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PhoCusWright Connect, 1/27/2010 

1. The iPad Effect n the Travel Industry 

アップル新 iPad と旅行業 

 

iPad は、旅行業にどんな影響を与えるのだろうか？ このレポートは、旅行会社がこの

新しい機器でどのように旅客とインタラクトすれば良いのか？に付いて触れる。 従っ

て iPad の機能ごとの検討ではない。 昨日の iPad の発表は、我々旅行業界に以下の幾

つかのことを示唆している。 

 

（１）消費者が旅行コンテンツを得る方法を、無限に変化させている。 

消費者は、彼らが選択するフォーマットや機器で、全てのコンテンツと情報を利用でき

るようにしたいと欲している。 伝統的印刷ガイド、パンフレット、Web サイト、モバ

イル、アプリケーション、Facebook ページなどの媒体が何であれ、又、電話、TV、iPad

などのアクセスポインドが何であれ、消費者は同一コンテンツをそれぞれで閲覧したが

っているのだ。 

 

10 年前は、パンフレットと Web サイトだけの単純な世界だった。 それが技術の進歩

で iPhones, netbooks, e-readers などの数多くの機器が、それぞれ自身のスペックとニーズ

とコストを伴って出現した。 “テクノロジーお宅”を喜ばしているが、一般の消費者

にとっては目まぐるし過ぎて大変だ。 残念ながら、この傾向は iPad の発表に見られ

る通り、近い将来に亘って際限なく続くようだ。 

 

我々は、コンテンツを車輪の中心に置いて、Web サイト、ブログ、アプリケーションを

スポークとすることを提案する。 そしてコンテンツを、それぞれのスポーク経由で利

用できるようにしなければいけない。 iPad 用のアプリケーションを開発する必要は未

だ無いかもしれないが、少なくともそれ用のコンテンツは用意するべきだ。 

 

（２）もう１つのアプリケーションを開発する必要は無い。 

iPad 用のアプリケーションを直ぐに開発するべきではない。 熱狂的な騒ぎが治まるま

で待つ方が良い。 消費者の利用状況を良く見極めてから、iPad のアプリケーションを

開発したら良い。 

 

（３）どんなスクリーンやシステムに対応するコンテンツが増加している 
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前述の（１）で述べた通り、家庭のスクリーン − − − TV、コンピューター、モバイル・・・

がますます代替可能（interchangeable）となりつつある。 消費者が TV を見たり、或

はラップトップでスキー旅行の計画を調べたりすると思ってはいけない。 これ等の機

器は代替可能となっているのだ。 毎朝 NYC タイムズを iPad で見て、そしてラップト

ップのフルスクリーンにスイッチすることができるのだ。 あるいは、NYC タイムズ

のビデオを携帯で引き出すことだって可能だ。 自分は、先週の土曜日タイムズを

Blackberry で見て、決してコンンピューターを ON にしなかった。 

 

 

 

（４）e-reader や e-book の読者が、将来の旅行ガイドに影響を与えるだろう。 

iPad のような機器が、紙媒体を駆逐してしまうのだろうか？ 本や雑誌やパンフレット

は全て iPad でダウンロード可能だ。 旅行とレジャーの会社であれば、iPad のアプリ

ケーションに最新旅行情報を配信したら良い。 コストが少なくて済み（理論上は）、

それに加えて閲覧状況を追跡し統計をとることができる。 紙媒体が全て無くなる訳で

はないが、各家庭の iPad を利用しないことはない。 紙媒体の静止画像や地図からイ

ンタラクティブなビデオに替えることを考えなければいけないタイミングが来ている

のかもしれない・・・。 消費者は、e-reader 経由で配信するオンライン ビデオ ガイ

ドを見てくれるだろうか？ 時間が経てば分かるだろう。 

 

以上が、コメントだ。 iPad 発表直後のコメントなので、未だ思慮不足が否めないだろ

うけれども、将来の iPad や類似のその他のデバイスと旅行業の関係が大きく変わって

行くことは確かなようだ。 ■ 
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nytimes.com, 2/02/2010 

2. New Meetings Industry Emerges After a Boom and Bust 

 需要減少の後で、ミーティング業界変身 

 

景気低迷テンポに対応して 2008 年中頃から法人需要が減少し始めた。 特に AIG ショ

ック*後は、需要が冷えきってしまっている。（*=2008 年 9 月に AIG が $85bn の政府支

援金を受け取った 1 週間後に豪華な販売員慰労パーティーを加州の豪華リゾートで開

催して糾弾された事件。） 

2007 年には、ミーティング業界は法人需要支出およそ $200bn（18 兆円）の 44%を構成

していた（米国旅行協会調）。 2009 年上半期には、国内のホテルは ミーティングだ

けの取消で▲$1bn の収入を失った。 2009 年の 1 月〜11 月の間には LAS のコンベンシ

ョンの参加者数は前年の同期間との比較で▲25%低下した。 

 

しかし最近緩やかではあるが、法人需要が回復して来ている。 業界は、この回復に乗

じてミーティング需要の喚起に努力している。 しかし企業は、ミーティングの形態を

変化させつつある。 その 1 つは、コストをかけないイベントの実施だ。 そして 2 つ

目は、幾つかのイベントをビデオ会議などのバーチャル ミーティングに変更しつつあ

る。 ミーティング業界は、この企業の変化に対応して、ミーティング料金の透明性改

善に努力している他料金の値引きを実施している。 今やこの市場は、完全に買い手市

場となっているのだ。 

 

そしてバーチャル ミーティングにも積極的に対応している。 法人のミーティングと

イベントの全ての管理に必要となるテクノロジーを提供している StarCite 社は、バーチ

ャル ミーティングを取り扱う専門企業 Expo2 を設立した。 今年のこの企業が取り扱

うバーチャル イベントは 1,000 件となるだろう。 Expo2.com の Web サイトは、コン

ベンションセンターのレイアウトをオープンして、プログラムや展示とリンクさせてい

る。 ナビゲーションは、不動産の販売業者が住宅を展示するのに使用しているバーチ

ャル住宅ツアーと同様にシンプルにできている。 そして説明やプレゼンテーションは

ライブで実施し、双方向性機能を有している。 コストは、実際の展示場の設営に比べ

て極僅かしかかからない。 この新種のオンライン ミーティング事業は、既存市場の

10%〜20%を容易に獲得するだろう。 しかし、展示会のあとのパーティーは開催でき

ない。 下図は、Expo2.com サイトの HP からのコピペである。 
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■ 

 

 

 

PhoCusWright Connect, 1/27/2010 

3. Six Brand Leadership Lessons from Air New Zealand, and the 

flatbed seat in Economy Class 

 NZ 航空の 6 つのイノベーションからの学習 

 

NZ 航空が、正に革新的な Y クラスのフラットベッド席オプションを導入する。 この

記事について多くのコメントが殺到した。 中でも Arun Rajagopal の「NZ のブランド

強化の 6 つの学習」が面白い。 以下にそのコメントを掲載する。 Arun は、オーマ

ンの Wunderman のクリエイティブ スーパーバイザーで、著作「The Age of Conversion」 

で賞を貰っている。（NZ のフラットベッド席オプションについては、前週号 勉強会 412
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号 P.3 を参照下さい。） 

 

「NZ のブランド強化の 6 つの学習」 

 

（１）マーケティングは大胆かつダイナミックであるべきだ 

NZ の最近のマーケティングは極めて大胆かつ斬新だ。 “Nothing to Hide”は、LCC

の“隠れた運賃”（hidden fare = 手荷物料金などの今迄無料であったフィー）に対する

NZ の挑戦だ。 2009 年 5 月には CEO Rob Fyfe が、手荷物の取扱者としてボディーペ

インティングで TV コマーシャルに特別登場した。 NZ は、裸になることで 隠れた運

賃は何も無いと言っているのだ。 パイロットや客室乗務員たちもボディー ペインテ

ィングで登場した。 

 

 CEO Rob Fyfe 

 これはボディーペインティングです。 

 

 

2009 年 10 月に実施した、多分世界初のマッチメイキング便（matchmaking flight）AKL

→LAX は、150 人の独身者を集め、搭乗前と後のパーティーから全てを自社のソーシャ

ル・ネディア・ネットワーキングのサイトで配信した。 この企画には、賛否両論のコ

メントが寄せられた。 これらの全ての NZ 航空のアクティビティーは、航空旅行に楽

しさを呼び戻そうとする努力である。 

レッスン： マーケティングは大胆に、そして因習に囚われず自由に顧客に訴えろ。 
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（２）プロダクト そのものが問題だ 

どんなにマーケティングが良くても、良いプロダクトが無ければ始まらない。 NZ は、

SkyCouch と呼ばれるフラットベッド席オプションを Y クラスに導入した。 このプロ

ダクトが成功するかどうかは、導入後の実績を見てみないと分からないが 革新的なプ

ロダクトで在ることは間違いない。 一部は、Emirates 航空の F クラスのシャワーと

SQ の F クラス ダブルベッドに匹敵する最近の航空 3 大プロダクトだと言っている。 

レッスン：プロダクトの改善努力を怠ってはいけない 

 

 

 

 

（３）プロダクトの差別化が必要だ 

もし競争相手との差別化に成功すれば、必ず顧客はそれを認識してくれる筈だ。 航空

業界は、全世界のどの店でも同じメニューとサービスを提供しているマクドナルドのア

プローチと瓜二つだと言われている。 航空業界では、誰かが LCC を立ち上げれば、

他も直ぐ真似する。 誰かが手荷物を有料化すれば、直ぐさま他も有料化する。 

NZ の SkyCouch は、革新的なプロダクトだ。 そしてプライシングとポジショニング

についても優れている。 NZ は、これだけにとどまらず、最近、数多くの革新的プロ

ダクトを市場に出している。 なるほど、だから Air Transport World マガジンの年間最

優秀航空会社に輝いたのだ。 

レッスン： あなたは、差別化で何を努力したのですか？ 

 

（４）リーダシップはトップから 

変化に対する積極的な取り組みは、トップが率先垂範しなければ実現しない。 Rob 

Fyfe のリーダシップは、「NZ の優秀な君ならば必ず実現できる」という社員に対する
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動機付けをおこなって、次々と革新的なアイディアを産み出している。 

「我々は、ニュージーランドの方法で航空会社を運営しているのだ」 

「我々は、決して SQ やマックの真似なんかしない」 

「正真正銘のニュージーランド人が、顧客にニュージーランド流のサービスを体験して

もらうのだ」、と彼は社員に語りかけている。 

レッソン：あなたは、会社で Fyfe みたいになっていますか？ 

 

（５）イノベーション率 

NZ は、世界で初めて持続可能なバイオ燃料を使用した。 宇宙にロケットも打ち上げ

ている。 企業にとっての最大の資産の 1 つは人財だ。 人の知識と技能だ。 人を束

ねて、企業内に革新の文化とその風土を創り出して“イノベーション率”を高めること

が必要だ。 

NZ には、「Test Flight」と呼ばれている社員のアイディアを幹部チームにプレゼンテー

ションできる面白いプログラムが存在する。 アイディアが採用されると、提案者はそ

れが成功した場合は、利益の一部をシェアーできる制度だ。 また、航空業界以外のこ

とも良く勉強している。 ショッピングセンター、大学などいろいろな施設を研究して

NZ で利用できる物がないかをウオッチしている。 

レッスン：あなたの会社のイノベーション率は高いですか？ 

 

（６）人が差別化を作り出す 

NZ は、社員の熱意（enthusiasm）と創造力（ingenuity）の価値をシッカリ認識して職場

環境を創り出している。 だから、年間最優秀航空会社に選ばれたことを記念して、

11,000 人の社員全員に +1 日の有給休日を与えたのだ。 

レッスン：あなたの会社の社員は、企業の成長にどのように貢献しているのですか？ 

彼らのモチベーションを高めることを行なっている？ 

■ 

 

 

 

4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）世界ツーリズム +3% ~ 4%  — 2010 年 

国連の世界観光機関（UNWTO）は、2010 年の世界のツーリスト訪問者数の合計が +3% 
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~ 4%増加すると予測している。 2009 年には、世界の法人+レジャー+その他の訪問者

数は、▲4%減少して 8 億 8,000 万人となった。 訪問先国における支出は、およそ▲6%

減少したと推定されている。 第 4 四半期の需要上昇で、2009 年のマイナス幅が▲4%

と少なくなった。 世界のスーリズムのこの数値は、世界貿易の▲12%減よりも余程良

い。 IATA が発表している世界の旅客数は、昨年 9 月から対前年同月比がプラスにな

っている。 OAG のデータによれば、世界の航空座席供給（ASK）は、過去 5 ヶ月間

連続でプラス成長となっている。 2010 年には、2 月の YVR の冬期オリンピック、6

月の南アの FIFA 世界サッカー大会、5 月〜10 月の上海万博と大型イベントが目白押し

なので、訪問者数を増加させる要因となる。 楽観的な予測とは裏腹に、高い失業率、

テロの脅威、燃油費の最高騰などの懸念材料にも事欠かない。 (phocuswright.com, 

1/18/2010) 

 

 

 

 

 

（２）ウオールストリートジャーナルが旅行会社立ち上げ 

Wall Street Journal が、1 月 28 日に 新たな事業 WSJTravel を立ち上げた。 210 万の読

者に対して、先ず 50 のツアーを販売した後で更に目的地を追加する。 WSJTravel は、

WSJWine（2008 年 9 月）と WSJstore（2009 年 11 月）に続く WSJ が手がける 3 番目の

事業だ。 WSJTravel は、ニュージャージー州の Advanced Travel Center LLC が運営する。

(Phocuswright.com, 1/28/2010) 
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（３）トラベルポート上場計画 自社バリュエーション 22 億ポンドと想定 

PE 企業の Blackstone が 70%保有する Travelport が、2 月 1 日、ロンドン証取上場で自社

のバリュエーションが 最高で $3.45bn に達するだろうと語った。 Travelport は、上場

で$1,775m の資金を調達する計画だ。 この資金は、Travelport の負債の返済に充当さ

れる予定だ。 上場株価は、1 株 2.10 ポンド〜2.90 ポンドで販売される予定。 Travelport

は、Worldspan と Galileo のコンピューター予約システムに加えて、宿泊施設と地上旅行

とツアーのホールセラーである Gullivers Travel Associates を抱えている。 2 月 1 日、

Galileo は、Thomas Cook の英国内オペレーションと複数年の流通契約を締結した。

(FT.com, 2/01/2010) 

 

（４）アメリカンエクスプレスが中小企業に法人管理サービス販売 

American Express が、年間 $10m 以下の出張予算を持つ中小企業に対して法人旅行管理

サービス Axcentis の販売を開始する。 今迄長年中小企業向けに販売していた法人旅行

管理サービスを 1 つのまとめたプログラムに改編して組織立った販売を開始し、中小企

業のコスト削減を支援する。(travelweekly.com, 2/02/2010) 

 

（５）ロス裁判所、市税務署の OTA に対するホテル宿泊税未納訴訟を却下 

LAX 高裁の判事は、Anaheim 市の OTA に対するホテル宿泊税 $21m の未納訴訟を却下

した。 OTA はホテルを所有せず運営管理もしていないので、ホテル宿泊税を支払う

義務を負っていないというのが却下の理由。 OTA に有利な判決は、これが 8 番目の

ケースとなる。 しかし、San Antonio の裁判所は、OTA は税の支払義務を負っている

という判決を下している。 OTA は控訴する予定だ。(travelweekly.com, 2/02/2010) 

 

（６）ビングトラベルの春休み運賃予想 

2 月 2 日の MSN の Bing Travel の春休み（2 月 28 日〜3 月 31 日）運賃予想では、航空

運賃が +9% 上昇すると予想している。 反対に、国内ホテルは▲15% 下がるだろう
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と言っている。 平均航空運賃は、$349 に +9%上昇するだろう。 土曜日発日曜日帰

りの典型的なパターンの旅行は $418 に +16%も上がると予想されている。 航空運賃

は、2008 年レベルまで復帰している。 

しかし幸いなことにホテルが大幅値下げしているので、旅行費用の総額は増加しないか

もしれない。 Bing Travel は、ホテル料金が 1 泊平均 $173 に▲15%低下すると予想し

ている。 人気目的地の LAS は $103 に▲27%も低下するだろう。 その他の人気スポ

ットの Maui, Orlando, カリブも同様に大幅に下がっている。 Bing Travel は、航空運賃

やホテル料金の購入のベストタイミングを案内する Price Predictor（ホテルの場合は

Hotel Rate Indicator）を使用することを提案している。(phocuswright.com, 2/03/2010) 

 

（７）トラベロシティー、ラスベガスのチケット販売業者売却 

Travelocity が、Las Vegas に 30 店舗を持つ イベント チケットとツアー販売のリテーラ

ーAll State Tours を Entertainment Benefits Group に売却した。 売却価格は明らかにされ

ていない。 2004年にTravelocityは、$25mでAll State Toursを買収した。(travelweekly.com, 

2/03/2010) 

 

（８）トリポロジーが営業停止 

販売リードのジェネレータである Tripology が、2 月 2 日、資金繰りに行き詰まり営業

停止に追いやられた。 12 月に Mark Deutsch が資金投入をおこなっていたが、先週こ

の資金を引き上げた。 Tripology は、新たな資金提供者を探している。 同社は、2007

年に設立されたリードジェネレーターで、設立以来 13 万件の旅行リクエストを旅客か

ら受け付けた。(travelweekly.com, 2/04/2010) 

 

 

 

 空 運  

 

【米 州】 

（１）米運輸省、航空管制近代化に予算配分 

米運輸省は、前年度比 +2.05%の $77.59bn の 2011 年度連邦予算を要求した。 この予

算案の中には、航空管制システムの近代化、都市トランジットの安全性改善（$30m）、

国家インフラの建設（$4bn）に優先度を置く裁量支出が含まれている。 

FAA には、+30%増の航空管制システム近代化支出を含む +4%増の $12.95bn が割り当

てられている。 またこの予算案には、経済活性化プログラムの一環で先週配分された 

$8bn に上る高速鉄道投資に加えて 更に +$1bn の高速鉄道計画支出を含んでいる。

(wsj.com, 2/01/2010) 
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（２）オバマ、空港スキャナーとエアーマーシャルにより多くの予算配分 

オバマ大統領が、2 月 1 日に発表した 2011 年度連邦予算で 空港スキャナーとエアーマ

ーシャルにより多くの予算を配分する提案をおこなった。 しかしこの提案には、新た

な航空ユーザーフィーの創設には触れていない。 予算の内訳は、国土安全保障省のテ

ロ対策費に $214.7m（スキャナー500 台増設を含む）、エアーマーシャル増員に $85m、

空港捜査犬に  $71m、爆発物探知装置に  $374m となっている。(travelweekly.com, 

2/02/2010) 

 

（３）コンチネンタル航空、コンコルド墜落事故で過失致死容疑 

仏 Pontoise 犯罪裁判所で検察は、2 月 2 日、CO 航空と同社の当時の空港従業員（2 人）

に対して 2000 年 7 月 25 日に発生した AF のコンコルドの CDG 空港墜落事故（地上を

含む 113 名死亡）で、過失致死罪を要求するだろう。 この求刑は、事故機の 26 分前

に離陸した CO 航空の DC-10 型機から滑走路に落下した金属部品が、コンコルド機の右

翼の燃料タンクに突き刺さったことが原因とした事故調査委員会と司法捜査の調査結

果に基づいている。 CO は、事故機は滑走路上の落下物を拾う前から火災を発生させ

ていたと主張し容疑を否認している。 検察は、コンコルドのタイヤのパンクが火災発

生の原因ではないと見ている。 そして、燃料漏れを防止するタンクの航空機設計にも

瑕疵がなかったと主張する模様。 法廷には、コンコルドを英国の BAC と共に設計し

た国営アビエーション グループ Sud-Aviation の元幹部 2 人も召喚される。(FT.com, 

2/01/2010) (wsj.com, 2/03/2010) 

 

 

 

 

Flames leap from the Air France Concorde as it takes off 

from Charles de Gaulle in July 2000 

 

 

 

（４）ボーイング、2010 年デリバリー機数 460 機〜465 機 

ボーイングは、2010 年のデリバリー機数が 2009 年の 481 機を下回って 460 機〜465 機

になるだろうと語った。 ボ社は、現在 3,400 機（$250bn≒23 兆円）の受注残を抱えて

いる。 台湾への武器輸出が中国との商談に影響を与えないか？という質問には、回答

を回避した。 

1 年以上遅れている B747-8 の試験飛行が 2 月 8 日にも開始される。 今年末にはデリ
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バリーが開始されるだろう。 この飛行機は、ボーイング社の航空機の中で最も長い

253 フィート（77 メートル）航空機で、新しく設計された翼と B787 型機と同一のコッ

クピットを有する。 最初の B747-8 は、貨物専用機。 ボ社は、108 機の B747-8 を受

注している。 内訳は貨物専用機が 76 機と旅客機が 32 機。(wsj.com, 2/01, 04/2010) 

 

（５）米航空会社、定時性改善でブロックタイム延長 

米航空会社各社がブロックタイムを延長している。 DL715 便 NYC→LAX は、1996 年

の所要時間より 1 時間も長く７時間以上となっている。 Southwest の PHX→LAS 便は

60 分から 80 分に、AA の CHI→Newark は、2 時間から 2 時間半に延長されている。 

Northeaster 大学の調査によれば、1977 年から現在迄の間に、飛行場のグランドタイム

（ゲート離脱から離陸迄と着陸からゲート到着迄）が +9.9 分増加し、飛行時間が +６．

１分増加し合計 16 分ブロックタイムが増加している。 この比較は同一機種同一路線

で比較されている。 各社のブロックタイムの延長は、以下の理由に基づいている。 

（１）運輸省の定時性統計を良く見せたがっている。 

（２）燃料節約の為に飛行速度を▲2%低下させている。 

（３）混雑飛行場（特に北東部の飛行場）の管制遅延への対応を余儀なくされている。 

(wsj.com, 2/04/2010) 

 

（６）FAA セカンドオフィサーのライセンス厳格化 

FAA がパイロット資格の厳格化を試みている。 先ず始めに、セカンドオフィサー（SO）

のライセンス認定を厳格化させることを考慮している。 SO に対して、学習要件の充

実と、高高度や悪天候の操縦訓練の強化を求めている。 そして SO ライセンス取得に

対して、今迄のミニマム 200 時間の操縦経験に数百時間を追加することと、与圧機に対

する追加訓練を提案している。 更には、新たな航空会社に移籍した場合は、ライセン

スの取り直しを要求している。 この商業航空機のパイロット ライセンス強化は、2009

年 2 月のリジョナル航空会社 Colgan Air の Buffalo 空港近郊墜落事故（50 名死亡）が引

き金となっている。 

 

 

【欧 州】 

（１） アリタリア、再建後初のスト 

運輸組合 FiltCgil が、給与を含む労働協約を不満として 2 月 5 日（金）に 4 時間のスト

を計画している。 実施されれば、2009 年初めに民営化して新たに生まれ変わった AZ

の初めてのストとなる。 AZ は、Silvio Berlusconi 伊首相のリーダーシップに基づいて

Roberto Colaninno が率いたイタリアの企業家 24 人により“イタリアの航空会社”とし

て再建がスタートした。 旧 AZ と Air One が合併し、AF/KLM が 25%を出資した。 新
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AZ は、現在 伊国内線 25 路線と国際線 50 路線（AF/KLM コードシェア―便を含む）を

運航し、14,000 人の従業員と 150 機の航空機を保有している。 2009 年には 2,170 万人

を輸送し、イタリア市場シェアー52%を確保している。 2009 年第 3 四半期には過去 4

年間で初の利益（trading profit）15m ユーロを計上した。 この期末の負債は 831m ユー

ロとなっている。 Phoenix 計画でコストを削減し 2011 年迄に損益分岐点の到達を目指

している。 定時性は 82.5%に改善した。 ROM=Linate の重要なビジネス路線では 90%

に達している。（LIN 空港スロットでは、ライバル企業の Mendiana より不公平なスロッ

ト配分だとして訴訟されている。）(FT.com, 1/31/2010) 

 

（２）ガトイック空港、航空会社誘致に努力 

昨年 12 月に London City 空港を保有する Global Infrastructure Partners（Credit Suisse と

GE のインフラ・ファンド）に 1.5bn ポンドで売却された LGW 空港が、乗入れ航空会社

誘致に努力している。 昨年の利用者数は▲5.3%低下した。 しかし 10 月からは 3 ヶ

月連続で旅客数が前年同月比プラスに転じている。 

一方、世界第5位の年金基金である韓国のNational Pension ServiceがLGW空港株を100m

ポンド弱で 12% 購入した。 この LGW 取引には、購入価格の 45%の銀行ファイナン

スが付いている。 NPS は、2014 年迄に総ポートフォリオを $240bn から $400bn に拡

大することを計画している。 その一環で海外投資を拡大している。  

世界の主要ソブレインファンドの 1 社である Abu Dhabi Investment が、LGW 株を 15%

近く購入した。 ADIは、Citigroupへの投資で▲$7.5bnの巨大損失を蒙っている。(FT.com, 

2/01, 04/2010) 

 

（３）欧州委員会、ワンワールドの申請を熟考 

欧州委員会は、oneworld が提出した空港スロット割譲を含む譲歩案を検討している。 

この譲歩案では、BOS, NYC, DAL, WAS 線に使用している LHR と LGW の一部のスロ

ットが放棄されている模様である。 委員会は、当該路線の運航会社に対してこの譲歩

案についてのコメントを求めている。 ライバル企業のコメント収集後に委員会の対応

を決定する。 一方これとは別に、米運輸省は委員会とも共同しながら oneworld に対

する ATI 適用可否を審査している。 2 月中旬には決定が下されるだろう。(wsj.com, 

2/01/2010) 

 

（４）ロシア、国営航空会社をアエロフロートに吸収 

ロシアは、国営航空会社 2 社体制（Aeroflot + Rosavia）を放棄して 6 社の小規模国営航

空会社をAeroflotに吸収させる。 SUの国内線旅客シェアーは 15%から倍の 30%〜35%

になるだろう。 Rosavia は、国営コングロマリットの Russian Technologies が所有する

こととなっていた。 中小航空会社を吸収することで SU の負債が多額となり、ますま
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す SU の財務体質が悪化すると言われている。 

ロシアの航空旅客市場は 4,500 万人（2009 年、前年比▲10%減）と LH の輸送量よりも

少ない。 SU は、昨年 870 万人の旅客を輸送した。(FT.com, 2/02/2010) 

 

（５）英国航空 大西洋 ATI 取得楽観視 

oneworld の提携強化プログラムについて BA と欧州委員会の間で協議が持たれている。 

BA は、LHR 空港のスロットを割譲して、委員会が求めている競争環境の維持に協力（譲

歩）する模様である。 欧州委員会は、1 月 31 日に、BA のライバル企業に対してこの

BA の譲歩案に付いてコメントを求めていることを確認した。 委員会は、昨年 9 月に

oneworld の提携強化プログラムに反対する意見書（statement of objections）をまとめた。 

そして、その中で委員会は、欧州と米国間の 7 路線で競争環境が著しく悪化すると述べ

ていた。 

oneworld は、1996 年以来過去 2 回 提携強化プログラムの申請を行なったが、LHR 空港

のスロット割譲を求められた為に申請を撤回した。 ほぼ 18 ヶ月前に提出された 3 回

目となる申請は、2008 年 3 月末に発効したオープンスカイ協定により LHR 空港の乗入

れ規制が撤廃された後の申請となるので、委員会の合意取得が容易になったと言われて

いる。 BA は、米運輸省に申請した ATI 適用も間もなく承認されるだろうと言ってい

る。(FT.com, 2/01/2010) 

 

（６）英国航空、客室乗務員の勤務条件変更で +80m ポンドのコスト節約 

BA は、一方的に客室乗務員の勤務条件を変更した。 四分の三のクルーの賃金を凍結

し、3,000 人のクルーをパートタイム勤務に変更し、LHR 発着長距離線の乗務編成数を

15 人から 14 人にカットした。 BA は、このリストラ計画により 18 ヶ月間で約 80m ポ

ンドのコスト削減が実現できると言っている。 11 月 16 日からは、組合の合意無しに

14 人編成が実施されている。 BA の客室乗務員組合 Unite（組合員 12,000 人強）は、

労働協約違反に当たるとして、2 月 2 日高等裁判所に この一方的編成数削減の差し止

めを訴えた。 そして、2 月 22 日を期限とするスト権確立のための組合員投票を実施

している。 しかしその一方で、話し合いによる解決を求めて会社側と突っ込んだ労使

協議を継続している。(FT.com, 2/04/2010) 

 

（７）英国航空、第 3 四半期で営業利益計上 周囲を驚かす 

BA が第 3 四半期で営業利益を計上して周囲を驚かしている。 この営業利益計上は、

過去 5 四半期で初めての利益計上となる。 燃油費は▲22%、人件費は▲10%減少した

ことが貢献した。 しかし、3 月 31 日に終了する年度決算では、多額の欠損を計上す

る過去最悪の決算となることは間違いない。 BA は、多額欠損に加えて客室乗務員の

勤務条件の変更と▲37 億ポンドに上る積み立て不足を発生させている年金基金の大き
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な 2 つの問題を抱えている。 

 収 入 営業利益 税前利益 

第 3 四半期 N.A. +25m ﾎﾟﾝﾄﾞ（▲51m） ▲50m ﾎﾟﾝﾄﾞ 

2009 年度 9 ヶ月 6.14bn ﾎﾟﾝﾄﾞ▲13% ▲86m（+89m） ▲342m（▲70m） 

(FT.com, 2/05/2010) (wsj.com, 2/05/2010) 

 

（８）ライアン航空、他社低迷でシェアー拡大 

摘み取り旅客数で世界最大の Ryanair が、競合他社

のコンソリや倒産と自社のフリート拡大でシェア

ー益々向上させるだろう。 特にイタリア、スカン

ジナビア、英国でシェアーが上昇するだろう。 最

近数ヶ月間でドイツの Blue Wings 、英国の

Flyglobespan、スロバキアの Sky Europe & Seagle Air、

イタリアの My Air が倒産した。 

Ryanair は、第 3 四半期決算で純損▲10.9m ユーロを計上した。 2011 年度では、+10%

増の 7,300 万人を輸送するだろう。 2013 年までには、（ボ社との機材購入交渉が決裂

したために）10 億ユーロの余剰資金を捻出し、それを株主に配当として還元すること

を計画している。 

 FY2009 第 3 四半期 前年同期比 備 考 

収 入 612m ユーロ 604m ユーロ 運 賃▲12% 

純 益 ▲10.9m ユーロ ▲118.8m ユーロ 燃油費▲37% 

(wsj.com, 2/01/2010) 

 

 

【アジア】 

（１）アジア太平洋地区航空旅客 北米を抜く 

IATA によれば、2009 年のアジア太平洋地区の航空旅客数 6 億 4,700 万人が、初めて米

加墨の合計を 700 万人上回った。 この数値には、豪州と NZ を含み、中東を含まない。 

アジア太平洋地区の需要は、全世界の 25%を構成する。 中国が世界最大の単一航空市

場として浮上しつつある。 北米は、航空貨物では世界最大市場となっているが、アジ

アに抜かれるのも時間の問題だ。 IATA は、この地区の力強い経済成長に支えられた

旅客が、2013 年迄に更に 2 億 1,700 万人増加すると予測している。 

ボーイングは、今後 18 年間にこの地区の新造航空機需要が、北米の需要 7,690 機（$680bn

≒61 兆円）を抜いて、8,900 機（$1,100bn≒100 兆円）になると予測している。 中国

の商業機は 2000 年に日本の保有機数とほぼ同数であったが、現在は 1,400 機と日本の

540 機の倍以上となっている。 
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IATA は、この地区の航空会社が 2009 年に▲$3.4bn の損失を計上すると推定している。 

2009 年の世界の航空会社全社の損失は▲$11bn と推定されている。 2010 年には、こ

の地区の航空会社の欠損は▲$700,000 に低下するだろう。 世界の航空会社全社では▲

$5.6bn となるだろう。(FT.com, 1/31/2010) 

 

（２）カンタス航空、殆どの長距離線で F クラス撤廃 

QF 航空が、長距離線用機材の$350m にのぼる改修計画の一環で、三分の二の F 座席を

撤廃する。 F 座席の減席で Y クラスは +20%増加する。 プレミアム需要の大幅な減

少に対応した措置である。 F クラスは、LON 線と LAX 線のみとして、F 保有機材を

30 機から A380 型機×12 機のみに減機する。 以上は、Australian Financial Review 紙の

報道。(channelnewsasia.com, 2/01/2010) 

 

（３）シンガポール航空 第 3 四半期 +20%増益 

SQ の第 3 四半期決算が +20%増益の純益 S$403.7m（$286.3m）となった。 第 1 四半

期欠損▲$307m と第 2 四半期欠損▲S$159m の 2 四半期連続欠損から黒字に転換した。 

 2009 年第 3 四半期 前年同期 

収 入 S$3.42bn ▲18% 

営業利益 S$322.9m S$356.7m 

純 利益 $$403.7m S$337.2m 

(wsj.com, 2/02/2010) 

 

（４）中国国際航空、今後 5〜6 年間で +400 機必要 

Air China SVP He Li が、同社は今後 5〜6 年間でおよそ 400 機の追加機材が必要になる

と語った。 2010 年のデリバリーは 30 機に上る。(wsj.com, 2/03/2010) 

 

（５）ガルーダ 年内に上場計画 

GA 航空が、今年中頃に$300m の上場を計画している。 数年間の連続欠損の後に GA

は 2008 年に +$66m の利益を計上した。 天然資源をバックにインドネシアの GDP は

今年に +5%成長を達成するだろう。 GA は、今後 5 年間に現在の 67 機のフリートを

116 機に増機する。 そして今年には 24 機のデリバリー（主として B737-800 と

A330/320）を受け取る。 2 年以上もデリバリーが遅れている B787×10 機を B777-300

に変更した。 そして今年末迄に、およそ 20 機を保有する低コスト航空会社の設立を

計画している。(wsj.com, 2/03/2010) 

 

（６）タイ航空 $755m の割当増資 

TG 航空が、250 億バーツ（$755m）の割当増資の実施を計画している。 これにより得
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る資金は、負債の返済に充当される。(wsj.com, 2/04/2010) 

 

（７）香港航空、A330×6 機発注 

Hong Kong Airlines が A330-200×6 機を発注した。 この発注により、A330 型機の総発

注機数は 23 機となった。(wsj.com, 2/04/2010) 

 

（８）バージンブルー 利益計上見通し 

Virgin Blue（豪）が、6 月 30 日に終了する会計年度で A$80m〜A$110m（除く特別勘定

項目）の利益を計上する見通しである。 前年度の▲A$93m の欠損から利益計上に復

帰すると予想されている。(wsj.com, 2/04/2010) 

 

 

 

【日本航空関連ニュース】 

・ wsj.com 1/29/’10  ANA’s Net Loss Narrows 

ANA の第 3 四半期の決算が▲98 億円となった。 前年同

期は▲126 億円よりも損失幅が縮まった。 

・ wsj.com 2/01/’10  JAL to Decide on Partner Soon 

財政難に陥った JAL の大西新社長が、今月中旬には DL

か AA のどちらと提携するかを決定すると語った。 

・ travelweekly.com 2/4/’10 ANA delays launch of new long-range jet 

B777-300ER の JFK 線投入を 2 月 20 日から 4 月 19 日に延

期する。 プレミアム Y 席（24 席）の投入は、8 月まで

延期する。 Y クラスを 112 席から 139 席に増席した。 

・ wsj.com, 2/01/’10  Boeing Exec: On Track To Delivery 787 To ANA By 

End-2010 

  全日空へのB787は今年末迄に引き渡だれるだろうとボ社

幹部が語った。 現在2機が試験飛行を実施している。 今

月には+2 機、今年中頃には合計 6 機が試験飛行を実施す

る。 JAL から受注した 71 機は、1 機の取消も受けていな

いと言っている。 

 

 

 水 運  

 

（１）クルーズに対するネガティブな報道 
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今年初め、米下院は Cruise Vessel Safety and Security Act を可決した。 これでクルーズ

の犯罪が減少すると各紙はコメントした。 マスコミの偏った報道で、クルーズでは頻

繁に犯罪が起きているようなネガティブなイメージが出来上がってしまっている。 

クルーズ人口が少なく、アメリカ市民のタッタの 19%しかクルーズを経験したいことが

無いことが影響している。 マジョリティーは、ネガティブな記事ばかりを書いている

記者を含めて、クルーズを知らないのだ。 2007 年のクルーズ犯罪は 207 件発生した。 

この間の乗船客は 440 万人であったので犯罪発生率は 0.01%以下となる。 それに引き

換え LAS の犯罪率は訪問者 1,000 人に対して 147 件が発生している。 Orlando では 112

件となっている。 クルーズは、これ等と比較すると極めて安全だということが分かる。 

公平な報道姿勢が求められている。(travelweekly.com, 1/26/2010) 

 

（２）パナマ 通行料値上げプログラム維持 

海運業界からの値下げ要請が継続しているにも拘わらず、パナマ政府は断固として運河

通行料の値上げプログラムを維持して行くと言っている。 運河拡張工事（工事費 

$5.25bn）の資金を捻出する為だ。 2014 年に拡張工事が完成すれば、通行量が 2 倍と

なりメガ大型船舶の通行が可能となる。 2009 年の通行量は▲2%減少した。 コンテ

ナ船が減少し、穀物を輸送するバルク船が増加した。(FT.com, 2/01/2010) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）UPS 第 4 四半期▲9%減益 

UPS の第 4 四半期決算は▲9%の減益となり純益が $757m となった。 この決算は、ア

ナリストの予想をはるかに上回った。 通期では▲35.3%減益の $2.3bn の純益（為替要

因と減損会計を除く）となった。 通期の 1 株当たり利益は $2.31 となった。 今年第

1 四半期は、昨年を若干上回る結果となるだろうと予想している。 緩慢なペースでは

あるがパッケージの配達量が増加しつつある傾向が伺える。 2010年の利益見通しは、

1 株当たり利益 $2.70〜$3.05 を予想。 (FT.com, 2/02/2010) 

 第 4 四半期 前年同期 備 考 

収 入 $12.38bn ▲2.5% 国際パッケージ+5.8% 

純 益 $757m $829m $0.75/1 株 

 

（２）欧州高速鉄道 英仏海峡トンネル乗入れへ 

独 ICE を含む欧州大陸の高速鉄道のチャネルトンネル乗入れが、間もなく実現するだろ

う。 チャネルトンネルのレギュレーターは、欧州大陸の大型列車の走行を実現するた
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めに安全規則の変更を検討している。 ICE は、昨年 12 月に CGN=BRU=LON の路線

開設を実施したいと語っている。 ICE は、この新路線の年間需要を 100 万人と予測し

ている。 新規に乗り入れる大陸の高速鉄道は、列車の最低の長さを 400m に調整し、

（トンネル内非常口は 375m の間隔で設置されているため）、トンネル内とトンネルか

ら LON 迄の線路の信号システムに対応するための改修が必要となる。 チャネルトン

ネルは、現在、SNCF（仏）、London & Continental Railways（英）、SNCB（ベルギー）の

3 社が共同管理している Eurostar だけが利用している。(FT.com, 2/03/2010) 

 

 

 

One of Deutsche Bahn’s ICE high-speed trains pulls into Cologne. 

The company said 1m passengers a year from Germany might use 

a service to London 

 

 

（３）トヨタ車リコール、レンタカー会社に影響 

810 万台のトヨタ車リコールで、米レンタカー会社の 12 台に 1 台が引き抜かれること

になるだろう。 レンタカー会社は、短期的な問題であり大きな影響を及ぼさないと語

っている。 リコールは 10 万台になると予想されている。 どのくらいの期間となる

かは不明。(travelweekly.com, 2/04/2010) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１）パーティーゲーミングの買収努力継続 

PartyGaming が依然として買収先を模索している。 第 4 四半期の収入は、前年同期比 

+31%増収の $132.2m となった。 44% を構成するカジノ部門がこの決算を支えている。 

現金 $120m を抱え、ライバル企業の Bwin（豪）と M&A の協議を継続している。 7

月には Cashcade ビンゴ事業を、11 月には World Poker Tour を買収した。 この買収を

除いた場合のグループ収入は +12% 増となる。 PartyGaming は、スポーツ賭博を買収

し、ポーカーやビンゴだけでなく、4 つの賭博分野全てで世界 3 位以内にリストされる

野望を抱いている。 そして、今年のイタリアとフランス、2011 年のデンマークに於

ける賭博市場の規制緩和を狙っている。(FT.com, 2/03/2010) 

 

（２）米各州政府、財政難で賭博事業 
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米国の州政府が、財政難を克服する為に賭博事業に手を出している。 “ガンスモーク”

で有名なカンサス州のドッジシティーが、2007 年に州法を改定して 4 つのカジノの建

設を許可した。 そして州自らがこの事業に乗り出した。 建設と運営は民間の業者に

委ねる方法がとられている。 12 月にはスロットマシン 584 台とテーブルゲーム 10 台

を持つ Boot Hill Casino & Resort が開業した。 年間 $40m の売上げが予想されている。 

売上げ（賭け金）の 27%は州の税収となり、残りは $45m をかけて Boot Hill を建設し

た Butler National Corp が得る。 Butler は、15 年間の運営権を州から得ている。 

 

 

Patrons try their luck at blackjack at the Boot Hill Casino in Dodge City, Kan., on Dec. 15, the opening day of the 

state-owned establishment. (wsj.com, 2/04/2010) 

 

（３）W ホテルがファッション ディレクター採用 

ブティックホテルの W Hotels が、デザイナーホテルの名をさらに高めるためにスタイ

リストの Amanda Ross を採用した。 彼女は、スタッフの制服からホテルが販売する特

選コレクション、客室／ロビー／その他の公共施設のスタイルのデザインを担当する。 

世界で 36 のホテルを運営する W は、昨年 9 月に音楽ディレクターを採用している。

(wsj.com, 2/04/2010) 

 

 

 

Stylist Amanda Ross will bring her credentials as a 

consultant to big-name designers to her new post at 

Starwood's W Hotels. 

 

 

 

 

 

（４）スターウッド、第 4 四半期 赤字転落 
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Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.が、第 4 四半期で▲$107m の欠損を計上した。 

前年同期の +79m の利益計上から赤字に転落した。 バケーション オーナーシップに

関連する特損が この欠損計上に大きく影響した。 収入は▲1.2%減の $1.28bn であっ

た。 RevPAR は、▲7.9%減であった。 第 3 四半期の▲20%減から回復しつつある。

(wsj.com, 2/04/2010) 

 

 

 

 その他  

 

（１）古生物学者がダイノサウルスの色を復元 

 

 

 

 

An illustration showing the likely colors of 

Anchiornis huxleyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 連載短編小説  

 

「極東航空株式会社 物語」（第 6 回） 

 

澳門
マ カ オ

国際空港から搭乗した乗客は、ここで降機した乗客とほとんど同数であったため

001 便はMFM
マ カ オ

＝KUL 間もほぼ満席となった。 

 

出発時刻が 21 時 20 分と遅いためか、マカオからの乗客のほとんどは機内食を注文して

いない。 そして殆どが寝てしまうので、機内サービスには手がかからない。 22 時

以降は、就寝する乗客が多いいため機内 Wi-Fi サービスの音声電話回線のスイッチも切

られてしまう。 山田と 2 人のアテンダントは、それでもゆっくり休んでいる暇など全

く無い。 彼らはジャンプシートに座ってフライトログの作成に余念がない。 極東航
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空のアテンダントは、全員が 乗務した便のログを提出しなければならないのだ。 ロ

グは、英語で書かなければならない。 乗務したての頃の山田は、チンプンカンプンな

ものしか書けなかった。 しかし今ではサービスの実施の結果報告から、問題の指摘や

業務改善提案など内容が濃い立派な報告書を書けるようになった。 ログは、携帯して

いる小型 PC に直接打ち込まれ、それが瞬時に関係セクションに配信されて品質管理の

貴重なデータにされている。 機内 Wi-Fi システムから VPN（バーチャル・プライベー

ト・ネットワーク）経由でインターネット送信されて KUL オペセン（オペレーション

センター）の客室総括マネジャーに報告されると同時に、このマネジャーの判断で一部

の意見は社内のイントラネット上のソーシャル・ネットワーキング・システム（F-SNS

と呼ばれている）にも掲載される。 F-SNS は、今では社員間の情報交換の場として広

く利用されている他、社長の薮野を含めた経営陣と社員間の重要なコミュニケーション

の場にもなっている。 そして、風通しの良い社風作りに大きく貢献している。 

 

F-SNS では、全社員が参加できる e-ラーニングが整備されている。 ベテラン社員がボ

ランティアで一連のカリキュラムを編成して、後輩達の指導に当たっているのだ。 こ

のカリキュラムは、「極東航空大学」と呼ばれている企業内大学に組み込まれている。 

そこでは運航、客室、整備、運送、営業、一般管理（会計）の 6 学部が用意されている。 

受講実績に従って“単位”の取得が可能で、全単位を取得した社員には卒業証書が交付

される。 このバーチャル大学のお陰で、極東航空の社内教育部門は、パイロットとア

テンダントのための訓練部の他には何処にも存在しない。 山田は、客室学部の卒業生

だ。 そして卒業後の今ではこの学部の先生をしている他、客室と密接な関連があるセ

ールスの勉強をするために営業学部の生徒にもなっている。 

 

カリキュラムの一部へは社外からの参加も可能で、今では 1,000 人以上の社外“学生”

が極東大学に入学している。 卒業した人達は既に 450 人にも達している。 目出度く

卒業できた人達には、（社員も単位取得に苦労しているくらいなので授業は結構難しい）

極東航空の何処でも乗れる無料往復航空券が 2 枚ペアで貰える。 彼らは、大学で勉強

した知識に基づいて、口コミで極東航空を知人や友人達や自分が属するコミュニティー

に宣伝し回ってくれる貴重な社外宣伝員であり且つ PR マンだ。 SNS で言う所の所謂

フォロワーになってくれている。 

 

世間では良く「シンガポール航空のサービスは世界一だ」と言われている。 しかし、

マーケティング会社がこれを良く調べてみると、世界一だと言っている人達の実に 10

人の内の 5 人以上がシンガポール航空に一度も乗ったことが無い人達なのだそうだ。 

この 5 人以上の人達は、友人たちが「サービスが良い」と言うものだからそう信じてし

まい、体にフィットしたアテンダントのユニフォーム姿を大写しした魅力的な広告写真
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を見てますますその気にさせられているだけなのだ。 このことから見ても、如何に口

コミがブランドの形成に威力を持っているかが良く分かる。 極東航空は、F-SNS や極

東大学を、バイラル（口コミ）マーケティングにも巧みに利用している。 

 

数年前に、山田はログを使ってアテンダントが乗務する際に携行する大型旅行鞄の廃止

を提案した。 001 便のような KUL 基地外に宿泊しなければならない勤務の場合は、

今迄 乗務員は大きな旅行鞄を携行していた。 極東航空の殆どの路線は、短距離路線

が多く基地外の宿泊が必要となる乗務パターンは余り多く存在しない。 KUL 基地か

ら、その日の内に基地に戻るパターンがほとんどだ。 しかし茨城線のような 1 泊を必

要となる場合は、乗務員は大きな旅行鞄を携行していた。 1 泊旅行のために大きな鞄

を携行するアホな旅行者は何処にも居ない。 それに、鞄はそれだけ空港の手荷物搭載

係の仕事を増やしてしまうと同時に、航空機の重量を重くしてしまう。 機体が重くな

れば、即それだけ燃料消費を悪化させてしまうのだ。 一寸聞くと「何をそんなに細か

なことを！」と非難されてしまいそうだが、毎日反復されることを考えれば“塵も積も

れば山となる”式にコストは膨れ上がってしまうことぐらい直ぐ分かる。 

 

極東航空のような低コスト航空会社では、コストカットを実行するためにミクロな管理

が重要視されている。 この山田の提案は、F-SNS に掲載され社内で大きな反響を呼ん

だ。 ある社員からは、「最終目的地の空港手荷物受け取りターンテーブルの前で、お

客様より先に手荷物を受け取るのは気が引ける」というコメントを寄せている。 最終

的に山田の提案が採用されて、今では離基地日数が複数日にまたがる勤務パターンの場

合は、旅行鞄は廃止され機内に持ち込めるショルダーバッグに変更された。 山田は、

この提案で社長賞と 1 ヶ月分の賞与を貰っている。 今ではパイロットが持ち歩いてい

たフライトバッグもポータブルな PC に変わっている。 この e-フライトバッグのお陰

で パイロット達は、あの黒い革製の大きな箱形鞄を携行しなくて良くなった。 

 

山田が 丁度 ログのインプットを終えた時に、この便に一緒に乗務したキャサリンが声

をかけて来た。 キャサリンは、入社まだ 1 年目の新人アテンダントだ。 

キャサリン 絵里子、12 列の C の MFM からのお客がウインキングし続けてヒッ

ツコイたらありやしない。 何とかしてくれない？ 

（キャサリンは、ボインのなかなかのマレーシア美人なので目をつ

けられたのだろう。） 

山田 分かったわ。 なるほど、あの H な顔をしたチョイ悪風のジジイね。 

任しておきなさい。 では、キャサリンは後部担当に回って、あた

しが前を受け持つから。 

キャサリン 有り難う、助かるわ。 ﾂたく、エロジジイなんだから、もう困って



情報 413 平成 22 年 2 月 8 日 - 25 - TD 勉強会 

しまう。 

山田 キャサリン、駄目駄目、そんなことを言ってはいけないわ。 お客

様には色々なタイプの方がいらっしゃるのだから、いちいち怒って

いたら仕事にならないわ。 だれにでも、公平にキチンとサービス

をしなければいけないわ。 だけど、媚びることだけは絶対にして

はいけないことよ。 訓練で習ったでしょ。 極東航空流のサービ

スを提供するのが私たちの使命なのだからね。 

キャサリン 絵里子は、立派なアテンダントなのね。 絵里子だから言うけど、

私は正直言ってまだ極東流のサービスって何だか良く分からない。 

山田 それは無理も無いわ、訓練と実践では大きな違いがあるのだから・・・。 

私みたいに経験を積めば分かってくるわよ。 今度ゆっくり教えて

あげるから。 さあさあ、後 1 時間で KUL 到着よ。 仕事！仕事! 

（次週に続く） （H.U.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記  

 

 

 

＜＜ イノベーション、イノベーション、イノベーション ＞＞ 

 

アップル社が、イノバティブな iPad を開発した。 航空業界でもイノバティブな話に

は事欠かない。 

 

NZ 航空が、Y クラスにベッド席のオプションを開発した。 3 席繋がった 1 列の座席

をフラットベッドに仕立てて、2.5 席分の運賃で販売するというのだ。 これは正に革

新的なプロダクトだ。 長距離便の Y クラスを利用する旅客需要がキット付くだろう。 
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航空業界では、革新的なローコスト モデル（LCC 航空会社）が開発されている。 SYD

の航空シンクタンク大手の Center Asia Pacific Aviation（CAPA）によれば、LCC 供給は

世界でおよそ四分の一のシェアーを既に持っているという。 座席数のシェアーで 25%

と言うことは、LCC が集中している短距離路線の旅客数にして見れば、LCC の搭乗率

が高いので、そこでは優に 30%を超えるシェアーを有しているのだろう。 

 

インターネットの普及により、航空会社は自社 Web サイトによる直販をますます拡大

している。 仲介業者経由販売を少なくして流通経費の削減を目論んでいる。 そして、

ブランド運賃やアラカルト運賃を市場に提供して、革新的な商品開発計画を始めている。 

 

昔、航空業界の 3 大発明と言われた（１）CRS（GDS）、（２）H&S、（３）FFP が、こ

れらの革新的な発明に交代させられつつあるようだ・・・。 

 

法人旅行市場でも、コストカットの為に 航空便の使用クラスのダウンサイジングは勿

論 出張そのものを減らそうとしている。 そしてビデオ会議などの先進テクノロジー

を駆使した革新的なバーチャル会議を導入している。 ミーティング業界では、展示会

までオンラインで開催している。 

 

あなたの会社はイノベーションしてますか？ イノバティブな社員を育てていますか？ 

（H.U.） 
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表 紙： 

寒 椿 

A4 ケント紙 

H212mm × W180mmm 

2001 年 5 月作 


