバイルのツールに手を付けるのであれば、これをツールに

加えなければいけない。 □ 
 

 

 
 
 

（３）ナイジェリアに於ける Sabre 展開 

Nigeria: A Market Venture Best Fit For The Large And Brave 
 See what’s behind Sabre’s decision to place a bet on this risky region. 
 

Sabre が、ナイジェリアに進出した。 ナイジェリアの旅行社 Interguide Air Limited とマー

ケティング契約を締結して、この国の凡そ800余の旅行社にSabre GDSを販売する。 Sabre
は、先月末時点で 67 社のサブスクライバー旅行社を獲得した。 
ナイジェリアは、アフリカで も多くの人口を抱え、世界のビジネス コミュニティーの一

員で、そして、現在、アフリカで 2 番目に大きな航空市場を有する国ではあるが、詐欺が

横行し、ビジネスを実施する為の社会的インフラが備わっていない。 Lagos 空港は、今

にも落ちそうな古い B727 型機や B737 型機ばかりで溢れ返っている。 

従って、この国へ進出する企業は、大きなリスクを背負う事になるだろう。 しかし、石

油を産出するナイジェリアは、サハラ以南のアフリカ諸国の内で、進出企業に も大きな

リターンを産んでくれる潜在力を有している。 従って、この国へ進出する企業は、ブラ

ンド力と資金力を有したリスク耐性の高い、2 年前に進出した Virgin Nigeria のケースの如

くの、大手企業に絞られる様だ。 Sabre は、いち早く進出した Worldspan と同様に、現地

企業と GSA（総販売代理店契約）を締結して、リスク回避に勤めている。 □ 
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＜アフリカ進出 GDS＞ 

Sabre Nigeria, Egypt 

Worldspan South Africa, Kenya, Nigeria 

Galileo Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Ethiopia, Djibouti, 
Mozambique, Zimbabwe, Angola, South Africa, Mauritius, Nigeria 

Amadeus Somalia, Ethiopia, Zambia を除く全ての国に進出 

 
 
 

（４）トリポロジー ドットコム、消費者とオンライン旅行社を結合 

Tripology.com Plays Matchmaker In Travel Agent-Consumer Tango 
This startup company banks on the consumer’s demand for specialized advice. 

 

Tripology.com（旧 1trip3.com）という、新しいモデルの旅行サイトが、先月、出現した。 こ

のサイトは、デートマッチング サイトに良く似ている。 
旅行社を探している消費者と、消費者を探しているオフライン旅行社のリエゾン（連絡窓

口）の機能を発揮する。 
 

仕組みはこうだ： 
(ア) Tripology が旅行社を募集する。 旅行社は、ビジネス インテレスト、サービス

可能な地域／国／都市、獲得したい消費者の予算レベル、専門活動分野を登録し

なければならない。 
(イ) 消費者が、Tripology.comで、簡単な旅程と旅行目的をインプットすると、Tripology

は、募集した旅行社に、この情報を e-メールで流す。 
(ウ) メールを受けた旅行社は、旅程の複雑さによって異なる $1〜$15 を Tripology に

支払って、このセールス・リードを購入する事が出来る。 
(エ) Tripology は、3 社以内の旅行社を消費者に紹介する。 
(オ) 消費者は、自分の旅行手配に も相応しい旅行社を 3 社の中から選択する。 
(カ) 消費者は、選択した旅行社のレビューを、Tripology に書き込む事が出来る。 

 

Tripology は、このモデルの利点として、「消費者は、旅行社の選定で困る事が無くなる」

と言っている。 例えば、タンザニアの豪華サファリに行きたがっている旅行者にも、サ

ファリを専門とするニッチな旅行社を、ズバリ紹介する事が出来るのだ。 パーソナルな

エクスペリエンスが求められているので、専門的ニッチ旅行社を紹介して、自分だけのユ

ニークなツアーを作り上げるには、ヒューマンなエレメントを大切にする、このサイトが

適だと Tripology は言っている。 
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問題は、消費者達に Tripology を見える様にする事だ。 その為には、SEO（search engine 
optimization）が、重要となって来る。 タンザニアの豪華サファリを検索する旅行者に、

Tripology を彼等の目につき易い、画面上のベスト ポジションに据え付けなければならな

い。 □ ■ 
 

 
 
 
 
DTW, 6/5/2007 

2. Contiki Holidays tries to capture the elusive young traveler 

コンチキ ホリデーの、若年旅行者獲得努力 

 

 Contiki Holidays は、18 歳〜35 歳の世代にグループ ツアーを販売している米国のツアー・

オペレーターだ。 この旅行者の競争相手は、一風変わっている。 他のツアー・オペレ

ーターではなくて、ハイキング靴やナップザックや Lonely Planet のガイドブックだ。 
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つまり、Contiki は、「ハーイ、自分で、自分の考えに従って旅するよ」（“Hey, I can travel on 
my own and do it on my own”）と言う旅行社無用の考えの若い人達に、挑戦しなければなら

ないのだ。 若い世代の人達は、旅行経験に乏しく、グループ ツアーがどんなモノかも知

らない。 つまり、旅行の購入に多くのオプションがある事も知っていない。 
 

ツアー・オペレーターや、旅行社は、この難しい、捕らえどころのないセグメントには手

を出さず、専ら、よりシニアーの需要セグメントをターゲットにしている。 ASTA 会員

の 60%は、55 歳以上で、（19%は 65 歳以上）で、彼等の多くは、比較的裕福なベイビーブ

ーマー セグメントを追いかけている。 若年世代の需要は、将来の常顧客になる可能性を

秘めている金の卵であるにも拘らず、旅行社の多くは、勿体ない事に、このセグメントに

手を出していない。 
 

Contiki が販売するツアーの 35%は、旅行に行く子供達の両親が購入している。 残りの

65%は、大学生や、ヤング・プロフェッショナルを含む個人旅行者が購入している。 そ

して、Contiki の販売の 75%は、若い世代が経営する旅行社販売から得ている。（Contiki の
社長 Frank Marini は、34 歳と若い。） 
 

若年世代に対してグループ販売している Contiki や、その他の極少ないオペレーター達は、

彼等に、自分だけで計画して、旅先で多くのスリルやトラブルを克服するのも貴重な経験

であるが、それよりも、より安全な、そして効率的な実行可能なグループ ツアーのプロダ

クトの、オプションが存在する事から啓蒙しなければならない。 
 

しかも、このセグメントは、多くのケースで、初めての旅行体験となる場合が多いため、

これ等の潜在的旅客が何処に居るのかを見つけ出す事から苦労する。 中学校や高校への

セールスが、比較的容易に実施されるだろう。 しかし、この販売活動は、個々の学生を

対象にしたモノでなくて、あくまで中学校や高校の学校単位で行われている。 従って、

大学へ進学後の彼等のトレースが困難になってしまう。（中学や高校時代からの個々の学生

のデータベースが存在しないのだ。） 同時に、18 歳〜35 歳の人達の多くは、幾つかの人

生の転換点、つまり就職、大学のローンの返済、新しい都市への引越、結婚して所帯を持

つ、などを経験する。 Contiki の社長 Marini は、彼等を“動く標的”（moving target）と呼

んでいる。 
 

この難しい若年セグメントを捕まえる為に、Contiki は、① カルフォルニア大学の“MBA
チーム”、② 調査会社 Harris International、③ 全米の大学研修生（interns）50 人、によるマ

ーケティング調査を実施している。 彼等は、Contiki の宣伝マンになってくれる上、 新

トレンドや、市場で起こりつつ有る出来事や、何が若い人達に重要なのか、どうやって市
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場と会話するのか、等を探り出して来る。 若年市場セグメントは変化が激しく、継続し

て、何が有効で、何がホットで、何が向かないのか、何がホットでないのか、を完全に掌

握する必要が有ると、Contiki は言っている。 
 

そして、潜在的若年顧客へリーチする為に、Harvard 大学の学生が立ち上げた、学生やヤン

グ プロフェッショナル（将に Contiki のターゲット顧客だ！）の為のオンライン コミュニ

ティー“Facebook”の、2 番目のメジャーなグループとなった。（Facebook の 初のメジャ

ーなグループは Apple。） 現在、Facebook は、2,400 万人のアクティブな会員を擁し、全

米の もビジターの多いサイト Top 10 の中にリストされている。 Contiki の Facebook に

於けるグループは、50,000 人に達している。  
 

 

 
 

Contiki は、Facebook 以外に、MySpace や Friendstar のコミュニティー サイトにも参加して

いる。 そして、Secondlife への参加を検討している。 
 

米国勢調査局によれば、18 歳〜34 歳の年代のグループは、6,400 万人存在する。 そして、

2010 年には、6,830 万人に増加するだろう。 米旅行業界協会（TIA）の 2006 Domestic Travel 
Market Report によると、18 歳〜34 歳は、2005 年に、300.1 百万回の 50 マイル以上の旅行

を実施した。 35 歳〜54 歳は、428.2 百万回、55 歳以上は 290.8 百万回の旅行を実施した。 

18 歳〜34 歳のグループは、55 歳以上のグループよりも余計旅行している。 若年人口の

旅行の需要規模は、極めて大きい。 ■ 
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wsj.com, 6/13/2007 

3. What Happens in Vegas, Goes China 

  ラスベガスが中国に行った 

 

Las Vegas Sands が、マカオのコータイ（Cotai）に、$2.2bn（2,600 億円）のプロジェクトで

ある Venetian カジノを 8 月にオープンする。 このカジノは、3,000 室のホテルと 700 台の

賭博テーブルと 4 つのプールを備えている。 宿泊客の荷物を運搬するベルトコンベアー

が地下を走り、玄関の車寄せの屋根は、黄金の葉飾りで覆われている。 100 万平方フィ

ート（サッカー場 16 面の広さ）のハイエンドのショッピング・モールでは、16,000 人の従

業員が雇用される。 Venetian は、壮大（grandiosity）のスタンダードを塗り替えている。 
 

マカオに建設された Venetian は、ネバダの Venetian をコピーした物であるが、その規模は 
+30%も大きい。 カジノ フロアーは、3 倍の 325,000 平方フィートもある。 3 階には、

3 本の屋内運河が流れゴンドラが行き交い、Cirque de Soleil 曲技団は、専用の別のビルディ

ングで興行される。 現在、12,000 人の労働者達が、8 月のグランド・オープンに間に合

わせるため Venetian の 32 階建てのホテルと 15,000 席のハンガー見たいなコンベンション 
スペースに、昼夜兼行で張り付いている。 夜には、ミケランジェロの如くの絵描き達が、

高所移動クレーンに上って、90 フィートの高さのアーチ型天井に、雲や日没を描いている。 

Venetian は、毎日、少なくとも 3 万人が、多くは中国から、このホテルを訪れると期待し

ている。 550 台のツアー バスがこの客を運び込んで来るだろう。 そして、豪華双胴船

が、香港や中国本土からビジターをフェリーしてくるだろう。 
 

しかし、これだけの人達が、Venetian を訪れる保証は何処にも無い。 
マカオの賭博ビジネスは、1960 年代の賭博大君 Stanley Ho により開始され、以来 45 年間

彼に独占され続けて来た。 1999 年にポルトガルから中国に返還された後に、マカオは、

経済活性化と、今までの犯罪や売春が横行していたマカオ賭博の暗いイメージを払拭する

為に、カジノの規制緩和を実施した。 そして、2002 年に、米国の 3 社を含むカジノ オ
ペレーターに、マカオに於けるカジノ ライセンスを初めて付与した。 
 

Las Vegas Sands は、Venetian が、ハードコアのギャンブラーだけではなくて、より多くの

休暇旅行者や、ビジネス旅客にアピールすると信じている。 同社は、既にマス・マーケ

ットを対象とした Sands カジノをマカオで開業している。 そして、マカオの中心から数

マイル離れた、新たに開発された Cotai に、 大 $13bn（1 兆 9,200 億円）を投資する事を

計画している。 ここに LAS 見たいな一大娯楽都市を作り上げる事を計画している。 コ
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ンベンション、スポーツ・イベント、コンサート、ラクジュリーなショッピングが、大量

の中国人やその他のツーリスト達を引きつけて、そこから、Venetian の収入の半分を得る

事が出来ると踏んでいる。（これ等の旅客が、平均 3.2 日、Venetian に泊まると算段してい

る。） 
 
 
 

 

A rendering of the Venetian casino 

resort in Macau. It will boast 3,000 

hotel rooms and 700 gambling tables. 

 
 

 
 
 

A view of the main casino floor at the 

mass-market Sands Macau. 

 
 
 

マカオの巨大なカジノ収入は、昨年、$7bn（8,400 億円）を達成し、既に Las Vegas Strip の 
$6.7bn を越えている。 Deutsche Bank は、マカオの収入が、2007 年〜2009 年に、連続し

て各年 +25%増加すると予測している。 
 

しかし、Wynn Resort を含むライバルの米カジノ オペレーター達は、Cotai に進出するのに

慎重な姿勢を崩していない。 MGM Mirage は、未だマカオに進出していない。 Wynn
は、Venetian の実績を見てから Cotai 計画を考えたいと言っている。 そして、先週、昨年

9 月にオープンした Wynn Macau の拡張計画を縮小した。 

Melco PBL Entertainment (Macau) Ltd.は、Galaxy Entertainment Group Ltd を立ち上げて、Cotai
進出計画を展開する。 2008年第3四半期に、第1段階として、1,500室のGalaxy Mega Resort
をオープンさせる。 Venetian の周りには、この他、3 社のライバル オペレーター達が、

カジノを建設しつつある。 その 初のカジノは、来年オープンする水中カジノ City of 
Dreams だ。 

ホテルも Cotai に進出して来る。 Venetian と提携した Sheraton, Shangri-La が着工済みで、

来年末の開業を予定している。 これ等が完成すれば、Venetian を含めて、Cotai（Sands
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は Coati Strip と呼んでいる）には新たに 10,200 室（現在のマカオの総客室の 3/4 に相当す

る）が用意される事になる。 Las Vegas Sands は、2010 年までに、更に 6 つのホテルを建

設する予定だという。 
 

Morgan Stanley 香港のアナリストは、これ等の新ホテルが誕生すると、ルーム・レートと

賭博テーブル 1 台当たりの収入が低下すると予想している。 今年だけでも、▲30%低下

するだろうと言っている。 Sands は、客室を埋める為に、日本・インド・その他の全世

界のツアー・オペレーター56 社と送客に関する契約を締結した。 

Galaxy の副会長 Francis Lui は、「Sands の野心的な計画は成功しないかも知れない」、と言

っている。 彼は、「マカオは中国の都市であり、LAS とは違う」と言っている。 ■ 
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nytimes.com, 6/13/2007 

4. Las Vegas Caters to Asian’s High Rollers 

  米カジノ、アジア客に照準 

 

米カジノ オペレーター達が、アジアの客、特に中国人客に照準を合わせている。 
LAS の Venetian のホテルとカジノの VIP ラウンジは、香港や上海と、まるっきり変わらな

い。 そこでは、中国番組を選曲出来る TV と中国語の新聞が用意され、バックグランド ミ
ュージックには中国音楽が流され、アジア人の礼儀正しいボーイがサービスし、飲茶のコ

ック長は香港から連れて来ている。 
 

 
A tea wall at the Venetian hotel and casino in Las Vegas. The hotel operator hopes the décor will draw Asian gamblers. 

 

 
An Asian-themed dining area at the Venetian hotel in Las Vegas. 
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LAS と Atlantic City の Caesars Palace を含む、米国で 24 のカジノを運営している Harrah’s 
Entertainment は、2006 年に、Atlantic City の Showboat で、明と宋時代の雰囲気を醸し出す、

中国人専用のギャンブリングとダイニングのスペースをオープンした。 バカラと pai gow 
poker（中国の昔から伝えられているドミノゲーム）の賭博テーブルを装飾する為に、中国

から木彫りを輸入した。 Showboat のゲーム収入は、昨年、+35%増加し $63m（76 億円）

を達成した。 中国人に対する売上は、倍以上増加した。 Caesars Atlantic City でも同様

の成功を収めた Harrah’s は、全米のカジノに、中国人向けの改修を命じている。 
 

Atlantic City の Trump Taj Mahal も、昨年 7 月に、中国人向けの専用賭博スペースを立ち上

げた。 そして、コネネティカット東部の Mohegan Sun は、完全な香港スタイルの食事付

きの、全てがアジア人用のカジノ ビルを建設しつつある。 NYC の中国人街からは、毎

日 Atlantic City 行きのバスが出ている。 
 

LAS でも同様の中国人向けの改修が実施されている。 今やアジア調のバカラ サロンと

ヌードル・バーが、肌をあらわに露出させたカクテル ウエイトレスと同じ様に、アジア人

向けのカジノの標準装備となっている。 
 

アジアのカジノ客は、多い人数もさることながら、賭ける金額が大きい。 LAS の大金を

賭けるハイローラー（鯨あるいは V.VIP と呼ばれている）の 80%は、アジアからの客だと

言われている。 彼等は、サイコロ一振りに、$50,000（6 百万円）を平気で賭けている。 

週末に数百万ドル（数億円）を賭ける中国人の鯨が居るくらいだ。 
 

中国人をはじめとして、アジアの人達は、移民して来たアジア・アメリカ人を含めて、賭

博が大好きだ。 彼等は、昔から、人生を占う賭博を好む傾向がある。 カジノのオペレ

ーターは、海外からのアジア人に加え、米国に居住している人達を対象に積極的にカジノ

をプロモートしている。 
 

米国の市民権保護の活動家達は、米在住アジア人達に対するカジノの行き過ぎたセールス

活動に懸念を表明している。 賭博中毒が引き起こす社会的な問題が、マイノリティーの

彼等の間で増えているのだ。 ネイティブ・アメリカンを対象に、同じ様なセールス キャ

ンペーンが繰り広げられたならば、米国社会は黙っていないだろう。 ■ 
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PhoCusWright, May 2007 

5. CONSUMER TRAVEL TRENDS SURVEY Ninth Edition 

 「連載」フォーカスライトの旅行消費動向調査 第 9 版（２） 

 

オンライン旅行者人口 
Online Traveler Population 
 

インターネット利用とホテル宿泊者の増加が、米オンライン旅行者人口を増やしている 
 

米国では、2006 年に、殆ど 4 人に 1 人（23%）の成人

が、オンライン旅行者となっている。（Table 1 参照） 

2005 年のレベル（24%）よりも微減している。 
 

市場が成熟しているので、成長ペースは緩慢となりつ

つあるが、消費者にとって、旅行の情報、購入、ソー

シャライゼーション、エンタテイメントに対する Web
利用が不可欠なモノとなっているので、インターネッ

ト利用は、継続して拡大している。 

実際、米国旅行者の 92%が、先月、インターネットを

利用している。 航空旅客のホテル利用は、2005 年の

81%から 84%に拡大している。 この拡大と、より安

い航空運賃とガソリン価格の高騰による影響により、

米国の旅行者の、より短い旅行、ハイブリッド（レジ

ャー＋ビジネス）な旅行、マイカーあるいはレンタカ

ーを使用したレジャー旅行が増加している。 
 

“オンライン旅行者”の数とパーセンテージの算定は、以下の方法によった。 
米国成人（2 億 2,500 万人）×32%（昨年エアーを利用したと回答した人）×84%（昨年ホ

テルに宿泊したと回答した人）＝6,000 万人。 
6,000 万人×92%（先月インターネットを利用した人）＝5,500 万人成人（米人口の 23%）。 
この数 5,500 万人が、2006 年の米国に於ける“オンライン旅行者”となる。 
 
 

情報 274（平成 19 年 6 月 17 日）  TD 勉強会 14



旅慣れたオンライン旅行購入者とカスタマイゼーションが、レジャー市場を成長させる 
 

インターネットは、全てのタイプのプロダクト、サ

ービス、情報に対して社会主流化（mainstreaming）
しているが、オンライン レジャー旅行は、新規の

オンライン旅行購入者ではなくて、継続して習慣的

な旅慣れたオンライン購入者によって、刺激され支

えられている。 これは、オンライン旅行者の“何

時も”旅行購入する割合（62%）が、レジャー旅行

をオンライン購入する人達の割合（63%）に近づき

つつある事からみても明らかだ。（Table 2 参照） 

新規顧客獲得コストが極めて高くなっているので、

市場が、既存のオンライン旅行購入者の中からリピ

ーター顧客獲得と、そして、購入に使われるチャネ

ルに拘らず、ショッパーズの間で、ブランド ロイ

ヤルティーをプッシュする事にフォーカスするの

は当然である。 
 
 
 

旅行の習性 
Trip Behavior 
 

利用可能な時間と可処分所得と燃料コストが、2006 年の旅行回数を減少 
 

殆ど全てのオンライン旅行者が、長期週末と、そし

て／或は、バケーション旅行を、昨年実施した。 こ

の旅行の発生率（95%）は、ビジネス旅行の発生率

（44%）の倍以上となっている。（Table 3 参照） こ

の関係は、2005 年より変化していないけれども、旅

行の回数は減少カーブにシフトしている。 

実際、2005 年の 44%に対して、全オンライン レジ

ャー旅行者の半分は、旅行回数の少ないレジャー旅

行者（infrequent leisure travelers）となっている。（Table 
3a 参照） 
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オンライン旅行者は、2006 年は 3.40 回と、2005 年の 3.51 回よりも若干少ないレジャー旅

行を実施した。 この減少の理由は、以下の諸点によって説明される。 
 

燃料コスト： 
高い燃料コストが、2006 年の、特にバケーション シーズンの春と夏の旅行ボリュームを

圧縮した。 原油の値段は、2008 年まで値上げが継続すると予測されている。 燃料コス

トは、航空会社の営業費用の 20%〜30%を占めるので、（過去は 10%〜20%）、航空運賃と

ガソリン代の値上げが予想されている。 
 

余暇時間 
米国の消費者は、2006 年に、バケーションに使った時間を、前年よりも大幅に減少させて

いる。 実際、時間が不足している米国人は、平均タッタの年間 12.4 日のバケーションし

か取得しなかった。 そして、1/3 以上は、彼等の有給休暇の全てを消費しなかった。（出

典：Business 2.0 Magazine, August 3, 2006） 

これは、仕事量の増加の所為である。 その為に、一部のバケーションは、ビジネス旅行

と連結したハイブリッド型旅行（出張旅行とレジャーの長期週末旅行との結合）により実

施されている。 その他は、何時取れるか判らない不安定な次回の休暇を見越して、1 回

のバケーションの期間を長くしている。 
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個人可処分所得 
経済成長の伸び悩みとインフレが進み始めているので、消費者は、バケーションに振り向

ける可処分所得の支出をより厳しく制限し始めている。 この支出の制限と、旅行コスト

の値上げ（エアーとホテル）が、レジャー旅行の回数を減少させている。 
 

バケーション回数の減少と世代構成の変化（団塊の世代が定年となり、労働人口が減少）

によって、業界は、今日の旅行者のニーズに適格にフィットする為に、バケーションに対

するコンセプトを再定義しなければならなくなって来ている。 旅行回数の減少は、ビジ

ネス旅行には殆ど発生していない、という事に注意する必要がある。 フリークエントな

ビジネス旅行者は、依然として半分近く（49%）を占め、平均旅行回数は、年間 5.20 回（2005
年 5.63 回）となっている。 
 

も旅行回数の多いレジャー旅行セグメント 
歴史的に、レジャー旅行の回数のトップは、エアーに良く乗る人達によって占められてい

た。 このセグメントは、依然としてトップ 10 に含まれている一方で、エアーよりも回数

の多いその他のセグメントが出現し、旅行プロバイダー達の、追加的で且つ重要なニッチ 
ターゲットとなっている。 
 

旅行回数が も多いこれ等のセグメントは、このレポートが詳細報告している市場全般の

トレンドを反映している。 Table 4 で示している通り、これ等には以下が含まれている： 
 

 

情報 274（平成 19 年 6 月 17 日）  TD 勉強会 17



 
長期週末旅行者（Long Weekend Travelers）： 
時間に飢えている米国人は、クイックな短期休暇、あるいは、或るケースでは、一部の／

全てのバケーション タイムの代替として、幾つかの長期週末旅行を利用している。 一般

的に、長期週末旅行者は、週末旅行をオンラインで購入しない人達と同様に、 もアクテ

ィブなレジャー旅行セグメントのトップの 2 つを代表する。 
 

ダイレクト購入者とホテルのバイヤー 
オンライン旅行者は、この調査を開始して以来、 も多くエアー・ホテル・カーを、サプ

ライヤーからダイレクトに購入している。 特に、ホテル全般の販売、就中オンライン販

売が増えつつある。 ホテル／レゾートの直販サイトから購入しているオンライン旅行者

は、レジャー旅行セグメントに於ける も旅行回数の多い旅行者だ。 
 

フリークエントなエアーとホテルの購入者 
全般的な旅行の回数が多いという事は、レジャー旅行回数が多い事を意味する。 従って、

旅行目的に拘らず、旅行回数がより多くなれば、レジャー旅行回数がよい多くなる事を意

味している。 これ等のアクティブな旅行者は、ターゲットするべきもう一つのトップ セ
グメメントだ。 
 
 

個人旅行を左右する利用可能時間（バケーション時間ではなくて） 
今日では、レジャー旅行は、週間単位ではなくて、

利用可能な時間の塊をどれだけ捻出できるかで規

制される。 長期週末旅行（家庭を離れた 3 泊以上

の旅行）は、レジャー旅行とオンライン レジャー

市場に重要なビジネス オポチュニティーを提供す

る。 旅行頻度の中間値（mean）が、バケーション

旅行の倍以上（1,78 回に対して 3.78 回）となってい

る事、且つ、バケーション旅行の発生率と略同じレ

ベル（84%対91%）に達している事に見られる通り、

長期週末旅行は今やレジャー旅行の も人気ある

旅行タイプとなっている。（Table 5 参照） そして、

長期週末旅行は、旅行プロバイダーに低マージンし

か提供していないけれども、旅行回数がそれを相殺

してくれるので、ターゲットするに値するセグメン

トだ。 
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長期週末旅行はオンライン購入支出でトップ 
オンライン旅行者は、彼等の直近の長期週末旅行に 
$785 を使ったと報告している。（Table 6 参照） こ

れは、少なくとも 1 週間の長さのバケーション旅行

支出 $2.858 の略 1/4 となっている。 
 
 
 
 

1 回の旅行に対する支出が小さく、旅行の距離が短

くなる程、より多くのオンライン旅行者が彼等のオ

ンライン購入は増加する。 
事実、長期週末旅行の場合は、$10 の支出に対して

$6 がオンラインで支出されるのに対して、バケーシ

ョン旅行の場合は、$10 に対して $3 以下しかオン

ラインで消費されない。（Table 7 参照） 一見した

所では、バケーション旅行専門にターゲットした方

が良い様に見えるが、長期週末旅行者は、もう一つ

の力強い重要なターゲットするべき機会を提供し

てくれる。 
 
 
 

年間、殆ど 4 回の旅行回数（3.78 mean）と、バケー

ション旅行者に対して倍以上のオンライン旅行支

出の発生率（59%対 24%）でもって、年間 $1,751
と（$1,221 に対して）、長期週末旅行者は、2 つのオ

ンライン セグメントでは、よりプロフィタブルと

なっている。（Table 8 参照） 
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バケーション旅行者と比較して、長期週末旅行者は、よりフリークエントな旅行者となり、

そして、楽しさを求めたレジャーの旅行時に、ホテルに滞在する極めて大きな可能性を有

している。（Table 9 参照） 

 
 
 

これに加えて、長期週末旅行者は、より多くの回数、イベントやアトラクションの切符を

購入する。 そして、彼等は、何時もオンライン旅行社でショップする可能性がより高く、

しかし購入は通常サプライヤーで行う、より高い世帯所得の持ち主である。 
 

長期週末旅行者とバケーション旅行者の同一割合が、サプライヤーから購入している事は、

両者間で、サプライヤー利用／バケーションのタイプによる選好度には、少しの違いしか

無い事を示唆している。 たとえば、長期週末旅行者の 44%がサプライヤー サイトから

購入しているのに対して、バケーション旅行者も同率となっている。 
 

長期週末旅行者は、彼等の旅行支出の多くの割合をオンラインで使っている。 Table 10
は、旅行をオンライン購入している長期週末旅行者と、インターネットでは一切旅行購入

をしない人達との、違いにハイライトを当てている。 これ等の、“クイック短期休暇”の

旅行者は： 
 

 彼等の長期週末旅行に、非オンライン支出者よりも、極めて多くを支出する；（$946
対 $624） 
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 昨年に、全ての種類の旅行素材を購入し、そして、特にレンタカー付きの旅行を購入

する傾向がある； 
 サプライヤーから旅行を購入するのと同様に、仲介業者からも購入する； 
 非オンライン購入者よりもより頻繁に、そして、 も頻繁にホテルとレンタカーを購

入する。 
 

 

（注）表中に（A）／（B）とあるのは、Col.A／Col.B と比較して、大きな違いが有る事を

示している。 
 
 

旅行ショッピング 
Travel Shopping 
 
オンライン旅行者のマジョリティーは、旅行のショッピングと購入の両方に際して、継続

してインターネットに依存しているけれども、この 2 つのドミナンスは、両方とも弱まり

つつある。 2006 年に、旅行のショッピングと購入に、何時もインターネットを利用して

いるオンライン旅行者の割合が、ショッピングでは 2005 年の 72%から 69%に、購入では
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68%から 62%にそれぞれ減少した。（Table 11 参照） 

これは大きな減少ではないが、オフライン チャネ

ルが、特に旅行の購入で、再び勢力を盛り返してい

る事を示唆している、旅行市場のダイナミックスの

重要な兆候を示している。 
 

第１に、オンライン旅行者の、より複雑な旅行のオ

ンライン購入は、調査、計画、そして購入の段階を

通じて、オフラインのサポートを必要としている。 

レンタカーの例外を除いて、単純な個別の旅行素材

のオンライン購入の頻度は、継続して増加している

のに対して、バケーション パッケージやコンビネ

ーション パーチェスの如くのより複雑な、よりハ

イエンドな商品のオンライン購入頻度は、2005 年か

ら 2006 年にかけて減少している。（Table 11a 参照） 
 

第 2 に、サプライヤーは、オンライン旅行社に奪わ

れた顧客を取り返す為に、チャネル ロイヤルティ

ーに対してよりも、ブランドを継続して積極的にプ

ロモートし、そして、彼等のオンとオフのサービス

の 2 つのチャネルの差別化を実施している。 この

結果、ショッピングと購入プロセスの両方でサプラ

イヤー利用が増えている。（Table 11b 参照） 
 

オンライン旅行者は、オンライン ショッピングと

購入の、単一ソースとして何時も利用して来たイン

ターネットへの依存を軽減させている。 インター

ネット利用は、2005 年の 65%から、59%に減少して

いる。（Table 12 参照） 一方、オンライン旅行者の

20%は、彼等の全てのバケーション情報と購入ニー

ズに、依然としてオフライン旅行社を利用している。 
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日常的購入方法 
Usual Purchase Methods 
 

検索と二重購入チャネルが、サプライヤーとの競争

条件を均一化 
昨年の調査と同様、仲介業者経由の購入が、旅行の

ショッピングと購入の両方で、トップの方法となっ

ている。 しかしながら、2006 年では、オンライン

旅行者の 49%が仲介業者から何時も購入し、44%が

サプライヤーから直接購入している様に、彼等のド

ミナンスは弱まりつつある。（Table 13 参照） 2005
年には、仲介業者対サプライヤーの“日常的購入”

のシェアーは、それぞれ 53%と 39%であった。 
 

ショップと購入方法のギャップの狭まりは、以下の

2 つの主要な要因による。 
① 一般検索と旅行検索エンジンが、オンライン旅

行ショッパーズを、購入の為に、サプライヤーへ

送り込んでいる影響。 
② サプライヤーの、彼等の顧客に対する効果的な

マルチ・チャネル戦略努力。 
 

同様のシフトが、オンライン旅行者のオフライン 
チャネル使用にも発生している。 
Table 13a は、オンライン旅行者の旅行手配が複雑化

し、及び／或は、購入する旅行素材の数が多くなっ

た時には、オンライン旅行者が、オフラインのサポ

ートを必要とする事を示している。 
 

単純な素材購入の日常的方法では、サプライヤーが OTA を駆逐する 
オンライン旅行購入者の購入習慣は、どの旅行素材を購入するかにより異なるが、今回ほ

ど、この傾向をより明らかにした調査はない。 The PhoCusWright Consumer Travel Trends 
Survey の 9 年間の歴史に於いて、初めて、サプライヤーWeb サイトが、ホテル、レンタカ

ー、そしてエアー（今や）を含む、全ての単純な旅行素材の購入で日常的に選択される方

法となった。 全オンライン旅行購入者のおよそ半分が、何時もエアー（50%）と、ホテ

ル（47%）を、サプライヤー サイトから購入している。（Table 14 参照） レンタカーの 
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オンライン購入に際しても、サプライヤー サイト

購入がトップとなっているが、“usual”のシェアー

は、2005 年の 44%から 37%に低下している事に注

意が必要だ。 オンライン レンタカーの日常的オ

ンライン購入の低下は、燃料費の高騰の結果による

市場のトレンドとマッチしている。 
 

バケーション パッケージとコンビネーション パ
ーチェスの日常的購入方法では、オンライン旅行社

（online travel agencies = OTAs）がトップの座に位置

している（それぞれ 20%と 33%）けれども、サプラ

イヤーは、このパッケージ ビジネスの獲得にも積

極的に参加している。 
 
 

 

■ 次週「情報 275」に続く 
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6. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）スカイバス、Web サイトの広告販売を販売代理店に委嘱 
5 月 21 日に運航開始した Skybus 航空（$10 運賃の LCC）は、同社の Web サイト Skybus.com
に掲載している広告インベントリーの排他的販売代理店に Travel Ad Network を指名した。 

航空会社が、自社 Web サイトの広告販売を、代理店に全て委ねるのは、これが初めてのケ

ースとなる。 Skybus.com のヒット数は、運航開始前の 4 月に 1,100 万ページ ビューと

500,000 以上のユニーク ビジターを獲得しており、広告媒体としての価値は極めて高いと

TAN は語っている。 特に目的地に於けるホテルやイベントやアトラクションなどの旅行

関連の広告主には、打ってつけの媒体となるだろう。 しかし、一部では、$10 運賃に見

られる通り、Skybus 搭乗客が、広告主にとって、果たして適切な遡及対象マーケットなの

か訝っている人達が存在する。(TDR, 6/6/2007) 
 

（２）トリップアドバイザー、積極的買収継続 
Expedia が保有する、オンライン旅行コミュニティー サイト TripAdvisor の、積極的な企業

買収が継続している。 近の 5 社（smartertravel.com, bookingbuddy.com, SeatGuru.com, 
TravelPod.com, Travel-Library.com）の買収に連続して、今度は、The Independent Travel Inc
（クルーズ サイト）を買収した、と 5 月 23 日に発表した。 これ等の継続した買収によ

り TripAdvisor は、旅行メディア企業になる戦略を遂行している。 TripAdvisor は、買収

したサイトのコンテントの統合は行わず、それぞれ独立させて運営すると言っている。

(TDR, 6/6/2007) 

 

（３）トリップアドバイザー、欧州に進出 
TripAdvisor が、フランス（tripadvisor.fr）とドイツ（tripadvisor.de）に進出した。 この新

サイトは、TripAdvisorの 500 万の旅行者のレビューと意見に加えて、ローカルの旅行情報、

ローカル言語によるレビュー、フォーラム ポスティングを掲載する。 TripAdvisor の月

間 2,000 万のビジターの半分以上は、米国以外（1/3 は欧州）のビュアー達なので、欧州進

出は、理にかなった計画。(TDR, 6/6/2007) 
 

（４）米国土安全保障省、パスポートの替わりに運転免許証を認める 
米高度安全保障省と国務省は、パスポートの申請が間に合わない旅客に、運転免許証、若

しくは、旅券申請中である事を証明する書類の提示による再入国を認める措置を採用する

と、6 月 10 日に発表した。 1 月から施行された Western Hemisphere Travel Initiative により
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パスポートの発給申請が急増しており、通常だと 4 週間かかる発給が、10 週間も待たされ

る異常事態への対応。 これは、9 月 30 日までの暫定的措置で、カナダ・メキシコ・カリ

ブ諸国・メキシコからの航空便による旅客の再入国に限定される。 今年のパスポート発

給数は、前年比 +40%の 1,700 冊に上ると予測されている。 

Western Hemisphere Travel Initiative ＝ 今年 1 月から、航空便による米国再入国者全員に、

来年 1 月からは、港及び陸路の国境で再入国する全員に、パスポートの所持を義務づける

規則。(DTW, 6/8/2007) 
 

（５）アメックス、ワールドスパンの運賃再計算ツール採用 
American Express Business Travel が、Worldspan と提携して、米国に於ける American Express
の法人旅行ネットワーク用の、自動運賃再計算と航空券再発行と払戻機能を備えた Quick 
Exchange を導入した。 Worldspan の Rapid Reprice テクノロジーを利用した、この自動化

システムは、GDS の種類に拘らず、全ての American Express の法人顧客が利用可能で、彼

等のマニュアルによる航空券再発行の煩雑な手間を消滅させてくれる。 American Express
の流通プラットフォームである TravelBahn は、この Quick Exchange と連結される。 

Worldspanの顧客は、日間70,000件のRapid Repriceトランザクションを処理している。(DTW, 
6/11/2007) 

 

（６）ハワイ離島間 LCC ゴーの$1 運賃、Web サイトをパンクさせる 
ハワイ離島間を運航している LCC Go 航空が、6 月 11 日の 12 時間に売り出した創立 1 周

年記念 $1 運賃販売（6 月 11 日〜12 月 15 日までの 1,000 席）に、2 万人の顧客が殺到して

iflygo.com サイトを麻痺させしてしまった。 このサイトは、予約エンジンに Sabre を使用

している。 Go は、混乱を回避する為に、+1,000 席を追加して、販売時間を 5 時間延長

させた。 普段は Go 運賃に追随している Hawaiian と Aloha は、今回の$1 運賃にはマッチ

ングしていない。 Goは、リジョナル航空Mesaの親会社Mesa Air Groupが保有するLCC。
(DTW, 6/12/2007) 

 

（７）ファースト チョイス、ニッチ ホリデー販売好調 
First Choice は、6 月 14 日、特別な、ニッチなホリデーと長距離ツアーの販売が好調だと語

った。 メインストリームの短距離パッケージ ホリデーは弱いと言っている。 
Tui（独）と合併して、Tui Travel の設立手続きの真 中にある First Choice は、4 月 30 日に

終了した上半期の決算で、▲P82.5m（200 億円）の損失を計上した。 これは、前年同期

の▲P76.5m よりも▲P6m 減益した。 この減益は、主に 7 社の企業買収（買収価格合計

P146m≒350 億円）による金利支払増（P9.5m→P16m）と、一時的特別費用（航空旅客税

倍増の吸収、ドイツ及びベルギーに於ける撤退事業費用など P12.9m）が原因。 収入は、

+5.9%増の P1.02bn（2,450 億円）であった。 部門別の詳細は、下表の通りである。 
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部  門 上半期決算営業損益 夏場の予約状況 

ホリデー ▲P60.9m (Rev: +4%) 短距離▲8%, 長距離 +26% 短長合計 +3% 

Specialist ホリデー +10.9m (前年 +9.4m) +18% 

Activity ホリデー ▲6.8m (前年▲7.5m) + 5% 

オンライン宿泊 +1m (前年▲1.7m) 
+52% 

昨年 12 月に買収した Laterooms.com が好調 

 

First Choice は、市場ならびに企業の活動状況について、以下の通り語っている。 
・ 夏場の旅行需要は好調だ。 金利の上昇が旅行需要を冷ますという観測は、杞憂に過

ぎない。 何れにしても、年 1 回のホリデーは、マストハブで支出の 優先項目だ。 
・ 5 月 6 月の短距離パッケージ ホリデーはマージンが低下した。 競争の激化と、顧客

へ転嫁が出来なかった、航空旅客税の倍増値上げと燃油費の高騰がその原因。 
・ 顧客は、よりエキゾチックな目的地や、アクティビティーやアドベンチャーを含んだ

ホリデーを求めているので、それに合わせて商品のポートフォリオを変更している。 
・ Quark Expedition 社を買収して、北極クルーズの販売に乗り出した。 First Choice は、

今や、北極クルーズのマーケット リーダーになった。 
・ Tui Travel の新株は、10 月 1 日に上場する。 来月、株主に目論書を発送する。 Tui
との合併により、P100m（242 億円）のシナジー効果を生み出す。 

(FT.com, 6/14/2007) 
 
 
 
 

 空 運  
 

（１）B7373 型機後継機 機体テクノロジーが鍵 
・ 2010 年〜2020 年の半ば頃に就航する B737 型機の後継機（B797 型機と呼ばれている）

には、20%〜30%の性能改善が要求されるだろう。 
・ その為には、かってない程の高効率の水準達成が要求される。 環境問題に対応して、

排ガス機規制をクリアーしたエンジンの開発と、 新の機体テクノロジーの採用によ

る航空機の軽量化が必要になるだろう。 
・ 鉄やアルミに替わる炭素繊維複合部材の開発で勝るボーイングは、エアバスが開発す

る A320 型機の後継機よりも競争力を有したモデルとなるだろう。 
・ ボーイングは、既に次世代 B737 型機後継機の仕様に付いて、Southwest, Ryanair, Gol

と協議を開始している。 
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・ ・・とボーイングが言っている。 
B737 型機或は A320 型機の如くの一本通路の狭胴機市場は、2026 年までの商業民間機需要 
$3,200bn（384 兆円）の半分を占めると見られている。 
ボーイングは、向こう 20 年間の航空需要を、環境と、空港や管制のインフラの問題が有る

けれども、旅客は年率 +5%、貨物は +6.1%で成長すると予測している。 そして、この

需要を賄う為に、世界の航空会社は、現在の世界のフリート 18,200 機を、36,400 機に倍増

させるだろうと言っている。(FT.com, 6/9, 13/2007) 
 

（２）航空会社、環境問題でゼロ エミッションの目標設定 
先週、YVR で開催された IATA 年次総会と World Air Transport Summit で、IATA は、今後

50 年間で、航空機のゼロ エミッションを達成する為の極めて野心的な目標を設定した。 
そして、欧州で失敗した悲劇を 2 度と繰り返さない為に（注）、業界が協同して、環境問題

へ積極的に取り組んでいる事をアピールする、世界規模のキャンペーンを展開する事を決

定した。 

（注）業界として何もアピールしなかった為に、全排ガス量の 2〜3%にしか満たないにも

拘らず、航空が悪者にされ、環境保全団体等から執拗な攻撃に晒され、政府の過度な対策

（例えば英国に於ける航空旅客税＜APD＞の倍増）を課されてしまい、航空機利用回避運

動まで打たれてしまった事を指す。 
航空業界は、過去 40 年間で、燃料効率を 70%、過去 10 年間では 20%、過去 2 年間では 5%、

それぞれ改善させた。 この様な実績をモット広く世間に PR する必要があるというのが

IATA の結論。 キャンペーンには、世界の 30 社以上が参加して、機内誌や機内エンタメ シ
ステムで、積極的な PR 活動を実施する。 しかし、米国の航空会社は、このキャンペー

ンには参加しない。 彼等は、米国では、航空に対する環境問題批判が、未だ余り強く無

く、あえてここで PR 活動をして、無用な反響を引き起こしたくないと主張している。 

IATA の野心的なゼロ エミッションの目標は、ゼロ エミッションまでの中間目標として、

2020 年までに、更に 25％の燃料効率の改善を定めている。 現在の IATA メンバーの平均

である 100 旅客キロに消費される約 4 リットルの燃料を、2020 年までに 3 リットルに削減

させなければならない。 次世代機である B787 型機や、A380 型機は既に、3 リットル以

下の燃費性能を誇っているので、新型機への機材更新などにより、達成不可能な目標では

ないと IATA は言っている。 そして、より直行が可能となる空路の設定や、管制の改善

による混雑の解消を政府に継続して求めて行く。 特に欧州の 34 の飛行情報区の統一を要

請している。 

IATA は、航空の排ガス取引制度への編入に反対していない。 彼等の納得するスキームで

編入されるのであれば、このオプションを受け入れるだろう。 しかし、欧州連合が決め

た取引制度には批判的で、ICAO による世界的なレベルに於ける制度の決定が優先される

べきだと主張している。（米国などは、EU の規制が自国機にも適用される場合は、法的手
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段に訴えると表明している。） ICAO は、9 月の総会で、世界的な取引制度の原案の成立

を目指している。 (DTW, 6/11/2007) 
 

（３）ヒースロー空港、3 本目の滑走路と第 6 ターミナル建設計画を発表 
LHR 空港を管理する BAA は、空港拡張計画を初めて一般に公表した。 この拡張計画は、

3 本目の滑走路と第 6 ターミナルを、2015 年から 2020 年の間に建設する計画。 この発表

を切掛けに、環境保護団体、地元住民グループ、地方政府当局からの反対が強まると予想

される。 英政府は、2003 年 12 月に発行した白書で、厳しい環境問題への適合を条件に、

第 3 滑走路建設を支持している。 しかし、この条件への適合の問題については、未だ検

討されていない。 政府は、今秋に、LHR 拡張計画のパブリック コンサルテーションを

開始する。 

LHR 空港は、今年 4 月までの 12 ヶ月間で、6,710 万人の旅客が利用し、発着回数 471,216
回を記録した。 同空港の 大発着回数は、年間 48 万回であるので空港能力の限界に近づ

きつつある。(FT.com, 6/11/2007) 
LHR 空港は、収入規模で、世界の大規模空港 50 傑の第 5 位にリストされている。 しか

し、顧客満足度となると、58 空港中、ナント 56 位に後退する。 この空港を利用する旅

客は、慢性的な遅延、空港混雑による長蛇の列、乗り継ぎ旅客の複雑なターミナル間移動、

預けた手荷物の損傷、動かない動く歩道、などなど、利用する度に大きな苦痛を味遭わさ

れている。 BAA は、南部イングランドの LHR, Gatwick, Stansted 3 空港を運営し、この地

域のフライトの 80%、搭乗旅客の 90%を占有している独占企業だ。 この独占の弊害が、

低レベルの顧客満足度に現れている。 BAA は、自分こそが、今後 30 年間に亘る空港

投資計画を遂行出来る唯一の組織と言っているが、それは根拠のない間違いだ。 独占を

排して、競争原理を導入しない限り、LHR 空港利用旅客の苦痛は終わらない。 Office of 
Fair Trading の要求による Competition Commission の BAA 詳細審査が 3 月末から開始され

ている。 審査の結果如何では、LHR, Gatwick, Stansted を含む英国 7 空港を管理する、BAA
の解体に繋がる可能性がある。(FT.com, 6/13/2007) 
 

（４）欧州委員会、ライアンエアーのエールリンガス買収ブロック確実 
Ryanair の Aer Lingus 買収に対する欧州委員会反トラスト当局のブロックが、ほぼ確実とな

った。 終的な決定は、6 月 27 日に発表されるが、既に関係者に配布されているドラフ

トで、欧州競争委員会は、欧州 大の LCC Ryanair とアイルランドのフラッグ キャリア

Aer Lingus の合併は、アイルランド発着の航空路線網の競争環境を著しく悪化させる為、

認められないと主張している。 Ryanair は、競争環境に配慮して、空港スロットを一部割

譲する事を提案していたが、競争環境維持には不十分と判断された様だ。 

欧州競争委員会が、企業合併を承認しないのは、2004 年のポルトガルの支配的なガス企業

と電気のサプライヤー間の合併をブロックして以来の出来事となる。 近は、委員会は、
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一部資産の売却等の条件を付してでも、合併容認の方向に動いていた。 
仮に、委員会が買収を承認したとしても、Aer Lingus の 40%の株主である、アイルランド

政府と幾つかの大株主の反対により、買収を成功させる事は出来ない。 
欧州委員会が、このドラフトを 終化させるとなると、今度は、Ryanair が保有している

Aer Lingus 株 25%を、強制的に売却させる法案の審議に道を開く事になる。 (FT.com, 
6/12/2007) 
 

（５）バージン、プライベート ジェットのオンライン市場創設検討 
Virgin が、米国で、今年末までに、プライベート ジェットを販売するオンライン市場 Virgin 
Charter を創設する。 このオンライン サイトは、プライベート ジェットをチャーターし

たい富裕層の顧客に、特定区間を飛行するオペレーターの検索機能 
と、バイヤー レーティング、セーフティー オーディット等の情報提

供と、オンライン予約を可能にする。 この分野では、既に OneSky Jets, 
Jets International, CharterX Corp が存在する。 CharterX Corp は、Virgin 
Charter に、データとテクノロジー サービスを提供する事を検討してい

る。 米国では、近年プライベート ジェット需要が急増している。 

FAA によれば、ジェネラル・アビエーションとエアー・タクシーの飛

行時間は、2006 年に、前年比 +40%増加して推定 390 万時間に達して

いる。(FT.com, 6/12/2007) 
 

（６）欧州連合、環境に優しい航空機開発を支援 
EU は、官民合同の環境に優しい航空機開発計画に E1.6bn（2,560 億円）を投資する事を決

定した。 これは、Clean Sky と呼ばれるプロジェクトで、航空機が出す炭酸ガスの排ガス

を▲20%〜40%削減する事と、騒音の減少を実現する事を目的としている。 開発資金の

27%がエンジンに、24%が機体と可変翼の開発に割り当てられる。 2008 年から 2014 年に

かけて業界が E800m を、このプロジェクトに投資する。 大手のメーカーAirbus, 
Rolls-Royce, Saab, Thales, Dassault, Eurocopter の他、大学や研究機関もこれに参加する。 

EU が補助する事になる E800m は、米国との間で長年争われている Airbus に対する政府補

助金の支給問題を更に複雑化させるかも知れない。 この問題は、現在 WTO で係争中。 

EU は、米国も Clean Sky と同様の計画 the National Aeronautics Research and Development 
Policy を保有していると言っている。(nytimes.com, 6/13/2007) 
 

（７）ミッドウエスト航空、年間利益見通し撤回 
AirTran から$389m（467 億円）の敵対的買収を仕掛けられている Midwest 航空が、第 2 四

半期決算は、イールドの減少と飛行距離の増加で、アナリストの利益予想を下回り、且つ

前年同期よりも若干減益する見込みであると語った。 そして、今年度の年間利益見通し
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を撤回した。 修正見通しの発表が、何時になるかは今の所ハッキリしていない。 Midwest
の買収を試みている AirTran は、既に Midwest 株の 59.5%が tender されたと言っている。

(wsj.com, 6/13/2007) 

6 月 14 日に開催された Midwest の株主総会で、AirTran が推薦する 3 人の役員が、約 65%
の株式の賛成多数で選出された。 株主総会前に発表された利益見通しの撤回が、この賛

成票の拡大を後押ししたと見られている。 同社の取締役数は、9 人なので、取締役会で

買収賛成決議を取り付ける為には、5 人の役員の賛成を取得しなければならない。 従っ

て、3 人が選ばれたからと言って、即、AirTran の買収が成功する訳でない。 

Midwest は、買収オファーについて、AirTran と協議する事に初めて合意した。 しかし、

ミーティングのスケジュールは決まってない。 AirTran の買収が勢いを得ているにも拘ら

ず、CEO Tim Hoeksema は、断固として買収に反対し続けると言っている。 
3 人の新任役員には、以下の各氏が選ばれた。 
Charles Kalmbach コンサルティング企業 Drake Beam Morin 及び TWA 元 CEO 兼社長 
Jeffrey Erickson 貨物航空 Atlas Air Worldwide Holdings 元 CEO 
John Albertine WAS の経済コンサルティングとロビーAlbertine Enterprise ヘッド

(wsj.com, 6/15/2007) 
 

（８）エアバス A350-XWB 型機売れ行き振るわず、B787 型機に水を開けられる 
1 年前に大幅な設計見直しを実施したにも拘らず、A350-XWB 型機の受注が振るわず、B787
型機に水を開けられている。 B787 型機の就航（2008 年 5 月、全日空機）に遅れる事 5
年で開発されるA350-XWB型機は、現在タッタの×13機の確定発注しか保有していない。 

ライバル機のB787型機は、×600機の大台に近づきつつある。 来週に開催される Paris Air 
Show で、受注機数の増加が発表される模様である

が、エアバスが願っている程の大幅な増加とはなら

ないだろう。 エアバスは、A350-XWB を売り込む

のに、大幅な割引を実施しているという。 この割

引は、発注済みの航空機にまで及んでいるらしい。 

IFLC 会長 Steven Udvar-Hazy は、「エアバスは、

A350-XWB 型機は再設計されたにも拘らず、直ぐに

発注に飛びつく程の性能を有していない」、と語っ

ている。 

IFLC は、Paris のエアーショーで、B787 型機を、少

なくとも×50 機、発注すると見られている。 この

発注を加えると、B787 型機の累計受注機数は×600 機を突破する。 
A350 型機は、×13 機の確定受注に加え、148 機のコミットメント（less-firm commitments）
を受けている。 しかし、旧型モデルの A350 型機の受注機数×91 機と、コミットメント
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×22 機の、A350-XWB 型機へのコンバートに成功していない。 
A350-XWB 型機は、今の所は、Rolls-Royce 社製のエンジンしか搭載できない難点がある。 

エアバスは、GE と協議を重ねているが、このディールは、夏の終りまではまとまらない

だろう。 また、更には、A350-XWB 型機が採用する、アルミの躯対（skeleton）に炭素繊

維複合部材のスキン・パネルを張り付ける工法は、依然として完全には開発されていない。 

アルミと複合部材の膨張／収縮係数が異なるため、特殊な工法の開発が必要となるのだ。 

エアバスが、Paris Air Show で、A350-XWB 型機の確定発注機数を何処まで伸ばせるかが、

注目されている。(wsj.com, 6/13/2007) 
 

（９）マックスジェット、英国 AIM 市場に上場 
米国の全席ビジネス・クラスの航空会社 Maxjet 航空が、LON の AIM（alternative investment 
market = LON 証券取引所第 2 部）に、6 月 14 日上場した。 1 株 139 ペンスで 3,660 万株

を市場に出し、時価総額 P96.1m（230 億円）の企業に評価された。 この上場による資金

調達額は、ネット P47.3m（113 億円）に上る。 Maxjet は、複雑でよりコストのかかる米

国上場を嫌い、その代りに LON 上場を選んだが、米国籍航空企業に求められている、米

国市民による 51%以上の資本保有と、外国投資家が保有する議決権株の 24.9%以下の条件

をクリアーさせる。 この AIM 上場は、昨年上場した Silverjet（英）に次ぐ 2 社目の全席

ビジネス・クラス航空会社の上場となる。 Silverjet は、今年 1 月より、Luton = EWR に

就航した。 1 年前に P25.3m を調達し、この 4 月には、P24.6m の 2 回目の株式発行を実

施している。 

大西洋路線のビジネス・クラス旅客市場の競争が激化している。 Eos 航空（2005 年 10
月に Stansted=JFK を開始した 初の全席ビジネス・クラス航空会社）、Maxjet、Silverjet が
米英間路線に参入し、既存の BA, VS, AA, UA に競争プレッシャーを与えている。 米投資

会社 JP Morgan によれば、この全席ビジネス・クラス 3 社は、Silverjet が 7 月末に 2 便目の

毎日便を就航させれば、LON=NYC 路線の 21%の供給シェアーを得る事になると言ってい

る。 BA は 39%、VS と AA は夫々15%シェアー。 Maxjet の 2006 年度（ 初の完全な 1
年間決算）収支は、総売上高 $41.1m（49 億円）に対して純損失▲$79m（95 億円）であっ

た。(FT.com, 6/13/2007) 
 

（10）サウスウエスト航空、買収を視野 
Southwest 航空は、6 月 13 日、同社が、複数の航空会社との間で、買収やアライアンスの

可能性を交渉している事を明らかにした。 CEO Gary Kelly は、「収入の伸びの勢いが弱ま

って来ているけれども、Southwest は買収資金を潤沢に有している」、と語った。 この発

言の前には、Chapter 11 から離脱したばかりの DL が、jetBlue とのコンビネーションに興

味を示しているというニュースが流れたばかり。 

Southwest は、買収やアライアンスの相手がどの企業となるのかは、一切明かしていないが、
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業界筋によると、Frontier（DEN）と Spirit（Florida）と交渉を持っている模様である。 同

社は、1980 年代と 1990 年代に、それぞれ Muse Air（Texas）と Morris Air（Utah）を買収し

ているので、2000 年代にもう 1 社を買収しても可笑しくない、と Kelly は冗談めかしに言

っている。 Southwest は、LCC のビジネスモデルを開発して、Ryanair, easyJet, AirAsia の
様な企業のローコスト オペレーションのお手本となっていたが、 近、この戦略を進化さ

せ、コードシェアーやアライアンスや国際線の進出を計画する柔軟性を発揮している。 以

前は、コスト構造を維持する為に、この様な動きを封じて来た。 現在は、ATA とのコー

ドシェアーを有するのみであるが、更新中の中央予約装置が完成すれば、より複雑なコー

ドシェアー便や国際線予約への対応が可能になる。 アナリストは、Southwest の海外キャ

リアとの提携が有り得ると予想している。 JetBlueは、既にアイルランドのAer Lingusに、

米国内都市への乗り継ぎ便を提供している。(FT.com, 6/13/2007) 
 

（11）米航空会社の収入に翳り 
米国の航空会社は、5 月の実績が芳しく無いと言っている。 
 

Southwest 

 

収入の伸びに勢いが無くなっている。 この

ままの趨勢が継続するのでれば、2008 年に予

定している、32 機の B737 型機の一部の導入

を延期する。 経済の成長鈍化に伴って、航

空需要が緩和しつつある。 15%の ROI に必

要となる単位収入+5%の達成は、困難になる

かも知れない 

JetBlue 供給計画を再検討する。 

NW より以上の供給をカットする。 

CO 5 月のイールドが減少した。 

全般 
米航空会社の株価が下落している。 
記録的な高 L/F の達成は、運賃値下げによるモノである。 
1〜2 月の全社 ASM は、▲2.9%低下した。 

(wsj.com, 6/14/2007) 
 
 

（12）SAS、経営強化 4 カ年計画策定 
SAS が、経営強化 4 カ年計画をまとめた。 この計画により、Spanair（スペイン）、BMI
（英）、Air Greenland（グリーンランド）の保有株を売却し、中核事業により専念する。 そ
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して、2011 年までに、税引き前利益 40 億クローネ（888 億円）と、コスト削減▲28 億ク

ローネ（620 億円）を達成する。 労使関係の改善による、ストの文化を一掃する。 BMI
株を 30%マイナス 1 株保有している LH は、SAS の BMI 株（20%）買収に興味を示してい

る。 買収話には揣摩憶測が“つきもの”であるが、BA が BMI 買収に乗り出していると

言う噂が飛んでいる。(channelnewsasia.com, 6/14/2007) 
 

（13）タイ エアーアジア、3 年以内に上場 
Thai AirAsia は、マネジメントが過半の株式を保有し、3 年以内にタイ証券取引所に上場す

る事を検討している。 現在 1%を保有している、同社のマネジメントは、Asia Aviation Ltd
が保有する 50%を、今月末にも買収する計画。 残りの 49%は、AirAsia（マ）が保有して

いる。 

Thai AirAsia CEO Tassapon Bijleveld と他の役員 5 人は、Shin Corp. PCL（タクシン前タイ首

相のファミリーが保有）が保有する Asia Aviation 株 49%を、472.1m バーツ（18 億円）で

買収する事に合意し、残りの 51%をタイの投資家 Sittichai Verrathammanon から買収する交

渉を行っている。 この交渉は数日後にまとまるだろう。 

なお、Shin Corp は、シンガポールの Temasek に買収されている。 タイ軍事暫定政権は、

この取引が、タイの外資規制法に違反していないかを調べている。(wsj.com, 6/15/2007) 
 

（14）エアバス、クリーン ジェットの共同開発を ボーイングに提案 
エアバス CEO Lois Gallois は、エアバスとボーイングはライバル関係を乗り越えて、次世

代のクリーン テクノロジーの開発で協調する必要があると語った。 彼は、環境問題に対

応する為に、エアバスとボーイングに、エンジンと機体メーカーを加えたグループ間で、

炭酸ガスの排ガスを削減するテクノロジーの調査研究をプールする事を提案している。 

この Gallois の発言は、IATA の野心的な 50 年以内のゼロ・エミッションの目標設定に沿っ

たモノである。 

6 月 14 日、エアバスと easyJet（エアバス 重要顧客の 1 社）は、A320 型機の後継機の環

境対応基準を設定した。 この後継機は、2015 年に就航予定の次世代短距離スーパー・ク

リーン航空機で、“EcoJet”と呼ばれている。 現行の A320 型機よりも、騒音レベルを▲

25%、二酸化炭素を▲50%、二酸化ヨウ素を▲75%削減する事を目標としている。 

EcoJet は、2 対のテールフィンの間に、後部装着の 2 基の“オープン ローター”エンジン

を有し、軽量炭素繊維による胴体と翼を装着した、A320 型機よりも低速で短距離の航空機

としてデザインされている。 Rolls-Royce（英）は、オープン ローターは、短距離機の次

世代エンジンとして、 も注目しているコンセプトの 1 つであると言っている。 既に理

解されているテクノロジーであるので、実用化には余り時間がかからないだろうと言って

いる。(FT.com, 6/15/2007) 
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EasyJet's prototype ecoJet. Photograph: Frank Baron（Guardian Unlimited） 

 
 
 
 

 水 運  
 

（１）カリブ、観光客減少にも拘らず開発進展 
2006 年のカリブの観光客が、▲2.3%減少して 1,845 万人となった。（Caribbean Tourism 
Organization 調べ） 伝統的に、多くの米国観光客が訪れている Jamaica, U.S. Virgin Islands, 
Bahamas では、それぞれ▲12%, ▲9%, ▲8%, 米国人ツーリストが減少した。 
ツーリズムは、カリブ（正式名：西インド諸島）

諸国の総経済活動の 16%（小さな島 St. Lucia では

50%）を構成するので、ツーリストの減少が与え

る影響は甚大だ。 米国観光客の減少は、Western 
Hemisphere Initiative による再入国時の旅券提示が

影響している、と言われている。（急激な旅券申

請の増加により、申請から発給まで 3 ヶ月間以上

が必要となってしまうのでは、夏のカリブ旅行に

間に合わないと地元は悲鳴を上げている。） し

かし、本当の理由は、米経済の減速と、住宅価格

の低迷による旅行の手控えに有る。 それに加え

て、中南米やアジアのビーチ リゾートの急速な

開発が影響している。 カリブは、素朴なビーチ

と米国から近場であるメリットに依存して来た
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が、これからは、世界のビーチ デスティ

ネーションと競争出来る付加価値を作り

出さないと、競争に敗れてしまうだろう。 

先週の TripAdvisor の世界の もホット

なビーチとクールなナイトライフのトッ

プ 10 に、マイアミの South Beach と、ス

ペインの Ibiza が選ばれたが、カリブは何

処も選ばれなかった。 

需要減少が有る中で、ディベロパーと投

資家達が、カリブの開発を急ピッチで進めている。 この地域では、現在、総客室の 10%
に当たる 24,000 室が新たに建設されている。 Bahamas の Nassau Island では、3,000 室を

擁するカリブ初の LAS スタイルのカジノ Baha Mar が、$2bn（2,400 億円）をかけて、プロ

ジェクトの第 1 段階を 2011 年に完成させる。 そして、第 2 段階には、Caesar’s, St. Regis, 
W, Westin, Sheraton のホテル群が建設される。 Bahamas だけでも 53 のツーリズム関連プ

ロジェクト（総バリュー$13.6bn≒1 兆 6,300 億円）が進行中だ。 Trinidad and Tobago では、

4 つの新ホテルがオープンし、既存の 1,000 室に新たに 1,500 室が追加される。 

Turks & Caicos Island では、4 つの豪華ホテルがオープンしているか今後数年にオープンす

る。 タイムシェアーやコンド・ホテルの開発もブームとなっている。 
大のプロジェクトは、Grand Bahamas Island の Ginn Sur Mer リゾートだ。 ディベロパー

の Ginn Resorts of Celebration（Fla.）が、ベルサイユ宮殿をモデルにした 2,000 エーカーの

土地で、個人向け住宅と、4,000 室のコンドミニアムとコンド・ホテルを建設する。 
World Travel & Tourism Council は、米国のベイビーブーマーの貪欲なセカンドハウスと旅行

需要が、必ずカリブ旅行需要を拡大させると予想している。 
Wyndham Worldwide Corp.の Chief Development Officer は、「ベイビーブーマーの裕福さの力

は強力だ」、「彼等は、今後 20 年間のカリブの開発を支えるだろう」、と語っている。 
(wsj.com, 6/11/2007) 
 

（２）韓国造船業界が、ウオン高を促進させている 
ウオンが、2005 年以来、対ドルで 10%以上も切り上がっている。 Samsung Electrics Co.
や Hyundai Motor Co.などの韓国の主要輸出産業に大きな打撃を与えている。 ウオン高の

原因には、色々な経済的な問題が含まれるが、一番大きな原因は、世界の造船需要の半分

を獲得している造船業界に有るといわれている。 世界貿易の活性化により、かってない

程造船需要が増加している。 

韓国の 10 数社の造船業界が、ウオン高を促進させている理由はこうだ： 
・ 受注時に 10%のダウン ペイメントを、残りの 90%は、引き渡し時に受け取っている。 
・ 2010 年に引き渡す $100m の船の場合、$10m をバイヤーから受け取り、残りの$90m
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をヘッジする。 
・ 2010 年に引き渡し時点で、バイヤーから受け取る 

$90m を、受注時のウオンの為替レートでウオンに換

える。 
・ 銀行は、外国為替市場で、ドルを売ってウオンを購入

するので、（ウオン需要増）、ウオン高が発生する。 
・ ウオン高が進むので、益々ヘッジが強化される。 こ

れが繰り返される。 
 

2005 年に、造船を含む韓国の輸出業者は、総額 $29.2bn
（3 兆 5,000 億円）をヘッジした。 この年に、ウオンは

対ドルで +10.5%切り上がった。 そして、2006 年には、

前年比 +70%の総額 $49.3bn（5 兆 9,150 億円）をヘッジし

た。 そして、またウオンがドルに対して +6.7%切り上が

った。 

世界 大の造船業 Hyundai Heavy Industries Co.は、2010〜2011 年に引き渡す予定の 31 艘

（$3.3bn）の受注を抱えている。 そして、先週、ウオンは、対ドル 922 ウオンの 高値

を付けた。（現在は 931 ウオンで取引されている。） 世界経済が減速し、韓国造船業界の

受注が減少しない限り、ウオン高は止まらないようだ。(wsj.com, 6/11/2007) 
 
 
 

South Korea's large shipbuilders 

are experiencing a boom due to 

rising global trade and China's 

hunger for commodities. 

 
 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ハーツがトヨタ プリウス 3,400 台を調達 
Hertz は、Environment Protection Agency のハイウエー レーティングであるガロン当たり 31
マイル走行が可能なレンタカー フリート Green Collection を拡大する。 $68m（82 億円）

で、トヨタのハイブリッドカーであるプリウスを×3,400 台購入する。(DTW, 6/14/2006) 
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 ホテル＆リゾート  
 

（１）スターウッド、シェラトン ブランド強化 
Starwood が Sheraton ブランドの強化に乗り出した。 Sheraton ブランドは、Starwood の客

室インベントリーの 51%を構成し、収支の 40%に影響を及ぼす基幹ブランドであるので、

このブランド力の強化は重要だ。 ロビー スペースの再定義、ハイテクの導入、ベッドの

改良、クラブ・フロアー（1 泊 +$50〜$100 のエクストラが掛かる）コンセプトの拡大な

どが実施される。 RevPAR が 2003 年の $49 から、今日では $76 に上昇しているので、

それに見合ったブランドの提供が必要になる。(DTW, 6/11/2007) 
 

（２）ニューヨークのホテル代が馬鹿高になっている 
NYC のホテル代が 1 泊 $500 もする。 需要の増加を梃にホテルの積極的な値上げが続い

ている。 セカンド・ティアーや、サード・ティアーのホテル、例えば Sheratons, Hiltons, 
Radissons, Marriotts は 1 泊、ビジネス旅客から $500 も徴収している。 造花の香港フラワ

ーをロビーに飾っている Comfort Inn までが、 近 1 泊 $429 を取っている。 つまり、

Waldorf のアメニティー無しの Waldorf 料金が横行しているのだ。 2004 年から 2006 年の

2 年間で、平均料金は +25%上昇した。 今年の第 1 四半期では、マンハッタンでは、更

に +11.2%値上がりしている。（Smith Travel Research 調べ） という事は、3 年前より +40%
も値上げされた事になる。 1 月〜4 月のマンハッタンのオキュパンシーは、80%近くに達

し、平均ルーム レートは $231 となっている。 マイアミ（$192）やハワイ（$166）とは

大違いだ。 

この馬鹿ダカは、ビジネス旅客と安いドルが引きつけている外国人観光客需要の大幅な増

加によりもたらされている。 供給は、過去 4 年間の減少後に、タッタの +1.6%しか増え

ていない。 要するに、需給バランスが崩れているのだ。 ディベロパーは、ホテルより、

より儲かる住居アパートの建設を優先し、既存のホテルをコンドに改築している。 NYC
は、過去 20 年間で、年率 +2%しか供給が増えていない。(wsj.com, 6/12/2007) 
 

（３）イージー ホテル、ドイツに進出 
EasyJet を興した Sir Stelios Hajiioannou のバジェット ホテル グループ EasyHotels が、向こ

う 4 年間で、ドイツに 10 軒のバジェット ホテルを立ち上げるフランチャイズ契約を、i.gen 
hotels（BER ベースのプロパティー・ディベロアーNippon Development Corporation により設

立された会社）と、6 月 13 日に締結すると発表した。 各ホテルは 120 室で、 初のホテ
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ルは BER の Hackescher Markt に来年末にオープンする。 EasyHotels は、3 年前に設立さ

れ、現在では、LON に 2 軒, Basle に 1 軒のホテルを保有している。 年内に、BUD, ZRH, 
Luton とその他の都市に各 1 軒のホテルをオープンする。 EasyHotels のコンセプトは、そ

の他の Easy ブランドと同様ノーフリル・サービスが基本で、約 6 平米のダブル若しくはツ

インを、P30（7,200 円）の低価格で販売する。 クリーニングや TV は追加料金が取られ

る。 所謂スーパー バジェット ホテル市場には、Yo ブランドの創立者 Simon Woodruffe
の Yotel が存在する。 i.gen hotels とのマスター フランチャイズ契約は、i.gen にドイツ国

内に於けるサブ・フランチャイズ契約の締結権を与えている。 これと同様に、DBX ベー

スのホテル グループ Istithmar が中東・レバント（地中海東岸諸国）・北アフリカ・インド・

パキスタンで、38 の easyHotgels の展開を計画している。 

EasyHotels は、向こう 3 年間で、60 のフランチャイジー（英国、欧州大陸、中東・アジア

で各 20）と契約を締結する目標を有している。(FT.com, 6/13/2007) 
 

（４）マリオットが、シュレイガーと契約 
も保守的なホテルの 1 社である世界 大の Marriott International

（売上 $12.1bn≒1 兆 4,500 億円）が、ブティーク・ホテルのデザ

インを展開する為に、スタイリッシュなホテルのデザインで有名な

Ian Schrager（60）と契約した。 この契約により Schrager は、ホ

テルのデザイン、マーケティング、ブランディングを担当し、

Marriott がこれを運営する。 新ブランド（ブランド名は未定）は、

先ずMIA, LAX, LAS, LON, SINで展開する 150 室〜200 室の 1 泊数

百ドルの豪華ホテルとなる模様。 年末までに 5 つのホテルと契約

し、10 年間で 100 ホテルをこの新ブランドにする目標。 このホ

テルは、Starwood の W や、Kimpton Hotels & Restaurant Group LLC.
の Palomar や Monaco のブティーク・ホテルと競争する事になるだろう。 Starwood は、

1999 年に W を立ち上げて、現在 21 ホテルを運営している。 Marriott と Hilton Hotels Corp.
は、今まで、ブティーク ブランドには手を出さなかった。(wsj.com, 6/14/2007) 
 
 
 
 

The Private Roof Club at Ian Schrager's 

Gramercy Park Hotel in New York. 
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 その他  
 
（１）欧州版 GPS, ガリレオ計画のファイナンス合意出来ず 
Luxemburg で開催された欧州連合加盟 27 カ国の運輸

閣僚会議は、6 月 18 日、将来のファイナンス継続に自

信が持てないとして、先に民間のコンソーシアムが独

立採算ベースで開発する事に失敗した衛星ナビゲー

ション システムGalileo計画の救済策の合意に失敗し

た。 そして、計画を続行させる為に当面必要となる、

E2.4bn（3,840 億円）の公的資金捻出の決定を先延ば

しにした。 会議終了後、ドイツの運輸大臣は、「公

的ファイナンスが工面出来なければ、Galileo 計画は、完全に失敗に終わるかも知れない」、

と漏らしている。(nytimes.com, 6/9/2007) 
 

（２）ブラックストーン、上場 
プライベート エクイティー企業の Blackstone は、1985 年に、$400,000（4,800 万円）で、

Stephen A. Schwarzman（60）と Peter G. Peterson（81）により設立された。 来週末に予定

されている 133.3 百万株の上場で、Schwarzman は、 大 $677.2m（813 億円）を受け取る

事になる。 彼が保有する残りの株式 24%は、株価 $30
（Blackstone は上場売値を $29〜 $31 に設定している）と仮定

して $7.7bn（9,240 億円）の価値になる。 Peterson は $1.9bn
（2,280 億円）を受け取る。 彼は、この全額を慈善トラスト

に寄付する。 彼の残りの株式 4%は、$1.3bn に相当する。 
           Stephen A. Schwarzman 

770 人の社員で、$88.4bn（10 兆 6,000 億円）のプライベート エクイティー ファンドとヘ

ッジ ファンドを運用している Blackstone は、時価総額 $32.4bn（3 兆 8,800 億円）のバリ

ューを有する企業にリストされる事になる。 これと対照的に、投資銀行の Lehman 
Brothers は、27,000 人以上の社員を有し、より幅広い事業を運営しながら、約$40bn（4 兆

8,000 億円）の時価総額企業に留まっている。 

プライベート エクイティー企業の儲け（carried interest）に対

して、現行の 15%課税（キャピタル ゲイン）の代りに、通常

の法人税率 35%を適用するべきだと言う声が高まっている。

(nytimes.com, 6/12/2007)       
 

 Peter G. Peterson 
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編集後記 
 
 
 

2001 年まで 45 年間、マカオの賭博市場を独占して来た「賭博大君」Stanley Ho が、2 月に

Grand Lisboa（賭博テーブル 240 台と客室 430 室）をオープンしたばかりだというのに、 
今度はラスベガス Sands が、マカオの Cotai に、Venetian を 8 月にオープンする。 このカ

ジノは、700 台の賭博テーブルと、3,000 室の客室を備えている。 来年末に、Sheraton と

Shangri-La の 2 つのホテルがここにオープンすると、Venetian を含めて、マカオのホテルの

客室は、一挙に 2 倍近く増える事になる。 
 

こんなに増やして、平気なのだろうか？ 
カジノ オペレーター達は、賭博好きの中国人に賭けている。 
 

初年度の入園者目標 560 万人を達成出来なかった、2005 年 9 月に開園した香港ディズニー

ランドとは、ここでは全く話が違う。 昨年は、2,200 万の人達が、マカオを訪れている。 

日本人の訪マカオ旅客数は、22 万人で、2005 年比 +30%も増加している。(日刊トラベル ビ
ジョン) 
 

中国政府は、台湾との関係もあり、香港とマカオの“一国 2 制度”を成功させない訳には

行かないと言う記事を、何処かで読んだ事がある。 両地域の経済活性化の為に、観光投

資を促進させていると言う訳だ。 
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北朝鮮のカジノに行く中国人が激減しているそうだ。 2 年前に、官吏が数十万ドルの公

金を横領して、北朝鮮のカジノで使い込む事件が発生したために、中国政府が北朝鮮行き

のギャンブル旅行を強力に取り締まったのが影響したのだろうが、マカオもこの減少に大

きな影響を与えているに違いない。 
 

LASが米国 大観光地となっている様に、マカオもアジア 大の観光地となる可能性を秘

めている。 だけれども、博打好きな中国人ばかりで、ギャンブル一辺倒になってしまっ

ては頂けない。 総合リゾートとして、誰でもが楽しめる娯楽デスティネーションとなっ

て欲しいものだ・・・。 
 
 
 
中国人の賭博好きを示すエピソードには事欠かない。 
もう一つ、それを象徴する出来事になりそうなのが、過熱する中国の株式市場だ。 過去

2年間で、上海証券取引所の総合指数が 4倍になっている。 ・・・と、東京新聞 TOKYO 
Webが、「カジノと化す？中国株」（2007年 5月 27日）で伝えている。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 274 （ 以 上 ） 
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