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1. 小型軽量ジェット機（VLJ）が空の新時代を作るか 

2. 新ランディング方式、空港混雑と欠航や回航を減少さす 

3. 米航空会社 第 1 四半期決算 大幅増収なるも赤字脱却できず 

4. オンライン クルーズ販売の船出 

5. 旅行のコールセンター ブルース 

6. 3 つのトピックス コンテント・世界展開・ソーシャル 

7. 其の他のニュース 

 

 

超軽量小型ジェット機（VLJ）、Eclipse 500 型機（来月、FAA 耐空証明取得）が既に 2,400 機売れている。 

エアタクシーの成功が、この機材の成功のカギを握っている。（関連記事：P-2 参照） 



 wsj.com, 5/6/2006 

1. Bucking Skeptics, One Man Tries Selling Tiny Jets 

 小型軽量ジェット機（VLJ）が空の新時代を作るか 

 

元マイクロソフト役員 Vern Raburn が、米国の 10,000 以上の空港を飛び

回る事が出来る、タッタの$1.48m（1 億 5,500 万円）の価格の小型軽量

ジェット（Very Light Jet = VLJ）を開発して、航空旅行の新時代を開拓

しようとしている。 

Raburn が開発した航空機は、Eclipse 500 型機で、来月には、米航空局

FAA の滞空証明取得が予定されている。 そのスペシフィケーション

は下表の通りである。 
 

全 長 10.1m エンジン PW610F(新規開発) 

全 幅 8.71m 推 力 900lbs, 4.00kN each 

全 高 3.4 m クルーズ速度 375kt（時速 688km）

大装着席数 6 席（便所なし） 離陸必要滑走路長 657m 

乾燥重量 1,583kg 着陸必要滑走路長 622m 

Ramp 大重量 2,576kg 航続距離 4 人搭乗 2,371km (約 3 時間)

高飛行高度 12,497m 操縦士必要数 1 人 

 

Eclipse 500 型機は、Raburn が 1998 年に創立した、Eclipse Aviation Corp（Albuquerque, New 
Mexico、従業員数 600 人）で、開発費 5 億ドルの殆どは、マイクロソフト会長の Bill Gates
が出している他、工場誘致の為にNew Mexico州が $29mを出資している。 Eclipse Aviation 
Corp は、現在迄に既に 2,400 機（34 億ドル≒3,740 億円相当）の Eclipse 500 型機を受注し

ている。 この受注数は、ボーイング社の受注機数を上回っている。 

発注者の 2/3 は、エアタクシー会社。 エアタクシー会社のパイオニアの 1 社である DayJet 
Corp.（Del Ray Beach, Fla.）は、239 機の Eclipse 500 型機を発注して、今年第 4 四半期に、

1 哩当たり 1 ドル〜3 ドルのタクシー料金で、営業開始を計画している。 
 

Eclipse 500 型機は、新技術を採用して、サイドスティックの操縦桿と、コックピット パネ

ルの液晶画面のタッチ操作により、1 人のパイロットによる、まるでコンピューター ゲー

ム感覚で航空機を操縦する事を可能にしている。 また、生産方法も画期的な新しい方法

が採用されている。 Eclipse Aviation は、コンピューター メーカーの Dell 社が実施してい

る様に、各部材の製造を海外の部品メーカーにアウトソースしている。 機首部分はチリ、

尾翼は英国、翼は日本で作らせて、 終的な組み立てラインを、New Mexico 州の
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Albuquerque に置いている。 組み立てには、“friction-stir welding”と呼ばれる新工法が開

発され、▲1,800 時間の作業時間と、アルミ胴体パネル接続に必要であったリベットの▲

60%の削減に成功している。 その結果、Eclipse Aviation は、組み立て開始から 10 日間以

内のデリバリーを可能にし、部品納入者には、20 日間以内の支払を約束している。 

  

 
 

航空業界は、「紙の飛行機」と揶揄して相手にしていなかったが、今では、ボーイング社ま

でが、Eclipse 500 型機の実機を調査し、生産方法について説明を求めている。 Raburn は、

「航空業界のほとんどの連中には、前出来なかった事は、全て決して出来ないと思い込ん

でいる、保守的な病気が蔓延している」、とコメントしている。 そして、「パーソナル コ
ンピューターと同様に、Eclipse ジェットは、多くの人に手頃なジェット旅行を提供する破

壊技術（disruptive technology）となるだろう」、と言っている。 

彼は、年間 500 機販売が、このプロジェクトの損益分岐点、750 機販売で、確定的な利益

を生む事が出来る、と言っている。 ビジネス ジェットのメーカーCessna が、昨年 249
機をデリバリーしている事を見ても、この機数の販売は簡単な事ではない。 
（Cessna は、Eclipse よりも大型で、ほぼ倍の価格がするビジネス ジェット機。 Cessna
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は、Eclipse を直接的な競争相手になるとは考えていない。 Eclipse の競争相手になると見

られているメーカーには、ブラジルの Embraer、コロラド州 Evergreen の Adam Aircraft Inc.、
カナダの Diamond Aircraft Industries Inc.が存在する。） 
 

調査会社 Teal Group の副社長 Richard Aboulafia は、「Eclipse 500 型機の成功は、全て、エア

タクシー会社の成功に掛かっている」、「エアタクシーが花開かなければ、Eclipse 500 型機

の価格は高くなるだろう」、「 悪の場合、このプロジェクトは破滅するだろう」、と語って

いる。 Raburn は、「エアタクシーが成功すれば、満塁ホームラン、失敗してもランニン

グ ホームランは固い」と言っている。 Eclipse は、5 月 15 日、全米航空協会（National 
Aeronautic Association）から、米航空業界に も貢献した人に送られる Robert J. Collier 賞を

受賞している。 
 
 
 

関連記事： Embraer wins first Phenom order in Europe ( FT.com, 5/3/2006) 
 

ブラジルの航空機メーカーEmbraer が、ビジネス ジェット Phenom 100 型機（4 人乗り+便
所付き）を開発した。 この VLJ は、2008 年就航予定で、ライバル機の Eclipse 500 型機

よりも一回り大型で、値段も$2.53m（2 億 7,800 万円）と、略、倍（+87%）の値段がする。 
GVA に本社を置くエアタクシーの新興企業 JetBird は、Phenom 100 型機を 50 機発注した。 

これで、同型機は、2010 年までの生産ポジションが完売された事になる。 JetBird は、プ

プライベート ジェット会社の NetJets などよりも、▲50%も安い料金でエアタクシーを提

供し、定期航空会社のビジネス旅客を奪う事を計画している。 2009 年に ZRH を基地と

して営業を開始し、2013 年迄に 100 機の Phenom 100 型機を保有すると言う。 ■ 
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Wsj.com, 5/12/2006 

2. Cleared For Landing 

 新ランディング方式、空港混雑と欠航や回航を減少させる 

 

米航空局 FAA は、全米の空港の離発着機に、新しい迅速な上昇／下降ルート「エクスプレ

ス レーン」を新たにオープンする。 これは、 も進んだ技術を用いた新航法で、悪天候

下の、山に近い、或は、その他の地上障害物に近い空港であっても、航空機の安全な離発

着を誘導する事を可能にする。 FAA は、このシステムが、限界に来ている一部空港の管

制能力の負荷を減少させると同時に、航空会社の欠航や回航を少なくする事が出来ると確

信している。 FAA は、このエクスプレス レーンは、特に、霧の発生悩まされている SFO
空港、山に囲まれた Palm Springs 空港、混雑が激しい ORD 空港に隣接している滑走路長の

短い CHI の Midway 空港、などに も適している、と言っている。 訓練を受けたパイロ

ットと、適切な機器を装備していれば、何処の航空機でもこのシステムが利用出来る、と

FAA は言っている。 
 

この新航法は、Required Navigation Performance と呼ばれるシステムで、近代的なジェット

機のフライト マネジメント コンピューターとコックピット アビオニックスを利用し、衛

星から送られて来る GPS（global positioning system）信号を解読し、航空機の正確な位置を

割り出す事が出来る。 RNP システムを使用すると、視界が悪い場合であっても、コンピ

ューターに覚え込ませた山や地上の障害物に迂回して設定された空港の特定の滑走路への

ルートを正確に辿り安全に離発着する事が出来る。 現在の地上に据え付けられた大空港

の航法システムでも、悪天候時の航空機の離発着を誘導する事が出来るが、このシステム

では、通常は、余計な燃料消費と管制混雑をもたらす、直線のアプローチが要求される。 
 

RNP は、山に囲まれた空港を多く利用する Alaska 航空によって、10 年前に開発が始めら

れた。 山に囲まれた 1 本滑走路の、しばしば霧と雪に悩まされている州都 Juneau 空港で

の経験が、システム開発に役立った。 FAA とボーイング社の強力を仰ぎ開発された RNP
システムを使用し、Alaska は、今迄滑走路の 2 哩以上の視認確認と雲高 1,220 フィート以

上を要求していた運航規則を、視認 1 哩、雲高 337 フィートに劇的に減少させる事が出来

た。 その結果、Alaska は、Juneau 空港で、昨年、3,000 出発にこのシステムを適用し、

546 便の欠航と回航回避に成功している。 Alaska に続いて CO, DL, jetBlue が、RNP 使用

の承認取得の 終段階に来ている。 RNP は、空港管制への負担も軽減する。 管制官は、

正確な航空機の位置を確認出来る様になる結果、混雑している空域のより効果的な利用が

可能になり、その結果より多くの航空機を管制出来る様になると言う。 ■ 
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TD 勉強会 

3. 米主要航空会社 第 1 四半期決算 大幅増収なるも赤字脱却できず 

 

米主要航空会社 10 社の、第 1 四半期決算が出揃った。 
 

その概要は： 
 

 黒字計上は、Southwest（WN）と US の 2 社のみ。 US は、一次的特別収入を除くと

欠損計上となる。 従って、実質的黒字計上は、Southwest 1 社のみ。 その Southwest
も、バレル 30 ドル台の燃料ヘッジがナカリセバ、欠損計上となる。 

 US, AA, CO は、燃料費の高騰の中、赤字幅を大幅に縮小した。 この 3 社は、コス

ト削減努力がようやく実りだし、利益計上の直前まで、収支を改善している。 
 営業利益計上企業は、US, AA, CO, WN の 4 社。 
 全社大幅増収を達成。 堅調な需要増とイールド向上により、供給を大幅に縮小した

Chapter-11 の DL と NW を除いて、全社が二桁 + %の増収を達成した。 
 LCC と CO を除いて、全社が供給増を抑制した。 （CO 全線 +10.5%の内訳： 国

内 +5.6%、大西洋 +22.6%、太平洋 +16.2%。） 
 この結果、jetBlue（B6）を除いて全社の L/F が上昇した。 jetBlue は、85.8%→84.2%

と微減させたものの、全社の中で 高の L/F を達成している。 
 全社がイールド向上させた。 （米国内線需給逼迫 → 運賃値上げ環境整う。） 
 CASM は、燃料費高騰により、略全社が上昇させている。 

 
 

以上を総括すると： 
 

① 国内線供給増加に歯止めがかかり、米メジャーの慢性的疾患であった、供給過多

が解消され始めている。 
② 運賃値上げによりイールドが上昇に転じ、堅調な需要増加と相俟って、各社は大

幅な増収を遂げた。 
③ ・・・ものの、継続した燃油費高騰には勝てず、利益計上した航空会社は、Southwest

と US の 2 社に止まった。 
④ しかし、AA, CO 等が、大幅に欠損幅を縮小しており、多客期となる第 2 四半期

には、その他を含めて、利益を計上するだろう。 
 

次ページに、各社の収支一覧を表にする。 （出典：各社 Press Release） 
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（注）収支はメイン＋リジョナル、統計データはメインライン データ。 

（注）UA 収支は、C-11 離脱による一次的特別収入 230 億ドル（殆どが discharge of liabilities）を含まず。 

（注）US の前年第 1 四半期は、US + American West の合算値、 US と Am West は昨年 9 月に合併している。 

（注）NW は、 Reorganization 一次的特別コスト$975m 計上。 CASM = passenger service operating cost per ASM。 

（注）DL の統計データはメインライン＋リジョナル。 DL は、Reorganization 一次的特別コスト$1.7bn 計上。 

（注）参考までに JAL と ANA の H18 年 3 月期決算を並べた。 為替は全て$1 = ¥110 とした。  CASM は、

航空運送事業営業費用÷ASM とした。 

 

 

REV 

million 

OPP 

million 

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield 

cent 

L/F 

% 

CASM

cent 

Fuel 

¢ガロン

現金 

同等物 
備 考 

A

A 

189.0 115 -92 42.7 

(-0.2%) 

12.85 

(11.88) 

77.2 10.81 4.8bn 5,344 AA 従業員数 

(9.80) (+12.5%) (23) (-162) (75.4) (136.6) (4Q4.3) 75,100→73,200 

U

A 

4,465 

(+14%) 

-171 

(-250) 

-306 

(-202) 

34.4 
(+0.7%) 

11.82 

(10.83)

79.6 

(78.2) 

11.42 

(10.28)

194.6 

(146.5) 

3.6bn 56.3 → 53.6 千人 

(1.8) 稼働 10:37→10:54 

D

L 

3,719 

(+0.4%) 

-485 

(-957) 

-2,069 

(-1,071) 

34.6 
(-8.6%) 

13.00 

(11.85)

76.3 

74.4 

12.15 

(12.31)

186 

142 

2.4bn 66.5 → 53.7 千人 

(4QT2.0) 535 機 → 469 機 

C

O 

11 -66 23.0 

(+10.5%) 

12.06 

(11.59) 

78.2 

(77.5) 

10.35 

(10.57) 

190.03i 2.0bn 2,947 348 機 → 360 機 

(145.3)(+17.6%) (-173) (4Q1.96) (-186) 稼働 10:09 → 10:42 

N

W 

2,890 

(+3.3%) 

-15 

(-301) 

-1,104 

(-529) 

20.3 

(-10.8%) 
12.09 83.5 

(79.8) 

11.16 

(11.01)

187.05e

137.91 

1.28bn 39.1 → 31.3 千人 

(4QT1.26) (11.20) 432 機 → 367 機 

U

S 

2,648 

(+12.4%) 

125 

(-136) 

65 

(-432) 

18.2 
(-11%) 

12.97 76.6 10.47 195 1.5bn 
一次的収入 $90M 

エアバス デポ返還

W

N 

98 61 22.1 

(+9.1%) 

12.68 

(12.03) 

69.2 

(65.4) 

8.70 

(7.82) 

151.4e 2.92bn 2,019 燃油ﾍｯｼﾞ+$133m 

(+21.4%) (81) (59) (90.3) (2.531) 424 機 → 451 機 

H

L 

735 

(+14.5%) 

-125.2 

(27.3) 

-79.1 

(-80.5) 

5.5 
(+3.1%) 

13.16 

(12.09)

73.7 

(72.6) 

12.90 

(9.32) 

167 

(133) 

約 1.0bn MD80 退役決定 

(4Q983m) 109 機→ 113 機 

B

6 

-25 -32 

(+6) 

6.5 

(+27.2%) 

8.37 84.2 7.84 186 490 419m 稼働 13.2 → 12.8 時間

(+25) (8.05) (85.8) (6.74) (131) (+31.4%) (484) ｵﾝﾗｲﾝ 76.4% → 82.3%

F

L 

416 

(+38.8%) 

-4.4 

(-9.4) 

-4.6 

(-8.0) 

3.06 

(+24.9%) 
13.05 

(11.80)

70.8 

(70.5) 

9.73 

(8.90) 

196.63 

(147.86)
N.A. 

B737 24 機確定化、

90 機 → 107 機 

J

L 

19,994 

(+3.3%) 

-243 

(510) 

-378 

(634) 

92.9 
(-2.2%) 

19.6 

(19.6) 

67.5 

(67.4) 

17.38 

(15.89)
N.A. 

1.58bn 284 機 → 278 機 

(2.29) 2005 決算 $ = ¥110 

N

H 

12,446 

(+5.8%) 

807 

(707) 

606 

(593) 

53.9 
(+0.5%) 

22.7 

(21.9) 

67.8 

(67.2) 

17.84 

(16.93)
N.A. 

2.13bn 177 機 → 186 機 

(1.43) 2005 決算 $ = ¥110 
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Ferreter Research, 4/28/2006 

4. Online Cruise Booking Sets Sail 

オンライン クルーズ販売の船出 

 

米国のクルーズのオンライン予約は、未だ小規模なモノに止まっている。 オンラインで

クルーズを予約する旅客は、米オンライン レジャー旅行購入者の、タッタ 6%しか構成し

ない。 しかし、彼等は、オンライン クルーズ旅客の 40％を占め、今年 9 億㌦（990 億円）、

2009 年には、17 億㌦（1.870 億円）以上のクルーズを購入するだろう。  

オンライン クルーズ旅客 ＝ パソコンを保有し、オンライン購入経験を有する、過去 1
年間にクルーズを実施した旅客（shoppers + bookers）。 
 

彼等は、裕福で、オンラインに対して積極的で、旅行好きの需要層である。 

Figure 1: Cruise Bookers Travel More And Spend More Than The Typical Leisure Booker 

A bit older than the typical booker. 

35-54…. 40% 

<35…….27% 

Wealthy and willing to indulge.

$100,000<……25% vs. Leisure 

Bookers 17% 

Travel is an area in which I 

indulge myself 70% versus 41% 

of leisure Bookers.  And 47% 

are quality-focused travelers 

(versus 24% of leisure Bookers.)

Comfortable with the Web. 
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オンライン クルーズ予約者は、一般的なレジャー旅客よりも IGOUGO の如くのコミュニ

ティー サイトを使用して、レジャー旅行を調査している。 旅程・船・その他の情報につ

いてフォーラムからアドバイスを受けている。 そして、TripAdvisor.com の如くのサイト

を利用して、プロコンの白熱したフォーラムに参加している。 
 
 

クルーズは、より多くのクルーズ オンライン予約を獲得するために： 
 

・Make packaging and pricing more transparent. 

クルーズのサイトは、旅程･船･価格など複雑な情報を満載しているが、逆にコンテントを

判りにくくしてしまっている。 Princess Cruise は、顧客の選択を容易にするため、フラッ

シュのツールを使用している。 オンライン旅行社は、価格比較を可能にするために、ク

ルーズ価格を数少ないカテゴリーに単純化してしまっているが、そうすることによって、

今度は、プロダクトの内容を判りにくくしてしまっている。 オンライン旅行社は、サイ

トの画面を見易く、判り易くするために、各クルーズの全ての要素を比較できる様にする、

詳細なサマリー インデックスを付け加えるべきである。 
 

・Improve necessary functionality through point-of-sale integration. 

クルーズは、顧客データベース インタフェースを、自社サイトやコールセンターだけでは

なくて、場合によっては顧客が使用する旅行社や全ての Point-of-sale に確保するべきであ

る。 何処のクルーズも、例えば、顧客が、AAA 会員や、American Express プラチナ カ
ード所有者や、以前に購入してくれた顧客のリピーターだとか、6 ヶ月前の予約だとかの

場合の、具体的な提供可能なスペシャル オファーを、全ての POS で与える事が出来ない

でいる。 
 

・ Employ multichannel customer support, but do so gracefully. 
 
サイト上に、単に顧客が電話をかけられる様にする為に、連絡先の電話番号を掲載すれば

良い訳ではない。 サプライヤーとオライン旅行社は、マルチ チャネル サポートを次の

レベルに上げるために、click-to-callback ソリューションを採用するべきである。 

click-to-callback は、チャネルに跨る分析的追跡を可能にする。（オンラインと分離した、独

立した電話では、この分析は出来ない。） も悪いケースは、Carnival Cruise Lines のケー

スだ。 価格を閲覧するのに電話番号付きで登録させて、（その価格はホームページ上で、

登録無しに見ることが出きるにもかかわらず）、先方が望んでいない内に顧客に電話して、
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商談を早速まとめようと様としている。 これでは、顧客を逃すだけだ。 サイトは、登

録無しで価格を表示するべきだ。 登録を要求する場合は、対価としてのバリューを提供

しなければいけない。 ■ 
 
Figure 2: Cruise Bookers Say They're More Likely To Buy Travel Directly From A Supplier 

Figure 3: Cruise Bookers Research Both Online And Offline Resources は、省略した。 
 
 
 
Forrester Research, 5/2/2006 

5. Travel’s Call Center Blues 

旅行のコールセンター ブルース 

 

エアー・ホテル・カーをオンライン購入している人達の 36%が、オンライン予約中に、若

しくは、その後で、コールセンターに電話してくる。 
 

彼等は、ハイテク恐怖症に罹っている人達などと、勘違いしてはいけない。 彼等は、テ

クノロジーに精通し、より品質の高い旅行を購入する傾向がある、旅行会社に取ってはオ

イシイ顧客なのだから、大切にしなければいけない。（Figure 1 参照） 
 

彼等がコールセンターに電話してくる理由の No 1 は、フライト ステータスとか、レンタ

カーの車種とか、彼等の旅行の特定情報を得るためだ。（Figure 2 参照） 
 

次の理由はコンファーメションを得るためだ。 顧客は、オンライン予約が確かに処理さ

れたのかを、知りたがっている。 これは、サイト設計者に警告を与えている。 顧客は、

オンライン画面上の全文章を読まないで、字面を眼で撫でている。 だから、予約のコン

ファーメションの e-メールは、「予約完了確認」などの目に飛びつき易い単語を挿入するべ

きだ。 
 

コールセンターに電話する 3 番目の理由は、ホテルが取り消し手数料無しにキャンセルで

きるか？等の、運賃やレートの規則や、特定のプロダクトのサービス内容について、情報

を得るためだ。 これらの情報を、判り易く簡明にオンライン サイトで表示すれば、コー

ルセンターの入呼量を減らす事ができるだろう。 
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Figure 1: Customer Service Callers Spend More On Leisure Travel Than Noncallers 

 

Figure 2: Customer Service Callers Seek Precision, Confirmation, And Information 
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オンライン サイトを、よりインフォーマティブにする事ができれば、コールセンターへの

負荷を減少させる事が出来るかも知れない。 或いは、電話をかけて来る人達の、貴重な

コメントを集計分析して、サイト強化に役立てる事が出来るだろう。 旅行会社は、以下

の 3 つのアクションを取り、サイトのバリューを増加し、旅行者のセルフサービスを促進

して、コールセンターのコスト低減を図るべきである。 
 

（１） コールセンターを、サイト改善の道具にしろ。 
コールセンターに掛かって来る電話は、金の卵の情報の宝庫である。 彼等のコメントを、

確実に、適当なデータベースに入力して、そして、PNR や FFP 会員番号と関連付ける必要

がある。 定期的に、これらの電話が掛かって来る原因を分析し、その分析情報に、サイ

ト改善のための優先順位を付けるべきである。 

 
（２） 正確な予約を実施できるようにしろ。 
使途制限のない運賃と、制限のある運賃の合算は、殆どのサイトが実施できない。 また、

グループの一部メンバーの異なった出発或いは到着日時の予約は対応できない。 オンラ

イン旅行者は、予約プロセスのコントロールを、強く欲している。 サイトは、複雑な予

約を可能にする機能の向上に努力しなければいけない。 そして、顧客が指摘する、判り

難い運賃ルールや、不親切なサービス内容の説明を改善しなければいけない。 

 
（３） 顧客を安心させる、コンファーメションを提供しろ。 
たとえば、US 航空のサイトでは、航空便の予約コンファーメションは、予約後 4 時間以

内に e-メールで回答している。 これでは、顧客は満足しない。 彼等は、即、自分がオ

ンラインで実施した事を確認したがっている。 サイトは、直ぐに、「現在、頂いたご予約

は処理中です」、そして、予約が（迅速に）完了した段階で、「処理中であったご予約が、

完了しました」、と丁寧に、その都度、顧客と連絡を取るべきだろう。 ■ 
 
 
 
Forrester Research, 5/4/2006 

6. TravelCom 2006: Focus, Refine, Progress 

3 つのトピックス コンテント・世界展開・ソーシャル 

 

Travel Industry Association of America 主催の TravelCom 2006 会議の場で議論が集中したト

ピックスは、① Web サイトコンテント、② Web サイトのグローバリゼーション、③ ソ
ーシャル コンピューティング、の 3 つであった。  以下は、この 3 つに関する、会議の
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スピーカー達の発言である。 
 
 

Web Content Use Must Focus On Relevance, Being Immersive, And Consistency 
 

ブランドやプロダクトを、正確に顧客に伝える事は易しい事ではない。 複数のビジネス 
ラインやユニットを保有している旅行会社（例えばホテルとリゾートの如く）は、しばし

ばテンプレートを用いて、サイト作りを行っている。 この手法は、一貫性を維持できて、

一定の規律も確保できるが、これだけでは充分でない。 テンプレートに加えて、カスタ

マイズしたコンテントを加えるべきである。  
 

コンテントは正確で、且つ更新されていなければいけない。 そして、空約束をしてはい

けない。 でなければ、顧客は、TripAdvisor の如くのコミュニティー サイトにその旨書

き込むだろう。 オンライン旅行社は、顧客の予約プロセスに従って、関連するコンテン

トを挿入し、クロスセルやアップセルの機会を増すべきだ。 ホテル客室の予約時に、予

約エンジンの脇に客室の写真を挿入すれば、顧客は、よりグレードの高い客室に予約をア

ップグレードするかも知れない。 
 

米オンライン レジャー旅客（Bookers）は、彼等の旅行計画作成時に、3.2 のオンライン サ
イトと、1 のオフライン リソースで調査している。 これらのサイトには、サプライヤー 
サイトや、一般検索エンジン・オンライン旅行社・地方の目的地マーケティング組織（DMO）

のサイトや、Web ポータルなどの各種の第 3 者サイトが含まれている。 第 3 者サイトの

普及とユーザーの信頼獲得が、e-コマースの幹部達に、新しいビジネス慣習として、これ

等の第 3 者サイトと共通した統一したメッセジングとイメージ使用を採用させている。 
 

写真は、ビデオよりも 3 倍～4 倍も高いクリック スルー率を示している。 しかし、ビデ

オは、予約直前の顧客や予約後の顧客が良く見てくれている。 旅行の会社は、Web に精

通した旅客が、自分の欲する時にコンテントを閲覧している事を理解しなければいけない。 
 
 

Preparing To Serve The Global Market Is The Next New Requirement 
 

誰もが、世界展開を、実施しているか、検討している。 そして、その戦略立案と大きな

展開コストの発生に悩んでいる。 米国は、世界のインターネット人口の 20%しか構成し

ていない。 旅行の会社にとっては、それが世界的プレイヤーであろうと、地方の DMO
であろうと、海外展開は、 早オプショナルではない。 世界展開の実施に当たっては、
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以下に注意するべきである。 
 

世界展開のコストは安くはないので、コスト管理が緊急の問題である。 夥しい量の、予

約・コンテント・会員登録のレガシーなシステムの英語ページを、進出先の言語に翻訳す

る事は、莫大なコストを必要とする。 Marriott では、豪州や英国などの英語圏を“ティ

アー 1”として全コンテントを提供し、ドイツの如くの地域を“ティアー 2”として予約

ページだけを翻訳し、その他の地域を“ティアー 3”とし、そこではサイトを情報提供の

場として運営し、予約のためのトールフリー電話番号を掲載している。 
 

手で翻訳しなければならないテキストが埋め込まれた GIF や JPG の代わりに、自動化され

たソフトで翻訳できるカスケーディング スタイル シートを使用するべきだ。 その他の

ベスト プラクティスは、原語の英語を“seven-day advance purchase required.”から“this rate 
requires a seven-day advance purchase”に変更することだ。 同一英語タームの繰り返し使用

は、少なくともコンテントのいくらかの部分に於ける、翻訳メモリー ソフトウエアーの使

用を可能にするだろう。 でなければ、進出先のユーザーは、サイトから逃げて行ってし

まうだろう。 
 

翻訳だけがグローバリゼーションではない。 グローバリゼーションは、ローカリゼーシ

ョンでもある事を忘れてはいけない。 進出先は、自身のプロダクト ミックスと優先的支

払方法のオプション（米国と違って、クレジットカードが使用できないかも知れない）を

持っている。 小さな事だが、暦の順番 ― month/day/year に対して day/month/year ― や、

翻訳のトーンにも注意を払う必要がある。 
 
 

Offering Community Content Isn’t For Everyone 
 

ソーシャル  コンピューティングが、人々の旅行の調査と購入を変えつつある。 

TripAdvisor などのレーティグとレビューのサイト、SoGoNow.com などのトラベル ブログ

とインスピレーショナル サイト、Yahoo!の TripPlanner の如くのソーシャル検索機能、等々

が出現している。 ソーシャル コンピューティングは一時的な流行などではなく、今後の

消費者の Web 使用に、次の革新をもたらし、そして、Web 2.0 の基盤となるモノである。 

旅行の会社は、ソーシャル コンピューティングを旅行サイトと関連付けなければいけない。 
 

コミュニティーは、 
① 顧客により多くのバリューをもたらす。 
② 自然的検索結果（バイアスが無い）によって、サイトにより多くのトラフィックをも
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たらす。 
③ 数は少ないかも知れないが、より価値ある顧客をもたらす。 
④ より確かな訴求対象を提供するので、より高い広告収入を得る事ができる。 
リーチ・コンバージョン・クロスセル・ロイヤルティーが、コミュニティーを自身のサイ

トに利用する際の ROI 判定メトリックスとなるだろう。 
 

旅行会社の幹部達は、ROI よりも何よりも、コミュニティー サイトに於ける自分達の悪評

判を立てられることを心配している。 しかし、旅行の会社は、コミュニティーを、単な

るレーティングとレビューの情報を受身的に収集するサイトにしてはいけない。 情報の

シェアリングとインタラクティブを追求しなければいけない。 旅行者の意見をコミュニ

ティーから聴取して、自身達のプロダクトの品質向上に役立てるべきだ。 そして、旅行

者に、何故この目的地を選んだのか？（或いは、航空会社、ホテルやその他の旅行プロバ

イダーを選んだのか？）を聞いたら良い。 旅行中に何処へ訪れたのか？ どのサイトシ

ーング ツアーに参加したか？ 何処で買い物や食事をしたのか？ を聞いたら良い。 

Starwood Lurker のベスト プラクティスを見なったら良い。 Starwood Lurker は、今や

FlyerTalk コミュニティー サイトと TheLobyy.com のセレブになってしまっている。 ■  
 

Starwood Lurker は、Starwood が、コミュニティーサイトとインタラクティブする為に作っ

た架空の人物。 Lurker を和訳すると、潜っている人、こそこそした人、＜俗＞コンピュ

ーター システムの侵入者と出てくる。 
TheLobby.com は、Starwood Preferred Guest プログラムとホテルの問題に、真正面から取り

組んでいるサイト。 
 
 
 

7. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通 TD  
 

（１）エクスペディア、欧州でアマデウス使用開始 
Expedia が、欧州の一部地域で、航空便の予約プロセスの為に、今までの Worldspan 使用を

取り止めて、Amadeus の使用を開始した。 欧州のどの地域のどれくらいの予約量が

Amadeus にスイッチされたのかは、明らかにされていない。 Expedia は、第 2 段階とし

て、今年第 3 四半期に、アジア太平洋地域で Amadeus 使いを開始する。 
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Expedia の欧州展開は、英・仏・蘭・独・伊でブランド サイトを運営する他、Voyages-SNCF.fr
（仏国鉄との合弁）と、Anyway.com（仏格安航空運賃サイト）を運営している。 
アジア太平洋地域では、Expedia.com.au と eLong（Expedia がマジョリティーを所有する中

国オンライン旅行社）を運営している。 今年中の、日本への進出が検討されている。(DTW, 
5/11/2006) 

Expedia の第 1 四半期決算は、前年同期の$48m（53 億円）から$23.3m（25.6 億円）へ、▲

51%の減益となった。 会長の Barry Diller は、コスト増とバケーション パッケージ需要

の減少が、この減益の原因と語っている。 収入は+1.8%の$493.9m（543 億円）であった。 

Expedia は、マーケティングに+11%の$21.4m を支出している。 同社は、2,000 万株の自

社株購入（昨日の株価をベースにすると$393.2m≒432 億円）を検討している。(FT.com, 
5/12/2006) 

 

（２）ARC 4 月実績 67 億ドル達成 
ARC の 4 月実績は、前年同期比 +14%の 67 億ドル（7,370 億円）であった。 国内線実績

は、+14%の 33 億ドル、国際線は +9%の 26 億ドル（新記録）であった。 旅行社店舗あ

たりの平均週間売上げは、+18%上昇して $77,701 ドルであった。 ロケーション数は、継

続して減少し、21.664 ロケーション（▲5%）となった。 E-ティケット普及率は、88.75%
であった。（1 年前 86.33%） クレジット カード販売は、+16%増加して、57 億ドルとな

った。(DTW, 5/12/2006) 
 

（３）IATA が、旅行社対象の試験実施を中止した 
先週開催された、IATA 代理店プログラムの米国アドバイザリー グループ Iatan の会議の後

で、IATA は、議論の的となっている旅行社の社員を対象とした試験の実施を見送る事を決

定した。 IATA は試験の代わりに、無作為抽出による ID ホールダーのオーディットを実

施すると言っている。(DTW, 5/12/2006) 

IATA は、Iatan プログラムへ参加する独立旅行社に対して、card mill “agents”（IATA 公認旅

行社の社員と名乗る偽エージェント？）を閉め出す為に、初めて、その旅行社の売上に含

まれる個人的な身内の旅行が 15%以上となっていないか確認する事とした。 この新規則

は、Iatan の travel service intermediary（TSA）プログラムの申請者に適用される。 

これとは別に、Iatan は、家庭の事務所を使用したフル サービス Iatan 旅行社の財務的資格

の基準を、資本金若しくは現金保有 25,000 ドルから 10,000 ドルに減額した。(DTW, 
5/17/2006) 
 

（４）アメックス ビジネス トラベルが、競争激化に対応して組織を変更した 
American Express Business Travel が、世界的ベースで、3 つの旅行部門を Advisory Services
ユニットに統合する。 統合される 3 つの部門は、Policy Consulting と、Online Adoption コ
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ンサルティング ユニットと、Rosenbluth 買収（2003 年）で獲得した eClipse Advisor 社の仕

入れとコンサルティング事業の Corporate Meeting Solutions。 
新設された Advisory Services は、Policy Consulting（旅行購入決定）、Strategic Sourcing（サ

プライヤー リレーションシップ）、Process Management（旅行プログラム コントロール）

の 3 つラインで動かされる。 Carlson Wagonlit Travel が Navigant International を買収するな

ど、法人旅行取扱事業の競争が激化している事に対応した措置と見られている。(DTW, 
5/11/2006) 

 

（５）ワールドスパン、ノースウエストと 5 年間契約締結 
Worldspan が、5 月 12 日、NW と 5 年間のコンテント契約を締結した事を明らかにした。 

Worldspan 代理店は、NW の公示運賃とインベントリーと、幾つかのプライベート運賃にア

クセスする事ができる。 NW は、Worldspan に、 高のコネクティビティー レベル

Worldspan Airline Source で参加する。(DTW, 5/12/2006) 
 

（６）マジック ジョンソン、旅行業進出 
バスケットボールのスパースターMagic Johnson が、5 月 15 日、マイノリティーの旅行社

を勧誘するフランチャイズ Magic Johnson Travel Group を立ち上げると発表した。 このフ

ランチャイズは、マイノリティーのホームベース旅行社を組織し、現時点では Magic 
Johnson Enterprises, CruiseShipCenters, Gogo Worldwide Vacations, Royal Caribbean International

が参加する。 Johnson は、都市に住むマイノリティーのコミュニティーに於ける、旅行事

業に未経験の人達のフランチャイズ参加を勧誘する。 彼は、旅行業に黒人オーナーが少

ない事と、他のセグメントよりも大きな成長が見込まれる事に着目して、この事業を立ち

上げたと言っている。 フルフィルメントは、CruiseShipCenters（YVR 本社、カナダで 85
系列代理店を保有する）が担当する。 フランチャイズ参加費用は 4,994 ドル。(DTW, 
5/15/2006) 

 

（７）ワールドスパン、1-3 月期 利益 $36.5m 計上 
Worldspan は、第 1 四半期決算で +$36.5m（40 億円）の利益を計上した。 これには、元

提携先の複数のオンライン旅行社が競争相手に奪われ為の +$11.3m の一時的収入（契約解

約金？）が含まれている。  前年同期は、▲$34.1m。（リストラ一時的支出$55.6m を含

む。） 

Worldspan は、航空会社インベントリーにアクセスするために、旅行社の為の 2 つの新し

いオプショナル プログラムを導入し、業界に大きな波紋を投げている。 ライバルの GDS
達は、Worldspan が航空会社に大盤振る舞いして、大幅な譲歩をしたのではないかと懸念

している。 そして、航空会社との契約更改内容について、Worldspan が情報を開示しな

い事に苛立ちを示している。 第 1 四半期決算のアナリスト ブリーフィングで、Worldspan 
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CEO Rakesh Gangwal は、以下の発言を行っている。 
 NW, AA, CO, UA との契約更改は、決してユニークなモノではなく、他の GDS のビジ

ネス モデルと変わらない。 ライバルの GDS が、昨年に主要 2 社との契約を、コン

テント契約に変更したのをキッカケに、Worldspan も、即、コンテント契約を採用し

た。（Sabre は、昨年 AirTran と NW とコンテント契約を締結している。 そして、2
月には US とこの契約を締結している。） 

 インセンティブは、無くなる事はないとしても、劇的に削減されるだろう。（過去に、

Sabre は同様趣旨の発言を行っているが、実際には、そのアクションを取っていない。 

Sabre と Galileo は、航空会社との契約更改が、tired participation level、或いは、旅行社

のためのオプショナル プログラムを含んでいるのかについて、明らかにしていない。） 

 旅行業界では大変化（sea change）起きている。 ブッキング フィーは、大幅に低下

するだろう。 値下げは、3 年前に GDS 達が実施した▲12％～▲15%のレベルを大幅

に上回るモノとなるだろう。 
 旅行社に支払っているインセンティブは、未解決な問題として残されているが、今後

数年間以内に、大幅に減少されるだろう。 
(DTW, 5/15/2006) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）大西洋 全席ビジネス航空会社 シルバージェット（英）2,530 万ﾎﾟﾝﾄﾞ集める 
全席ビジネスクラスの航空会社 Silverjet（英）が、投資機関とその他の投資家達から 25.3m
ﾎﾟﾝﾄﾞ（51 億円）を集める事に成功した。 同社は、ロンドン証券取引所のジュニアー マ
ーケットに上場され、5 月 15 日より取引が開始される。 そして、向こう 6 ヶ月～9 ヶ月

の間に、B767 型機（102 席）を使用して、LON（Luton 空港）=NYC（EWR 空港）路線を

開設する予定である。 運賃は、通常ビジネス運賃の半額以下の往復 999 ﾎﾟﾝﾄ（゙20 万円）。 

Silverjet を興した人物は、LON の本屋 Foyle のファミリー メンバーで、事業家の Lawrence 
Hunt（40）。 彼の下に、Peter Evans（元 Virgin Atlantic の COO）と Martyn Bridger（元 BA
客室本部長＝彼は元 BA 日本支社長）等が並んでいる。(FT.com, 5/9/2006) 
 

（２）デルタ航空、JFK 空港 拡張計画 
DL 航空が、7 月～10 月の間に、Delta Connection 14 路線（毎日 25 便）を追加し、JFK を

DL のハブ空港化する。 使用機材は、座席数 37 席～50 席のリジョナル ジェット機。 こ

れにより、JFK に於ける DL の総便数は、ピーク時、日間 140 便と現在の倍のレベルに増

便される。 一方、国際線では、5 月 15 日より Budapest、Manchester、Dublin、Shannon が、
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6 月 1 日よりは Kiev が、6 月 16 日からは Sao Paulo が路線開設される。 これにより、DL
の JFK 発国際線路線は、28 路線となる。(DTW, 5/12/2006) 
 

（３）ルフトハンザ、燃料費高騰継続でも 利益 見通し変更せず 
LH 航空の CFO は、第 1 四半期欠損▲75m ﾕｰﾛ（105 億円）を計上したにもかかわらず、前

回発表した今年度の利益見通し（少なくとも前期の営業利益 577m≒80 億円）の確保を、

LH は維持出来ると語った。 
昨年 10 月に、LH は“Project Hamburg”計画を立ち上げた。 3,000 枚の格安航空券を販売

し、特別オファーを実施する場所を増加して、運賃の値下げを摘み取り増で補う作戦を展

開した。 これが成功して、今では独全国で、年間 420 万枚の格安航空券が販売されてい

る。 整備も革新的な変更が実施された。 フリートの FRA 基地集中整備を中止して、

HAM 整備機を特定した。 この機材（B737 型機×7 機）には、HAM 出発 HAM 帰着する

運航パーターンが採用され、HAM オーバーナイト時に整備が実施されている。 整備士

は、以前は、約 3 日毎でしか機材を点検出来なかったが、現在は毎日点検出来る様になっ

たと喜んでいる。 この新“ピンポン”方式は、以前の欧州内“ジグザグ”方式に比べて、

▲25%も整備コストを減少させる事に成功している。 パイロットや客室乗務員も、離基

地による出先のホテル宿泊が減少し、自宅で過ごせる時間が多くなったと喜んでいる。 ク

ルー コストも▲20%減少した。 乗客も、顔見知りの客室乗務員が出来て喜んでいるので、

サービス改善にも寄与している筈だ。 LH は、この Project Hamburg を DUS に展開し、更

に MUC にも展開する事を検討している。 独 LCC の突き上げで、国内線シェアーを、2001
年から少なくも▲12％ﾎﾟｲﾝﾄも減少させている LH が、収支改善に取り組んでいる。(FT.com, 
5/12/2006) 

 

（４）米ボーイング、ロケット不正受注疑惑で司法省と和解・米紙  

【ニューヨーク＝米州総局】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は 15 日、

米航空防衛大手のボーイングが、1990 年代後半に軍事衛星打ち上げロケットを不正受注し

たとされる疑惑に関連し、米司法省に 6 億 1500 万ドル（約 676 億円）の和解金を支払うこ

とで合意したと報じた。 ボーイングは不正行為を認めていないが、武器関連の不正入札

疑惑では過去 大となる和解金を支払うことで刑事責任を免れる。 約 3 年に及んだ司法

省の調査も終結する。 司法省が追及していたのは、米政府が発注したロケット発射装置

などの入札を巡り、ボーイングが、競合関係にあるロッキード・マーチンの社内文書を不

正に入手して有利に受注したとされる問題。 同文書は、ロッキード社の元技術者が、ボ

ーイングとの合併が決まっていた旧マクドネル・ダグラスに転職した際に持ち込んだとい

う。 更に、米空軍で数十億ドル規模の契約締結権限を持つ調達担当の幹部女性を、違法

に雇用した点も問題になっていた。 (日経新聞 22:00)  
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（５）航空会社 チェックイン キオスク改良 
DL 航空は、パスポートとビザを自動的に確認できる Kiosk を開発した。 今年中に全ての

Kiosk を、この新型機にアップグレードする。 
UA 航空は、Kiosk で、FFP 会員が貯えたマイルを利用したアップグレードを可能にした。 

以前は、チェックイン前の処理が必要とされていた。(wsj.com, 5/16/2006) 
 

（６）アメリカン航空が、機内でクレジット カード利用を可能にする 
AA 航空が、国内線の一部フライトで、機内食の購入にクレジット カードの利用を可能に

する。 そして、6 月中旬には、内際全路線（リジョナル便を除く）で、クレジット カー

ド利用を可能にする他、免税品購入にも適用する事を検討している。 AA は、全米の航

空会社で唯一の全線クレジット カード受け付け可能航空会社となる。 その他の航空会社

も、AA に続くだろう。 AA の客室乗務員に、Windows Mobile テクノロジーの携帯カー

ド リーダーを所持させてクレジット カードを受け付ける。 このリーダーは、ワイアレ

ス データ転送装置を有している。 客室乗務員は、空港到着後に、この装置を使用して、

販売データを管理部門に転送する。(DTW, 5/16/2007) 
 

（７）BAA の 2005 年度決算 実質的 +8%増益達成 敵対的買収対抗への好材料 
BAA は、2005 年度決算で、+8%増益の 710m ﾎﾟﾝﾄﾞ（1,420 億円）の営業利益を達成した。

（法定ベースでは、▲16.5%減少し859mﾎﾟﾝﾄﾞ） 収入は、+7.5%増加して22.8億ﾎﾟﾝﾄ（゙4,560
億円）であった。 航空会社が支払う空港使用料収入は、+9.6%増の 898m ﾎﾟﾝﾄﾞ、リテー

ル ネット収入は、+4.8%増の 616m ﾎﾟﾝﾄﾞであった。 BAA は、この好決算は、会社の高

いバリューを証明し、敵対的買収から企業を防衛するのに、大きく役立つだろうと語って

いる。(FT.com, 5/16/2006) 
 

（８）今夏の米国内線運賃、大幅に値上げされるだろう 
今夏の米国内線需要増が予測されている。 メジャー空港の一部で、セキュリティーの手

荷物チェック係りが不足するかも知れない。 運輸保安局（Transportation Security 
Administration）は、ボーナスを支給して、セキュリティー係官の必要人数確保に必死にな

っている。 需要の増加が有ると予測されているにも拘わらず、米国航空会社メジャーは、

夏場の供給を絞っている。 American Express Publishing Corp.の Bureau of Transportation 
Statistics は、1 月～3 月の便数が▲2.3％減少したと報告している。 そして、夏場の便数

は、前年同期に比較して▲4％減少するだろうと予測している。 航空会社は、収支改善の

為に、供給を縮小して、運賃値上げして、顧客を機内に押し込み、収支改善を図る魂胆だ。 

事実、既に 4 月の L/F は、前年の 77.6%から 81.8%に上昇し、1 月～3 月の間のオフロード

が +27%も増加している。 3 月の平均運賃は+10.6%上昇した。（ATA 調べ） Orbitz と

Travelocity は、今夏の運賃は、現在で既に約+10%値上りしている、と言っている。 夏に
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旅行するなら、更に運賃値上げされる前に、今すぐ航空券を購入し、上記の Surviving the 
Summer Travel Rush の諸点に注意しろと wsj.com は言っている。 
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（９）エアーデッカン上場を計画 
3 年前に設立されたインドの LCC Air Deccan が、5 月中にも上場して、$81m～$95m（89
億円～105 億円）の資金調達を計画している。 Air Deccan は、この資金を、航空機の購

入資金に充当する。 インドの経済発展と航空規制緩和を睨んで、この上場は、投資家達

に大歓迎されるだろう。 インドの株式指標 Sunsex インデックスは、昨年 +42%、今年 
+26%上昇している。(FT.com, 5/16/2006) 
 
 
 

 水 運  
 

（１）シンガポール PSA コンテナ取扱量 +31% 増加 今年 1 月～4 月実績 
シンガポールの PSA が、今年 1 月～4 月のコンテナ取扱量を、前年同期比 +31%増加させ

た。 今年 1 月～4 月のコンテナ取扱量は、SIN + 全世界で 1,600 万 TEU であったが、SIN
以外の取扱量が、840 万 TEU と +68% 増加している。 SIN 港の取扱量は、+4% の 740
万 TEU であった。(channelnewsasia.com, 5/15/2006) 
 

（２）カーニバル 利益見通し下方修正 
世界 大のクルーズ ライン Carnival が、① カリブ需要の低迷、② 燃油の高騰、③ 会計

規則の変更により、2006 年の利益見通しを、アナリスト予測の 1 株 2.93 ドルから、2.65～
2.75 ドルに下方修正した。 カーニバルは、昨年のハリケーン カトリーナの影響が、今年

のカリブ需要を低迷させている、と語っている。 造船費用と船舶改修費用計上に関連す

る会計規則の変更は、1 株▲8 セント利益を減少させる。 カーニバルは、第 1 四半期の▲

19%減益の直後に、今年の利益見通しを下げていた。 世界 大のクルーズ船 Freedom of 
the Seas 丸が、先週デビューしたが、カーニバルは、「Queen Mary 並に報道されていたなら

ば、クルーズ業界全体に好影響を与えただろうに・・・・」と、悔しがっている。 クル

ーズ業界は、海賊襲撃、船上からハネムーン客の失踪、寄航地に於けるクルーズ船客の交

通事故死、など悪いニュースが連続している。(FT.com, 5/16/2006) 
 

（３）スタークルーズ、第１四半期決算 ▲$35.1m 欠損計上 
Star Cruises が、第１四半期決算で、▲$35.1m（38 億円）の欠損を計上した。（前年同期は

+$4.4m の利益計上。） 供給増+18.9%が、収入を+17.3%増加させたが、イールドを▲1.4%
低下させた。 供給増は、主に、NCL America の Pride of America 丸と、Norwegian Cruise Line
の Norwegian Jewel 丸の 2 隻のクルーズ船の追加による所が大きい。 オキュパンしーは、

昨年の 102.2%から 92.4%に低下した。(DTW, 5/17/2006) 
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 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ユーロトンネル 再建案進展 
62 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1 兆 2,400 億円）に上る負債を抱える、Eurotunnel の債務リストラ案が明らか

になって来た。 Eurotunnel は、以下を検討している。 
① 債務を半分の 30 億ﾎﾟﾝﾄﾞに減額する。 
② 減額部分の債務は、額面 10 億ﾎﾟﾝﾄﾞの転換社債（3 年以内に転換）（cash exit for creditors）

に置き換える。 
③ この転換社債は、豪州の Macquarie と NYC の Goldman Sachs の投資銀行 2 行や、その

他の投資家（仏建設業 Vinci が参加する模様）に引き受けてもらう。 
このリストラ案がまとまるためには、Ad Hoc Creditors’ Committee（366m ﾎﾟﾝﾄﾞの優先債権

保有者の次にランクされる 39.5 億ﾎﾟﾝﾄﾞの債権=所謂 co-financier debt 保有者団）の合意を

取り付けなければならない他、19 億ﾎﾟﾝﾄﾞの劣後債権保有者団と株主の承認を得なければ

ならない。 Eurotunnel の株主 110 万人のうち、100 万人はフランス人で、株式がダイリュ

ートするこのリストラ案への彼等の反対が懸念されている。 Eurotunnel は、今年に負債

の元金利金の支払いが再開され、11 月からは 低収入保証金が打ち止めされてしまう。 

この結果、2007 年 1 月には、キャッシュ不足に陥り、営業停止に追い込まれてしまうと見

られている。(FT.com, 5/15/2006) 
 

（２）豪ロジスティック グループ トール、パトリックの買収成功 
豪州のロジスティック グループの Toll が、8 ヶ月間の戦いの後にヤット、ライバル企業の

Patrick Corp.買収に成功した。 Toll は、5 月 11 日夕刻に、Patrick 株 52％を買収し、過半

数を占める事に成功した。 この買収により、世界第 4 位の A$100 億（8,400 億円）ロジ

企業が誕生した。 Toll は、SIN の SemLog の買収を足掛かりに、アジア市場でのロジ事

業の展開を強化する。(FT.com, 5/14/2006) 
 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）コロンビア、アズター買収価格 更に値上げ 
Columbia Entertainment が、カジノ オペレーターAztar（Las Vegas strip 南端 34 エーカーの

一等地の中心に Tropicana Hotel & Casino を保有している）の買収価格を、1 株 54 ドルに値

上げした。 3 月 13 日に Pinnacle Entertainment Inc.が 1 株 38 ドルで買収ビッドして以来、
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買収価格は +40%以上も値上がりしている。 買収希望者達は、Las Vegas の Tropicana Hotel 
& Casino を建て替えて再開発する事を考えている。(wsj.com, 5/15/2006) 
 

（２）ヒルトンホテル、旅行社専用サイトを立ち上げる 
Hilton Hotels Corp.が、旅行社専用サイトwww.hiltontravelagents.comを立ち上げた。 旅行社

に、HiltonのHilton, Conrad, Doubletree, Embassy Suite, Hampton Inn, Hampton Inn & Suites 
Hilton Garden Inn, Hilton grand Vacations Club, Homewood Suites by Hilton, Woldorf-Astoria 

Collectionブランドを含む、2,800 のホテルにアクセス可能にする。(DTW, 5/17/2006) 
 

（３）インターコンチネンタル 
世界 大のホテル グループ Intercontinental Hotels Group の第 1 四半期利益は、前年同期の 
+65m ﾎﾟﾝﾄﾞを上回り、+70 m ﾎﾟﾝﾄﾞ（140 億円）を計上した。 収入は、 +22%の 186m ﾎﾟ

ﾝﾄﾞ（392 億円）であった。 米国のホテル ブームと、中国に於けるホテル ラッシュ（中

国で、この期間に、+11 ホテル+6,470 室を増加させた）が、欧州の低迷を埋め合わせ、+8%
の増益を達成させている。 InterContinental London は、現在改修中で、今年中は営業され

ない。 第 1 四半期で、IHG は、24 軒の欧州のホテルを Westbridge Hospitality Fund に 240m
ﾎﾟﾝﾄﾞ（480 億円）で売却した。 現在、更に 7 軒の欧州ホテルが売却リストに掲載されて

いる。 IHG は、500m ﾎﾟﾝﾄ （゙1,000 億円）の配当を発表し、3 回目の自社株購入（250m ﾎﾟ

ﾝﾄﾞ）を検討している。 株主還元は、会社分割以来、累計で 27.6 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（5,520 億円）

に上る。 RevPAR は、+13.0%上昇した。 ブランド別 RevPAR 上昇率は、下表の通り。 

InterContinental +14.5% Holiday Inn Express +13.8% 

Holiday Inn +12.5% Crowne Plaza +11.9% 

Candlewood +13.0% Staybridge Suites + 8.6% 

(FT.com, 5/16/2006) 
 
 
 

 その他  
 

（１）AA 航空、UA 航空、Google、3 社の株式チャート（過去 1 年間） 

 5 月 15 日株価 高値 安値 時価総額 

AA 航空 26.50 10.00 29.32 4.8bn 

UA 航空 33.62 29.51 43.80 3.2bn 

Google 371.30 224.72 475.11 114.3bn 

次ページに、3 社のチャートをコピペする。 （UA は、2 月 2 日再上場） 
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編集後記 
 
 
 
 
 
 

米欧で、超軽量小型ジェット機（VLJ）を使用した、エアタクシーが間もなく飛び始める

らしい。 マイルあたり 1 ㌦から 3 ㌦のタクシー料金を考えていると言っている。 
 

世界で超人口過密の大都市東京でも、“地上”タクシーは、実車率の向上で四苦八苦してい

ると言うのに、一体全体、広大な北米大陸の話だと言っても、十分な空のタクシー需要ナ

ンテ、本当に有るのだろうか？  
 

運賃だけを取って見ると、まんざら高い料金でもなさそうだ。 
 

800 マイル（Southwest の平均飛行区間距離）をタクッタとすると、往復料金は 2,400 ㌦

（264,000 円）（マイル 1.5 ㌦として計算）となる。 4 人乗りという事なので、1 人あたり

運賃は、600 ㌦となる。 この場合のイールドは、600 ㌦÷1,600 マイル＝37.50 ㌣となる。 

Southwest のイールド 12.68 ㌣の約 3 倍の値段である。 需要層は、ビジネス旅客かレジャ

ー富裕層（F クラス運賃旅客）なので、このエアタクシー料金は、国内線定期便のノーマ

ル ウオークイン運賃よりも安くなるかも知れない。 
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それに、何と言っても、乗り換え無しに目的地まで直行できるメリットが、エアタクシー

には存在する。 今まで、2 時間の商談や会議のために、1 泊 2 日の非効率な出張を余儀な

くさせられていたビジネスマンが、日帰り出張が出来るようになるだろう。 
 

このメリットは、非常に大きい！ 
 

こう考えて見ると、エアタクシーのビジネスモデルは、間尺に合って来る。 
だから、まだ FAA 証明も取れていない Eclipse 500 型機が、既に 2,000 機以上も売れている

のだろう。 
 

大手企業のカンパニー ジェット機を利用しているエリート ビジネスマン達が、このエア

タクシーに乗り換えるかも知れない。 
 

否、国内線のハイイールド旅客が、エアタクシー利用に乗り換えるのかも知れない。 
そうなれば、LCC から突き上げを食らっているレガシー ネットワーク キャリアに、また

また新たな競争敵が出現してしまう・・・・。 (H.U.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 218（ 以 上 ） 
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