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TD 勉強会、4.20/2007 

1.  AA, WN, CO 増益 第 1 四半期決算 

 

AA, WN. CO の第 1 四半期決算が発表された。 3 社は何れも、増益決算を計上した。 
米航空業界の収支改善が本格的になりつつある。 
 

しかし、各社の CEO は、第 1 四半期の好決算を達成したにも拘らず、必ずしも今後の成績

を楽観視していない。 
 

 AA CEO Donald Arpey は、各社が供給を拡大して、今まで努力して来た供給過剰の是

正を台無しにしてはいけないと、警鐘を鳴らしている。 
AA の国内線収入は、相次ぐ大雪による大幅欠航の為に、推定▲2.2%減少した。 
（ASM0.969×L/F +1.005 ポイント×イールド 1.004≒0.977。） （欠航による減収は▲ 
$60m に上る。） 

 

 Southwest CEO Gary Kelly は、次の様に語っている。 
・ 運賃値上げが需要を冷やし、年初来、PRASM の成長が減速している。 
（PRASM＝passenger revenue ÷ ASM） 

・ 今年の +15%増益の達成は、難しくなるだろう。 
・ 第 2 四半期のイールドは、前年を下回るかも知れない。 
Southwest は、連続 64 四半期の利益を計上したにも拘らず、早手回しの経営改革計画

の作成に乗り出した。 
 

 CO CEO Larry Kellner は、次の様に言っている。 
・ リジョナルのイールドが僅かであるが低下している。 これは需要が弱まっている

証拠だ。 
・ 第 1 四半期の国内線の RASM は、メインライン▲0.7%、リジョナル▲3.3%とそれ

ぞれ低下した。 好調な需要は、低運賃によって作られた需要だ。 
・ 第 2 四半期のイールドは、フラットな伸びとなるだろう。 

 

 J.P, Morgan Chase & Co.のアナリスト Jamie Baker は、リサーチ レポートで「国内線需

要の成長が減速している一連の証拠が存在する」、と書いている。 
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以下が 3 社の第 1 四半期決算の概要だ。 

 
 
（１）アメリカン航空、7 年振りの第 1 四半期 利益計上 
 

AA 航空が、第 1 四半期決算で $81m（97 億円）の利益を計上した。 航空会社にとって

弱い四半期である第1四半期の利益計上は、AAにとって実に７年振りの利益計上となる。 
 

この利益計上にも拘らず、組合は、AA 幹部 900 人に対する推定 $170m（200 億円）の株

式支給に抗議して、全米でピケを張っている。 「2003 年に倒産寸前に陥った AA を救っ

た 8,000 人の従業員の犠牲を無視して、昨年の利益 $231m（275 億円）の 2/3 以上を幹部

に支払うのは許せない」と客室乗務員組合は怒っている。 
 

AA は、幹部に対するこのボーナスは、2001 年〜2005 年の▲$8bn（9,600 億円）の欠損か

らの収支改善に対するインセンティブだと説明している。 組合は、数年前から 1 株 $5
の株式購入権利のオプションを与えられていたが、プロフィット・シェアリングに基づく

支給を未だ受け取っていない。 組合は、役員 5 人が総額 $20m（24 億円）を受け取ると

組合員達に語っている。 CEO は $7m、CFO は $4m 近くを受け取る。 AA は、これで、

連続 4 四半期利益計上した事になる。(wsj.com, 4/19/2007) 
 
 

第 1 四半期決算のハイライトは以下の通り。 
 

 MD-80 型機の更新機材 B737-800 型機×47 機の導入促進。 初の×3 機は、2009 年

初頭にデリバリーされる。 機材更新により、2020 年までに▲20%以上の燃料消費向

上を計画。 
 MRO（Maintenance, Repair and Overhaul）施設・テクノロジー・プロセス改善に $100m

を投資。 AA は、2006 年に、第三者 MRO 収入 $95m を計上。 
 総負債は、前年同期末の $19.7bn から $17.5bn に▲12%削減。 

総負債＝long-term debt, capital lease obligations, principal amount of airport facility 
tax-exempt bonds, present value of aircraft operating lease obligations の合計。 

 確定給付型年金基金に $62m を積立。 4 月 13 日には、$118m を更に積み立て。 2007
年に $364m を積み立てる。 

 CASM は、前年同期比 +0.9%上昇した。 悪天候の影響で、メインラインの▲2.2%
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の出発便を運休した為に、予想より +1.6%p 上昇した。 燃油費除き CASM は、+2.2%
上昇した。 

 第 2 四半期の燃油ヘッジは、消費量の 34%を原油 $65/B（=ジェット燃料 $2.04/G）

で予約。 下半期の消費量の 28%を $63/B（=$1.96/G）で予約した。 
 AA.com に新しいオンライン予約ツールを導入し、AAdvantage プログラム会員の容易

な哩償還を可能にした。 
(AA Press Release, 4/18/2007) 
 
 

第 1 四半期決算の詳細は下表の通りである。 
    上段：1QT’07、中段：4QT’06、下段：2QT’06 

         *含 restricted cash 
 
 
 

（２）サウスウエスト航空、第 1 四半期決算 $93m 計上 
 

Southwest 航空の第 1 四半期決算は、収入 $2.2bn（2,630 億円）、利益 $93m（110 億円）で

あった。 この利益計上は、64 期目の連続利益計上となる。 CASM は +2.6%上昇し 8.93
セントとなった。 燃料費を除くと +1.7%の上昇となる。 
 

燃料ヘッジが第 1 四半期の収支に対して +$65m 貢献した。 第 2 四半期の燃料ヘッジは、

消費量の 95%を約 $50/B で予約。（2006 年 2QT は 75%に対して約$36 で予約。） 2007 年

下半期のヘッジは、消費量の 90%を約 $50/B で予約。 自社株 1,350 万株を $209m で購

入した。 
 

LCC モデルの雛形となった Southwest が、4 月 19 日、燃料費高騰の継続を見越して、経営

 

 

REV 

million 

OPP 

million

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield 

cent 

L/F 

% 

現金* CASM Fuel 

cent ¢ガロン 同等物

248 

(115) 

81 

(-92) 

41.6 
(-2.5%)

13.28 

(12.85)

78.1 

(77.2) 

10.91 

(10.61)

184.2 

(189.0) 

5.9bn 5,427 

(+1.6%) (4.8) 

5,397 

(+4.4%) 

185 42.1 
(-1.1%)

12.77 78.8 

(77.9) 

10.92 

(11.57)

187.6 17 

(-380) (-600) (12.28) (202.1) 

5.2bn 

(4.3) 

A

A 

5,847 

(+6.6%) 

284 

(39) 

15 

(-153) 

44.5 

(-2.4%)
215.8 12.80 81.7 11.02 5.5bn 

(10.62)(11.96) (81.2) (187.6) (5.7) 
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改革計画（transformation plan）を発表した。 北米の 大且つ も効率の良い航空会社と

して知られている Southwest (DAL)は、旅客からの新しい収入源を模索する。 これは、過

去数年間のリストラにより収支改善が著しいレガシー航空会社の追い上げに対抗する為。 

場合によっては、Ryanair や easyJet や AirAsia の LCC 達によって真似られた“keeping it 
simple”のビジネス・モデルが修正されるかも知れない。 
 

CEO Gary Kelly が発表した計画には、Ryanair が採用している自社 Web サイトに於ける周

辺収入（non-flying revenue）の増加と、幅広いサービスに対する有料化が含まれている。  
貨物収入増、座席指定料金の徴収、Wi-Fi 接続販売を含む機内販売収入の増加、国際線へ

の進出（予約システムの対応などが完了する 2009 年以降となる模様）、他社とのアライア

ンスによる収入の増加を計画する。(FT.com, 4/19/2007) (wsj.com, 4/19/2007) 
 

Southwest は、機内 Wi-Fi 接続装置を実機数機に装着する為の RFP を発行した。 そして、

9 ヶ月間かけて、機内に於ける e-メールの送受信や、機内エンターテイメントの提供の可

能性についてテストする事となった。(DTW, 4/19/2007) 
 

周辺収入関連記事：情報 264（平成 19 年 4 月 8 日）「スピリッツ航空の、効果的 オンライ

ン クロス販売」 及び、情報 236（平成 18 年 9 月 22 日）「エアライン周辺収入に照準」

を参照下さい。 
 
 

第 1 四半期決算の詳細は下表の通りである。 
      上段：1QT’07、中段：4QT’06、下段：2QT’06 

(Southwest Airlines Press Release, 4/19/2007)   Fuel は燃料税除き 
       *含 restricted cash 
 
 

 

 

REV 

million 

OPP 

million

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield L/F CASM Fuel 

cent cent % ¢ガロン 

現金* 

同等物

2,198 

(+8.9%) 

84 

(98) 

93 

(61) 

23.6 

(+7.2%)

13.11 

(12.68) 

68.0 8.93 

(8.70) 

159e 

(69.2) (151e) 

1.93bn 

(1.75) 

2,276 174 57 23.9 13.04 70.2 8.79 

(8.49) 

155e 1.76bn 

(+14.5%) (83) (70) (+10.0%) (12.59) (69.6) (120e) (2.53) 

W

N 

2,342 

(+17.7%) 

261 

(248) 

48 

(210) 

23.7 

(+8.8%)

12.71 74.7 9.94 156e 2.3bn 

(11.68) (74.9) (8.68) (101e) (2.99) 

情報 266（平成 19 年 4 月 22 日）  TD 勉強会 5



 

（３）コンチネンタル航空、 
 

CO 航空が、第 1 四半期決算で、収入$3,179（3,810 億円）、利益 $22m（26.4 億円）を計上

した。 第 1 四半期の利益計上は 7 年振り。 この決算のハイライトは、以下の通りであ

る。 
 

 特別項目を除去すると、実質的な利益は $26m で、前年同期比 $72m の増益となる。 
 地域別旅客収入は、国内線 +3.3%、大西洋路線 +24.9%、ラ米線 19.0%、太平洋路線 

+10.2%。 
 19 機目の B777 型機を受領。 今週初め、20 機目を受領した。 
 $1.15bn に上る Pass Through Certificate（3 種類、平均金利 6.27%）を 4 月に販売完了

した。 この資金は、B737-900ER×18 機および B737-800×12 機の購入資金に充当さ

れる。 初号機のデリバリーは、2008 年末を予定。 
 従業員利益配分として $111m を 2 月 14 日に支給。 2005 年 3 月 30 日に支給したス

トック・オプションが、2007 年 3 月 30 日から売却が可能になる。 株価の値上がり

により、このオプションの利益は、$250m（4 月 18 日株価ベース）に相当する。 

 年金基金へ $106m を積立。 2007 年に $320m を繰り入れる。 
 メジャー ネットワーク航空会社の定時性トップ 3 に選ばれた功績により、従業員に 2

回に亘り $5m のキャッシュ・インセンティブを支給した。 
 
 

第 1 四半期決算の詳細は、下表の通りである。 
      上段：1QT’07、中段：4QT’06、下段：2QT’06 

(Continental Airlines Press Release, 4/19/2007)    Fuel は燃料税除き 
       *除 restricted cash 
■

 

 

REV 

million 

OPP 

million

NP ASM Yield L/F 

million billion cent % 

CASM

cent 

Fuel 

¢ガロン 

現金* 

同等物

3,179 

(+7.9%) 

64 

(11) 

22 

(-66) 

24.1 12.55 

(12.06)

79.1 

(78.2) 

10.56 

(10.35)

189.4t 

(190.4t) 
2.64bn 

(+4.7%)

20 

(-94) 

-26 

(-43) 

3.157 

(11.0%) 

23.9 

(+6.0%)

12.11 80.2 10.64 200.6t 

(11.77) (78.1) (10.50) (207.3t) 
2.48bn 

C

O 

3,518 

(+17.2%) 

192 

(109) 

237 25.7 12.34 82.7 10.52 221.5t 2.5bn 

(61) (+8.6%) (11.70) (81.7) (9.93) (188.0t) (2.5) 
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nytimes.com, 4/16/2007 

2. Business Travel 

 NYC タイムズ特集“ビジネス トラベル” 

 

（１）各社のビジネス・クラス ラウンジ 
 

9/11 以降、旅客の飛行場滞在時間が長くなる傾向が有る。 セキュリティー検査に要する

時間が見当つかないからだ。 旅客は、より早く空港にショウアップする傾向が有る様だ。 

そのため、ラウンジの施設がますます重要になって来る。 
 

しかし、ラウンジは、旅客もまごつく程、各社によってマチマチだ。 
LH は、オンディマンドの機内エンタメと、人間工学に基づいた座席と小さなバーを備え

付けた B747 型機で、洗練されたビジネス・クラス サービスを提供しているけれども、FRA
と MUC のハブ空港のビジネス・クラス ラウンジは、貧弱な飲み物のチョイスとクラッカ

ーなどを提供している。 

それに反して LHR 空港 T4 の BA ラウンジは、フル・ビュッフェとシャワー室まで設けて

いる。 そして、到着旅客に対してラウンジ利用サービスを提供し、洋服のプレス等の特

別サービスを行っている。 
 

こんなにラウンジ サービスに違いが出るのは、航空会社の所為ばかりではない。 空港に

よっては、物理的なスペースの確保が出来ないと言う問題が存在するからだ。 
Virgin Atlantic の LHR 空港ラウンジは、サービスの種類によって場所を移動しなければな

らないと言う問題を抱えている。（プールは仮眠室の隣には用意されていない。） 
 

LH は、システムワイドで €100m（160 億円）をかけてラウンジ サービスを強化する。 し

かし、ラウンジが、何れだけ旅客の購入意思決定に直接影響を与えているのかは不明な点

が多く、予算を確保するのが難しいと担当者が打ち明けている。 旅客は、ラウンジを当

然なサービスと考えているが、それが購入動機にどう結びつくかは良く分かっていない。 
 

AC は、カナダの国民性に配慮して、ラウンジ サービスに力を入れている。 YYZ 空港の

ビジネス・クラス ラウンジは、UA の WAS Dulles 空港のファースト・クラス ラウンジ

（Wi-Fi が有料）とは比較できない程良い。 AC は、Sony, BMW, Steelcase, Xerox とコー

ブランディング提携して、彼等の 新プロダクトをラウンジ内に展示している。 
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以下が、各社のビジネス・クラス ラウンジのスナップショットだ。 
 
 

 
Virgin Atlantic’s upper-class lounge at Heathrow features food, cocktails and reclining chairs. 

 

 
Air Canada’s international lounge in Toronto has relaxation rooms, entertainment centers, computers and showers. 
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Lufthansa’s Senator Lounge at the Frankfurt airport, where the seating is spacious, is used mostly by business travelers. 

 
 
 
 
 

At Virgin Atlantic's Heathrow 

Clubhouse and other lounges, 

more amenities. 

 
 
 
 
 
 

□ 
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（２）ブティック ビジネス ミーティング 
 

小規模なビジネス ミーティングを、田舎の小さなブティック ホテルで、豪華に開催する

事が流行り始めている。 ミーティングのサイズは、大きくても精々50 人〜60 人止まりで、

場合によってはホテルを丸ごと貸し切って、参加者達にエクスクルーシブな雰囲気を感じ

させている。 
 

ゴシップ紙や芸能雑誌に出て来る、セレブが泊まったブティック ホテル等は、まさにブテ

ィック ビジネス ミーティングの場所にピッタリだ。 参加者達は、スリルを感じ、プラ

イドをくすぐられ、そして自慢話をしたがっているのだから。 
 

暖炉の脇で物思いに耽り、ジャクイジー付きの風呂でリラックスし、大西洋をぼんやりと

眺め、豪華な食事をエンジョイし、自分は大事にされていると言う気持ちに参加者達をさ

せるのが、ブティック ビジネス ミーティングの主催者の目的だ。 
 

Mill House Inn in East Hampton, N.Y. 
 

Porches in North Adams, Mass. 
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Union Pier in southwestern Michigan east of Chicago 
 

Harrison House Suites in the San Juan Islands, Washington DC 

Microsoft, Bill and Melinda Gates Foundation, Kellogg Graduates School of Business at 

Northwestern University がここを使っている。 
 

 
For meetings on San Juan Island, Wash., visitors can take a seaplane. 
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At Porches in North Adams, Mass., the meeting space has a sauna close by. 

□ 
 
 

 
（３）機内エンタメの進歩 
 

機内エンターテイメントの進歩が目覚ましい。 新のシステムは、オンディマンドの映

画を数百本も上映出来る性能を誇っている。 
 

財務的苦境からヤット脱出しつつある米メジャーも、遅れている機内エンタメ システム投

資を開始した。 例えば、AA は、B767 型機×58 機のビジネス・クラスに新しいオーディ

オ・ビジュアルのエンターテイメント システムの導入を急いでいる。 これは、フルフラ

ット座席の装着を含むビジネス・クラスの全般的な改修計画の一環。 これにより、AA
は、大西洋路線と米大陸横断線に於ける競争力を強化し、利益を生むビジネス客の一層の

獲得増を目論んでいる。 

AA は、10.6 吋のモニターに 14 本の封切り間もない映画をオンディマンド形式で上映する

他、毎日更新される 15 時間分の TV とニュース番組を提供する。 
 

しかし、なんと言っても、 新の機内エンタメ システムを真っ先に導入している航空会社

は、米国以外の航空会社達だ。 SQ, BA, Emirates, Virgin Atlantic, CX は、このレースの先
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頭を走っている。 BA は、昨年 Club World ビジネス・クラスを刷新し、100 本のオンデ

ィマンドの映画と TV を提供できるシステムを導入した。 AA の新システムを担当した

IMS は、「SQ や Emirates が 先端を行っている」、「Emirates のコンテント購入に費やす金

額は凄まじい」、と語っている。 
 

SQ は、 近、長距離便の全 3 クラスで、23 ヶ国語による 1,000 本のオンディマンド番組

の選択を可能にした。 座席のユニットは、Blackberry の如くの PDA とインタラクト出来

る能力を備えた個別のコンピューターを内蔵している。 そして、座席に USB ポートを設

置し、そこにサム・ドライブ（thumb drive）を差し込む事が出来る様になっている。 23
インチのモニターとキーボードを使用して、ワード、スプレッドシート、プレゼンテーシ

ョン・ソフトウエアーなどのオフィス機能が利用出来る様になっている。 
 

 
In-seat computers on Singapore Airlines can interact with a passenger’s BlackBerry. 

 

 

A thumb drive inserted into a U.S.B. port under an armrest on Singapore Airlines lets passengers download files onto 
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individual computers and work away. 

 

LH では、間もなく、全 3 クラスの座席 TV へのオンディマンド番組提供を標準サービスと

する。 新しい機内エンタメ システムは、インターネット、モバイル・テキスト・メッセ

ジングなどを含む全ての通信テクノロジーの利用を可能にする。 
 

航空会社は、これ等の革新的テクノロジーを利用して、新たな収入源を見つけられないか

を検討している。 多くの航空会社は、機内広告に慎重で、ホンの少ししか広告媒体販売

を実施していない。 しかし、今年夏に米大陸横断線に就航を予定している Virgin America
は、Red と呼んでいる機内エンタメ システムを利用した広告媒体販売を計画している。 

Red で、ビジネス客を対象とした、インタラクティブなプロモーション・ビデオ（広告）

を流す事を考えている。 英国の自動車メーカーの Land Rover が、 初のマーケティング

提携企業となるだろう。（Virgin America の機内エンタメに付いては、情報 254＜平成 19 年

1 月 29 日参照＞） □ 
 
 

（４）プライベート ジェット需要が増加 

 

多くの企業が、プライベート ジェット（PJ）を使い始めている。 ベーシックなモデル

（Gulfstream の旅客 4 人乗り双発エンジン機）でさえ $12m（14 億円）もするので、今ま

では“高嶺の花”に留まっていた。 
 

それが、 近になって、時間制料金や、分割所有による割引チャーターを販売するブロー

カーが出現して、徐々に PJ の需要が増加している。 Orbitz や Travelocity が、定期便の座

席のオンライン格安販売を実施している様に、Web で PJ 旅行の格安販売が始まっている。 

以下が、その PJ のブローカー達だ。 
 

ブローカー    解  説 

OneSky.com チャーター便販売サイト。 通常価格より▲数千ドル安いフェリー便の

間際販売を実施。 例えば White Plains→MIA 8 席を$10,000 で販売。 

Jets.com 傭機者が旅程を提示して、チャーター会社がそれに競争入札する逆オー

クション制を採用。 

Sentient.com 時間料金制の Jet card を販売。 カード購入者は、決められた飛行時間

料金を前もって支払い、使用毎にその料金が払い込んだデポジットから

差し引かれるシステム。 時間当たり料金は、$2,600〜&11,000（大型機
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の場合）。 

Blue Star Jets Jet card 販売。 全米に散らばっている数百の PJ 企業のブローカー。 
$50,000〜$1m でカードを販売。 時間当たり料金は $1,800〜$8,000（除

く 10%コミッション）。 

NetJets PJ 分割所有（fractional ownership）の元祖的存在。 
・Hawker 400（旅客 7 人乗り）1/16 所有の場合： 
  $412,500 +月間管理料 $7,171 + 時間当たり $1,712 
・Gulfstream（旅客 20 乗り）1/2 所有の場合： 
  $22m+月間管理料 $132,000 + 時間当たり $3,701 
Marques の飛行時間 25 時間の Jet card も販売している。 

 
 

 
Blue Star Jets charters aircraft, like this one, for members. Hourly rates range from $1,800 to $8,000, not including a 

commission for Blue Star. 

□ 
 
 

（４）ローコスト ホテルが出現 
 

仏ホテル・チェーンの 1 社 Accor のバジェット・ホテル Ibis ブランドは、決して安いビジ

ネス・ホテルではない。 Ibis Madrid Centro の場合、Web サイトには、“1 泊 59 ポンド（13,800
円）から”と謳っているが、実際は部屋代に Wi-Fi 料金 12 ポンドと簡単な朝食 6 ポンド

が加算され、合計 107 ポンド（25,100 円）もする。 このホテルは、Wi-Fi 料金を徴収す

る上、CNN も映らないし、ビジネスマンの 3 種の神器であるコンピューター、携帯電話、
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携帯ミュージック・プレイヤー用のコンセントすら利用出来ない。 室内装飾は、ハイウ

エー沿いの斜陽モーテルを連想させる。 
 

LCC の 前線の欧州であるにも拘らず、バジェットのビジネス旅行者達は、ホテルがバリ

ューに見合わない高い料金を取り過ぎていると感じている。 しかし、この状況に変化の

兆候が見え始めている。 以下が、その兆候の 先端のバジェット・ホテル達だ。 彼等

は、部屋は狭い（場合によっては窓すら無い）が、ハイテクで装備した清潔で快適な住環

境を格安の値段で提供している。 
 
 

 ホテル  場 所    解 説 

Hoxton Hotel 

（250 室） 

London テイクアウト店 Pret のオーナーが創設。 
easy Hotel（easyJet 姉妹企業）ビジネス・モデルを採用。 
但し料金は、1 つ 1 つの料金を足し上げるのでは無くて、包

括料金制。 料金は、航空会社の運賃モデルを採用。 
全て前払い制で、早期予約は、それだけ価格が安くなる。 
1 ポンドと 29 ポンド料金の部屋を各 5 室用意。 その他は、

約 79 ポンド（18,500 円）で販売。 

NiteNite 

（104 室） 

Birmingham 1980 年代の日本のカプセル・ホテルが原型。 
42 吋プラズマ TV を設置。 
広さは 99 平米。 価格は、約 50 ポンド（11,700 円）。 

YOtel GTW 空港 
LHR 空港 

英国の寿司チェーン オーナーが創立。 
GTW 5 月、LHR 夏にオープン。 55 ポンド〜80 ポンド。

4 時間使用の場合は 25 ポンド。 時間貸しのコンセプトに

より、オキュパンシー 250%の達成出を目指す。 

Base2Stay 

（67 室） 

London エクステンデッド・ステイ モデル。 89 ポンドより。 
1 人宿泊から家族の利用まで幅広い需要に対応。 
簡易キッチンを備える。 

Qbic Hotels AMS/Antwerp 航空会社の運賃モデルを採用。 早期予約は 39 ユーロ。 
部屋の広さは 300sqf。 チェックイン／アウトは全自動。 

Ciutat  Barcelona 95 ユーロ。 

Sercotel スペイン 90 ユーロ以下。 

AC Hotels 西、伊、ポ 90 ユーロ以下。 

 
 

以下は、各ホテルのスナップ ショット。 
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The Hoxton Hotel in London, using an airline-pricing model, offers rooms as low as £1 a night. 

 
 

The Hoxton Hotel in London 
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At the NiteNite hotel in Birmingham, England, the rooms are spare on space, but do have some finer touches. 

 

 

The Yotel in London 
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Base2Stay Kensington, London 

 
 
 

 
At the Ciutat Barcelona, the rooms are spare on space, but do have some finer touches. 

□ ■ 
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PhoCusWright Channel, 4/10/2007 

3. Hotel Quality: Are Stars in the Eyes of the Beholder? 

 ホテルのレーティング革命 

 

ホテル サービス品質の評価方法が、 近急速に発展している。 
米国では、今迄は、印刷媒体形式のホテル品質評価が使われて来た。 Exxon Mobil 
Corporation（Mobil）の旅行ガイドと Star（星）レーティング システム、Michelin の旅行ガ

イド、American Automobile Association（AAA）の Diamond レーティング・システムとガイ

ド、そして、Northstar Travel Media の Hotel and Travel Index and Star Reports がそれだ。 
 

これ等の印刷ベースの評価サービスは、旅行者に継続して影響を与えている。 そして、

その幾つかは、自社サイト若しくは第三者サイトを通じて、オンラインによるレーティン

グ情報の提供を開始している。 専門家達によるこれ等の評価機関は、或るケースでは、

利用者のレビュー（即ち専門家でない）、双方向、情報ソーティング、マルチメディア・デ

ィスプレーにより、既存の評価システムの補完を行っている。 
 

インターネットと双方向のビジュアル ディスプレーの進歩が、ホテルの特徴と格付け評価

の能力を飛躍的に高めている。 オンライン仲介業者のサイトは、ホテルの相対的な品質

を、テキストとマルチ・メディアにより表示している。 これ等のサイトの評価は、プロ

フェッショナル（専門家）の評価と、ユーザー（非専門家）の実体験に基づく評価をミッ

クスしている。 TripAdvisor や IgoUgo は、ユーザー・レビューの閲覧（幾つかのケース

では各種の評価規準による選別＝ソーティング）を可能にしている。 

（TripAdvisor は Expedia に、IgoUgo は Travelocity にそれぞれ所有されている。） 
 

プロの評価者によるレーティングは、予め決められた規準により、業界知識に卓越したプ

ロの目で評価すると言う良い面も存在する。 しかし、ユーザー・ジェネレーテッド・コ

ンテント（UGC）の人気の上昇に見られる通り、消費者は、プロの意見よりも何よりも、

仲間達の意見（レビュー）を第一に信頼している。 彼等は、口コミによる情報に価値を

見出している。 それに加えて、ユーザー・レビューの場合は、投稿するユーザーの属性

に従ってレビューを分類する事が可能となる。 つまり、属性毎の正確な評価が出来る事

になる。 家族と一緒のバケーション旅行を計画している人は、家族旅行を実施した人達

のレビューを見たがるに決まっている。 
 

仲介業者のサイトに表示してあるホテル コンテントには、両者間に特別な商業的取り決め

が存在する場合がある。（その存在の実証は困難であるが。）（注：1） また、ユーザー・
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レビューには、サイトやホテルが作る嘘のレビュー（自身に対する褒詞と競争相手の誹謗）

が存在する。 つまり、本来は、客観的な筈の評価情報にバイアスがかかっているのでは

ないか？ と言う懸念がつきまとう。 
しかし、① 近は、レビュー（正当な）の数が大幅に増加している事（注：2）、② 投稿

者の登録方法などによる、嘘のレビューの排除の技術の向上、そして、これが も重要で

あるが ③ 結局は、消費者の実際の体験により、嘘のレビューは直ぐ見破られてしまう、

と言う理由により、バイアスは、今では余り大きな問題とはなっていない。 
 

（注：1）Intercontinental Hotel Group は、2004 年 7 月に、IHG ホテル販売に対して、「第三

者仲介業者が使用するホテル レーティングには、如何なる経済的インセンティブとも関連

づけてはいけない」という行動規範を設けている。 
Hotwire（Expedia が所有）は、ホテル毎のレーティングを公表している珍しいサイトだ。 

 
（注：2）実際、TripAdvisor の場合は 5 百万以上のレビューを保有し、IgoUgo の場合は 35
万人以上の投稿者が存在する。 
 
 

独立ホテルや品質がバラバラな B&B が多く存在する地域では、国や地方政府のホテル レ
ーティングを必要としている。 ドイツでは Deutsche Hotelklassfizierung によるホテルの評

価が実施されている。 昨年、England, Scotland, Wales は、政府のホテル レーティング規

準を変更した。 しかし、ユーザー・レビューのシステムが行き渡れば、政府の介入を無

くす事が出来るだろう。 ホテルの評価も、市場経済、つまりはユーザーの実体験により

決定されるべきものではないのだろうか。 以下に、TripAdvisor のサイトの概要を開設す

る。 ■ 
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今週世界 193 ヶ国の 1,000 万人以上が閲覧。

500 万のユーザー・レビューを掲載。 

ビジネス・モデル

は広告収入ベー

各種の品質基準のソーティ

ングが用意されている。 

ここでは、総合ランキング

を使用した。 

55ホテルの内でNo.1の評

判のホテル。 これをク

リックすると → 次頁 

ビジネス・モデル

は広告収入ベー

ス。 

TripAdvisor の親会

以
下55

の
ホ
テ
ル
が
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
。 
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スポンサード・リンク 

ビジネス・モデルは 

広告収入ベース。 

専門家／機関によるレーティング

も表示してある。 

70 のレビューの合計。

70

の
レ
ビ
ュ
ー
の
総
合
評
価
。
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実
際
の
レ
ビ
ュ
ー
の
内
容
が
全
て
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
。 

より正確な且つ客観的な評価を

得る為には、理想的には、60 以

上のレビューが必要。 

以
下70

レ
ビ
ュ
ー
が
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
。 

属
性
毎
の
評
価
を
可
能
に
し
て
い
る
。 



 
 
 
 
 

 

Travelocity は、Northstar のレーテ

ィングを、ユーザー・レビューで

もって補完している。 

前掲のHenderson’s Wharf Innの表示を

試みたが、Travelocity はこことは取引

が無い為か、満室表示が連続して検索

出来なかった。 

 
 
 
 

4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）米旅行社、インターネット利用大幅増加 
ASTA が 近発表した Technology and Web Usage Report によると、現在、全ての ASTA 会員

旅行社がインターネットに接続している。 1995 年には 24%しかインターネットに接続し
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ていなかった。 自社 Web サイトを保有している旅行社は 76%に上り、2005 年の 67%よ

りも増加している。 しかし、これ等の旅行社は、自社 Web からのオンライン収入は余り

多く無いと言っている。 また、91％の旅行社が、しばしば GDS を経由せずに、直接サプ

ライヤー サイトで予約すると言っている。 この傾向は、特にツアー・パッケージと航空

便予約の場合に多いと言っている。(DTW, 4/11/2007) 
 

（２）ブッキング ビルダーがセーバーを不公正取引で提訴 
BookingBuilder Technologies は、自社が集めるコンテントに Sabre のデータを加えて、傘下

の8,000の旅行社に、航空便のオンライン検索と予約機能を提供している。 BookingBuilder
のコンテントには、jetBlue や Southwest の LCC が含まれている。（Southwest が、第三者旅

行社デスクトップ・ツールに検索を許しているのは、この BookingBuilder のみ。） 

Sabre は、今まで無料としていたこの non-GDS 予約に対して、$3.75 と年間手数料を徴収す

る新たな契約を BookingBuilder に求めている。 そして、5 月 10 日までの契約に締結しな

い場合は、BookingBuilder の Sabre 利用を中止すると発表した。 
BookingBuilder は、Sabre が AgentWare(ATL)と開発した自社競合プロダクトの NetCheck を

優遇させる為の不公正な契約締結を迫っているとして、NYC 裁判所に競争法に基づき提訴

した。 Sabre は、NetCheck にも同じ様に、予約当たり $3.75 を徴収していると言ってい

る。 しかし、年間手数料まで徴収しているのかどうかは不明。(DTW, 4/16/2007) 
 

（３）ペット ケアー代行会社が、旅行社との提携を模索している 
ペット・シッター派遣会社 Fetch Pet Care（SFO）が、旅行社との間でアフィニティー契約

を締結しつつある。 同社は、既に 28 州 1,000 都市でフランチャイズを獲得しているが、

旅行社との契約により、更に事業の拡大を試みる。 料金は、犬の散歩が $17〜 $22、オ

ーバーナイトのペット・シッティングが $50〜 $65、デーケアーが $35〜$45 で、10%コ

ミッションが付く。(DTW, 4/17/2007) 
 

（４）大韓航空が、ライブ・チャット導入 
KEが、同社の北米の旅行社専用サイトで、ライブ・チャットによるヘルプの提供を開始し

た。 この旅行社専用サイト http://kal4Agency.koreanair.com は、KEのプロダクト、ティケ

ッティング ポリシー、スケジュール変更の情報を掲載している。(DTW, 4/17/2007) 
 

（５）セーバー アマデウス契約失効 
Amadeus と Sabre は、2006 年 3 月に契約した 1 年間のコンテント シェアリング契約を更

新しない事を決定した。 航空会社と GDS の間で、新たなコンテント契約が締結された現

在、この様な GDS 間の相互支援契約は不要になってしまった。(DTW, 4/18/2007) 
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（６）アマデウス、ローカル アトラクションのオンライン販売開始 
Amadeus が、スイスの Unaira GmbH と提携して、市内観光ツアー、アトラクション、空港

送迎、劇場チケット、レストラン予約などのオンライン販売を開始する。 このオンライ

ン販売（コミッション付き）は、Amadeus Selling Platform 経由で実施されるモノで、北米・

英国・スペインで向こう 6 ヶ月以内に導入される。 フランスやドイツに於ける旅行社は、

来年からの利用が可能になる。 なお、Amadeus は、2006 年 3 月に、10Best（Greenville, S.C.）
から旅行ガイドの提供を受ける契約を締結している。(DTW, 4/19/2007) 

 
（７）ワールドスパン、劇場チケットから市内観光ツアーのオンライン販売開始 
Worldspan が、Home And Abroad 社と提携して、Worldspan の Web ベース Go Resources Center
を使用している旅行社に対して、目的地の劇場チケットから市内観光ツアーのオンライン

販売機能を提供する。 この新たなコンテントは、Home and Abroad の Virtual Concierge サ
ービスを利用する。 コミッション率は、Home and Abroad との協議で決定される。 

Home and Abroad は、既に Expedia や Hawaiian 航空と流通パートナーシップを、Viator, 
SpaFinder, TicketsNow, Tourcaster, GoCardUSA とサプライヤー パートナーシップを、それぞ

れ結んでいる。(DTW, 4/20/2007) 
 

（８）アメックス、第 1 四半期決算 増益 21% 
American Express は、クレジット・カード利用の増加により、第 1 四半期利益が +21%増益

して $1.06bn（1,270 億円）となったと発表した。 収入は、+14%増の $7.63bn（9,150 億

円）であった。(nytimes.com, 4/20/2007) 
 
 
 

 空 運  
 
（１）アフリカの航空会社の安全性は世界 悪 
アフリカの航空会社は、北米の会社に比して 9 倍も人身事故を多く発生させている。 ア

ジアやラ米の会社は、6 倍も多く発生させている。 IATA は、加盟 251 社の航空会社に対

して、安全監査を 2006 年末までに開始して、2008 年末までに終了する事を義務づけてい

る。 既に 6 社が、監査の期限までの開始に失敗し、協会を除名されている。 2008 年末

には、更に 5 社〜10 社が監査終了に失敗して除名される事になるだろう。 
欧州では、安全性に問題が有る航空会社の域内の乗入れを禁止している。 しかし、このブラ

ック・リストは、欧州へ乗入れを希望する航空会社しか対象としていない。 また、リストの

掲載企業（100 社以上に及ぶ）は、安全性の何処に問題が有るのか？ について明らかにしてい

ない。 米国も、航空会社の安全性に関する総合的なリストを作るべきだと言う声が上がって
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いる。 FAA は、Belize, Congo, Paraguay, Ukarine を含む 20 カ国を、FAA スタンドーに合致し

ていない国と認定しているが、今の所は、欧州の様なブラック・リストを作る計画を有してい

ない。(nytimes.com, 4/15/2007) 
 

 
An Ariana Afghan Airlines jet overran the runway in Istanbul last month. Many third world airlines have spotty safety 

records. 

 
 
（２）シンガポール航空の A380 型機コンフィギュレーション 
スーパー ジャンボ A380 型機を発注した各社は、この機材の客室仕様を極秘にして一切発

表していない。 しかし、Travel Weekly 誌が、SQ は 480 席以下のコンフィギュレーショ

ンを検討していると伝えている。 SQ は、現在の大型機に比べて、床面積は +50%も広く

なっていると言うのに、タッタの +100 席程度しか増席していない。 SQ は、A380 型機

の F クラスは、現在の F クラスからは想像出来ない物になるだろうと言っている。 ビジ

ネス・クラスは、1-2-1 の配列になる様だ。 座席は、30 吋幅のフルフラット座席が装着

され、ラップトップの電源、2 つの USB ポート、ビルトインのオフィス ソフトウエアー、

オンディマンドの食事、そして 15.4 吋の LCD スクリーンが装備される。 SQ は、今年 12
月に、初号機を先ず SIN=SYD に、そして、その直後に SIN=LON 線に投入する。 

2008 年夏の投入を予定している LH のコンフィグレーションは、515 席〜550 席の間にな

る様だ。 SQ や LH は、より広いスペースを使用するので、より高い運賃を徴収すると言

っている。 
各社のエコノミー・クラスは、3-4-3 の配列で、座席幅が既存の大型機に比べて +1 吋広く

なり、大型の TV スクリーンが用意される。 通路は、食事の配膳中でもカートの脇を通
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り抜ける事が出来るスペースを有している。(DTW, 4/17/2007) 
 

（３）デルタ航空債権者団、再建計画に合意 
DL の無担保債権者の 95%が、4 月 16 日、DL 再建計画に賛成した。 この結果は、今週

末までに NYC の破産裁判所にファイルされ、4 月 25 日の 終公聴会を経て、4 月 30 日に、

DL は晴れて Chapter 11 から離脱する。 無担保債権者は、この再建計画により、債権の

62%〜78%の回収が、新株保有という形により可能になる。 当然の事ながら、旧株の価

値はゼロとなる。 DL は、Chapter 11 離脱後の時価総額を、9.4bn〜$12bn（1 兆 1,200 億円

〜１兆 4,400 億円）と見積もっている。(wsj.com, 4/16/2007) 
 

（４）シンガポール航空、広告会社を変更 
SQ が、$60m（72 億円）の広告アカウントを、35 年間使って来た Batey（WPP Group の 1
部門）から、Omnicom Group の TBWA に変更した。 アジアの広告業界は、このニュース

で持ち切りとなっている。 Bate は、人気のあるシンガポール女性の広告を作った広告会

社。 広告会社を変更して、SQ がどの様な宣伝を打ち出すのかは発表されていない。

(wsj.com, 4/17/2007) 

 

（５）デルタ航空、米国で初の排ガス相殺オプション導入 
DL が、米国の航空会社で初めての排ガス相殺オプションを導入した。 6 月 1 日から、

Delta.com で航空券をオンライン購入した旅客には、国内線往復便で $5.50、国際線往復便

で $11 の寄付をするオプションの機会が与えられる。 この寄付金は、The Conservation 
Fund に寄贈され、米国や世界に於ける植林事業に廻される。(DTW, 4/19/2007) 
 

（６）更迭された EADS 元共同 CEO への高額退職金が問題にされている 
昨年 7 月に、A380 型機の大幅デリバリー遅延で辞任に追い込まれた、仏側の元 EADS 共

同 CEO Noel Forgeard に対する 8.5m ユーロ（13.6 億円）の高額退職金の支払が、問題にさ

れている。  
当初、EADS 株主は、この高額退職金の支給に難

色を示したが、Forgeard 自身からの訴訟の可能性

と、仏財務大臣の介入（Thierry Breton 大臣＜右＞

は、これを強く否定している）もあり、結局、契

約通りに支給されてしまったと、4 月 19 日発行の

週刊誌 Challenges が伝えている。 大統領選挙に

立候補している社会党党首の Segolene Royal は、

スキャンダル且つ挑発的行為だと、これを非難し

ている。(channelnewsasia.com, 4/19/2007) 
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 水 運  
 

（１）アイルランド港湾企業がアチェ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）に新コンテナ ターミナル建設 
アイルランドの Dublin Port Company が、インドネシアのアチェ（Ache）州の Sabang 島（ス

マトラ島西端、Ache 北端）に深海（22m）国際コンテナ港（埠頭長 2,500m）を建設する。 

このため、Dublin Port Company と Sabang Free Trade Zone は、50%ずつ出資する合弁企業

Sabang Hub International Port を 7 月にも立ち上げる。 総工費は $900m（1,080 億円）に上

る。 第 1 段階の営業開始は 2009 年が予定されている。 世界の海運の 30%が通過する

マラッカ海峡の混雑を回避する為の、大型船から小型船へ（またはその逆）の貨物積み替

え（trans-shipment）港としての発展が期待されている。 しかし一部の業界人は、何故、

Dublin Port Company が、 初の海外投資の場所として Sabang を選んだのか？ について疑

問を呈している。 彼等は、この新港が大幅な格安料金を提供しなければならないだろう

と言っている。 この地区には、既に 大の SIN と Tanjung Pelepas（マ）と Port Klang の 3
つの大きなコンテナ港が存在する。(FT.COM, 4/19/2007) 
 

 

Sabang 島 

Port Klang

Tanjung Pelepas, Johor Bhara 

Singapore
 
 
 

（１）香港コンテナ港が 熾烈な競争に直面している 
香港コンテナ港が、中国大陸のコンテナ港からの熾烈な競争に直面している。 昨年は、

コンテナ取扱量で、SIN 港に次いで世界第 2 位をヤット確保したが、中国大陸の隣港であ
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る深川（Shenzhen）の港湾拡張により、その地位が脅かされている。 昨年の取扱量は、

香港の +4,1%に対して、深川は +14%の成長を遂げている。 特に、深川の珠港デルタ東

岸の Shekou と Chiwan のコンテナ港拡張計画と、巨大な新港 Dan Chan Bay の建設により、

香港は大きな影響を受けるだろう。 深川は、この拡張により初めて国際貨物の積み替え

（International Trans-shipment work）港としての能力を発揮する事になる。 Shekou Container 
Terminals は、成長著しいベトナムの Ho Chi Minh City との間でバージ サービス（barge 
service）の開設を検討している。 香港 Container Terminal Operators’ Association の Alan Lee
会長は、非効率且つ官僚的な中国の通関業務が改善されるならば、香港は致命的な影響を

受けるだろう、と語っている。 そして、中国政府から課せられている大陸と香港間のト

ラック輸送の規則が撤廃されない限り、香港のコスト競争力は、大陸のコンテナ港に対し

て太刀打ち出来ないと言っている。 大陸と香港間を走るトラックは、より高い人件費の

香港在住の運転手のみにより、往復とも同一トラックの運転が義務づけられている。 香

港コンテナ港の優位性が失われつつある。(FT.com, 4/17/2007) 
 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 

（１）英仏海峡横断高速鉄道 ユーロスターの 炭酸ガス削減計画 
英国と PAR, BRU を結ぶ高速鉄道 Eurostar が、11 月から（LON Saint Pancras 駅からの高速

鉄道走行を開始する 11 月 14 日から）炭酸ガス削減計画を実行する。 そして、2012 年ま

でに Eurostar が排出する 1 旅客当たりの炭酸ガスを▲25%削減する。 
電気機関車の電気消費量の削減、客車の乗

車率の向上、排ガスが少ない発電所よりの

電気の供給、などにより炭酸ガスの排出を

抑制し、乗客へのコスト転嫁は行わない。 

この他、 e チケットの導入、食事の

LON/PAR/BRU 搭載、ユニフォームの再使

用、洗車の水のリサイクルなどの措置が採

用される。 

Eurostar の第 1 四半期の旅客数は、前年同

期比 +5.4%増加し 179 万人となった。 収

入は、+13.2%増の 142m ポンド（330 億円）

であった。(channelnewsasia.com, 4/17/2007) 
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（２）ユーロトンネル、第 1 四半期収入 ▲9%低下 
Eurotunnel の第 1 四半期収入は、貨客の大幅な増加が有ったにも拘らず、▲9%も減少した。 

これは、鉄道会社からの 低収入保証金（guaranteed Minimum Usage Charge）の支払が、昨

年 11 月 30 日に終了したため。 このインパクトを除去すると、Eurotunnel の収入は、+9%
増加した事になる。（昨年の第 1 四半期収入には、16%の MUC が存在する。） 
(FT.com, 4/17/2007) 
 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）世界のカジノ ジャイアンツが、日本のカジノ解禁を狙っている 
SIN の 2 つの総合カジノ リゾート建設プロジェクトが進行している。 マカオのカジノ収

入は、昨年、LAS を追い抜いてしまった。 台湾は、カジノの解禁を検討している。 タ

イは、今後数年間で、賭博法を緩和するだろう。 そして、世界のカジノ業界は、日本が

間もなくカジノを解禁して裕福なアジアの観光客を引き寄せるだろうと期待している。 

日本の与党の自由民主党では、既に数社の巨大な LAS スタイルのカジノを誘致する案が作

られている。 自民党のカジノ研究グループのアドバイザーToru Mihara は、衆院の半分が

カジノ解禁に賛成していると言っている。 彼は、2012 年にはカジノが解禁されるかも知

れないと、AFP のインタビューに答えている。 沖縄が、日本に於ける 初のカジノ解禁

地となるだろう。(channelnewsasia.com, 4/15/2007) 
 

（２）アポロ、インキーパーズ USA を 約 $800m で買収 
ホテル不動産投資トラスト Innkeepers USA が、Apollo Investment Corp.に、約 $800m（960
億円）で売却される事になった。 Innkeepers は、Residence Inns, Summerfield Suites, Hampton 
Inns ブランドの 74 ホテルを所有し、2006 年に $30.6m（37 億円）の利益を計上している企

業。 Apollo Investment Corp.の親会社の Apollo Management は、4 月 13 日、英国の不動産

企業 Countrywide PLC を当初の価格よりも値上げした 1.05bn（2,460 億円）で買収する事に

成功した。 このプレイベート・エクイティー企業は、先月、米国の不動産ブローカー グ
ループの Realogy Corp を $6.6bn（7,900 億円）で買収している。(wsj.com, 4/16/2007) 
 

（３）アイルランド投資グループ、47 マリオット ホテルを 1.1bn ポンドで買収 

アイルランドの投資グループ Quinlan Private が率いるコンソーシアムが、Royal Bank of 
Scotland から、47 の Marriott ホテルを 1.1bn ポンド（2,580 億円）で買収する。 アイルラ

ンドのプライベート エクイティー プロパティー グループが200mポンドの44%を投資し、

残りをイスラエルのプロパティーの重鎮 Igal Ahouvi とその顧客が投資する。 RBS は、こ
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の取引の 900m ポンドの負債を融資する。 Quinlan は、2 年前に、Savoy グループのホテ

ルを 1.3bn ポンド（3,050 円）で買収している。 
一方、InterContinental Hotels Group は、今年夏に、LON, HKG, NYC, PAR の 4 つのフラッグ

シップ ホテルを 1bn ポンド（2,350 億円）で売却する事を検討している。 買収入札希望

者には、Blackstone, Morgan Stanley, Goldman Sachs が含まれる。(FT.com, 4/16/2007) 
 

（４）中国、国境周辺の国外賭博場 121 軒を閉鎖 
中国政府は、近隣諸国の政府と協力して、国境周辺に存在していた国外賭博所 121 軒の閉

鎖に成功した。 現在は、ロシア、ミャンマー、ベトナムとの国境沿いの 28 軒のカジノだ

けとなった。 国外賭博場は、中国の大きな資金流出のチャネルとなっている他、公金横

領や、事業所得の不正の温床となっている。 中国の裁判所は、昨年、125 万人の違法賭

博者が絡む 381,000 件の賭博（48 億元≒720 億円に上る金が動いている）に関する訴訟を

取扱った。(channelnewsasia.com, 4/17/2007) 
 

（５）ライトストーンが、エクステンデッド ステイを 80 億ドルで買収 
Lightstone Group（Lakewood, N.J.）が、Extended Stay Hotels を Blackstone Group から $8bn
（9,600 億円）で買収する事に合意した。 これは、カジノ ホテル以外では 大の取引の

1 つで、ホスピタリティー不動産に対する投資家の熱狂的な買収が継続している事を示し

ている。 Lightstone は、この買収で、一夜にして急成長しているエクステンデッド・ステ

イのセクターの 大プレイヤーに躍り出る。 買収資金は、$1bn が自己資金、残りの$7bn
が負債による。 そして、米国 44 州とカナダで、683 のホテル（76,000 室）を所有する事

になる。 ポートフォリオには、2 つの Extended Stay America ブランド、Homestead Studio 
Suites、StudioPLUS Deluxe Studios、Crossland Economy Studios が含まれる。 

Blackstone は、2004 年 5 月に、当時 425 ホテルを所有していた Extended Stay America Inc.
を $1.99bn プラス負債 $1.13bn で購入し、それに、Homestead Village（2001 年 11 月に $600m
で買収）を含む他の買収 255 ホテルを追加した。(wsj.com, 4/18/2007) 
 

（６）米環境庁が、ホテルの環境対策を聴取 
The Environment Protection Agency は、同庁と取引を希望するホテルに対して、リサイクリ

ング計画、エネルギー消費効率化策から、細かい点では、ペーパーレスのビリング、タオ

ルの再使用などの環境対策の聴取を開始した。 EPA の年間出張予算は、$50m（60 億円）。 

EPA は、環境対策が不十分なホテルを取引から閉め出す訳では無く、彼等に環境対策を促

進させる事を目的としている。 政府の出張ポリシーを決めている General Services 
Administration は、各政府の旅行担当部門に対して EPA の環境チェック リストの採用を奨

励している。 これは、政府の年間出張予算 $13.5bn（1 兆 6,200 億円）の支出に大きな影

響を与えるだろう。(nytimes.com, 4/18/2007) 
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 その他  
 

（１）ウオール マートが、フォーチュン 500 リストのトップに返り咲いた 
Wal-Mart が、ExxonMobil を抜いて Fortune 500 の全米トップ企業に返り咲いた。 
売上高に基づくトップ 10 リストは、次の通り。 
1. Wal-Mart  351.1bn（利益 11.3bn） 
2. ExxonMobil 347.3（利益 39.5bn） 
3. General Motors 207.3 
4. Chevron  200.6 
5. ConocoPhillips 172.5 
6. General Electric 168.3 
7. Ford Motor Co. 160.1 
8. Citigroup  146.8 
9. Bank of America 117 
10. American Int’l Group 113.2 
(channelnewsasia.com, 4/16/2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 
 

米メジャーAA と WN と CO の第 1 四半期決算が発表された。 第 1 四半期は、需要のス

ラックなシーズンで弱い四半期にも拘らず、それに、東部地区を襲った度重なる大雪被害

で多くの欠航を出して減収を余儀なくされたにも拘らず、3 社は、大幅な増益好決算を計

上した。 
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4 月 20 日付け日経新聞夕刊に、「米航空会社に業績悪化懸念  ―国内線落ち込み 予想相

次ぐ― 」、という大きな文字の見出しが踊っているのが目についた。 （次頁にその切り

抜きコピーを掲載した。） 
第 1 四半期の各社の P/S とは、かなり違和感が有る記事の書き方だ。 確かに各社の CEO
は、先行きの見通しに慎重な姿勢を崩していない。 ウオール街のアナリストも、国内線

需要の減速を予想している。 しかし、それにしても、日経の基調は暗過ぎる。 
慎重な見通しを述べている CEO 達は、これから激しくなる組合との交渉に、伏線を張って

いる[だけの話]ではないだろうか。 
 
 
 

Southwest のトランスフォーメーション計画の話には驚かされた。 LCC の十八番である

ノーフリル サービスを諦めて、有料化したサービスを導入して、運賃以外の収入増加を画

策すると言っている。 そして、予約システムの更新が終了する 2009 年頃に国際線進出を

検討すると言っている。 （“トランスフォーメーション計画”などと謳っていたのは

FT.com だけで、wsj.com は、そんな大袈裟な表現はしていない。） 

先週は、欧州の LCC 大手 Ryanair が、今後 3 年〜4 年以内に大西洋路線に進出すると言

う記事が有った。（情報 265 P. 19） 
LCC が、国際線に進出するとなれば、フル サービスが必要となるだろうし、投入機材だ

って長距離線用の機材を購入せざるを得なくなる。（単一機種構成が崩れる） 
 

FSA（full service airline）が、LCC のモデルを真似て収支の改善に努力していたと思ったら、

今度は LCC が FSA のモデルを真似ている。 
 
 
 

2005 年 2 月 25 日に開催された運輸政策研究機構のセミナーで、British Columbia 大学の Tae 
H. Oum 教授（国際航空学会会長）が、「何れは、LCC と FSA の境界が曖昧化して、両者

のハイブリッドな航空会社が誕生する」と言っていた事を思い出した。 
 

確かに、彼が言っている様になって来ている。 （H.U.） 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 266  （ 以 上 ） 
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