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1. フォーカスライトの 2007 年 ABC 

2. オンライン ビジネスに跨がるビッグ スペンダーを探せ 

3. アメリカン航空 全運賃、エクスペディアに復帰 

4. 欧州の高速鉄道網の挑戦 

5. 其の他のニュース 

 

2 月 23 日（金）於いて JAL ビル（場所未定） 
「識る」シリーズ第 4 回講演会 
「世界の LCC の 新動向」 講師：日本航空経営企画室 丹治 隆氏 

参加ご希望の方は、www.info@e-tdb.com宛に、お申し込み下さい。 （会費 ¥1,000） 

 

 
The Airbus A380 is the world’s largest passenger plane. 

 

http://www.info@e-tdb.com/


PhoCusWright, 1/31/2007 

1. Did it, Will it and Why: PhoCusWright’s ABCs for 2007 

 フォーカスライトの 2007 年 ABC  

 

1 年前に、PhoCusWright の分析チームが過去を振り返り、そして今後を予想した。 その

時点で予測した事は、現時点の詳細とは異なるけれども、トレンドは継続している。 こ

のトレンの継続を動かしている唯一 大の力は、オンライン購入の普及である。 2007 年

には、米国の旅行のオンライン購入は、50%のマイルストーンを超えるだろう。 巨大な

プライベート・エクイティー資本が、旅行流通の所有形態を変化させるだろう。 そして、

検索ポータルやニッチ・サイトも同様に、旅行のオンラインに於ける位置づけと計画と購

入の方法を改造するだろう。 だが、予想したよりも遥かに緩やかにしか進展していない

が、その結果は、予想通りで、驚く様な事は発生していない。 
 

長らく予想されている航空会社の合併は、依然として煮えたぎる直前にあるが、既存のグ

ローバル・デストリビューション・システム（GDS）は、新規参入者達が喧伝した潜在的

なコスト セービング モデルの半分しか達成できない所で、航空会社と契約更改した。 検

索とメタサーチは、伝統的とオンラインの旅行社の領域に容赦なく入り込んでいるが、爆

発的な成長とキラー・アプリケーションは未だ顕在化していない。 トラベル 2.0 の考え

とテクノロジーによって動かされるニッチ サイトは、一度は隙間に浮かび出たが、現在は、

小さな部分を寄せ集めて、かなりの市場シェアー（とマインド シェアー）を構成するロン

グ・テールの法則の実践を開始しつつある。 
 

新しい市場では、テクノロジー志向の消費者が、コンピューターよりも携帯電話をより多

く保有しているので、テクノロジー（即ち、コミュニケーションと流通の）を飛躍させつ

つある。 インドでは、メタサーチとオンライン旅行社の区別は、精々言語上の違いだけ

で、同じ意味に使われている。 消費者にとっては運賃検索であり、仲介業者にとっては、

それがどの様に予約されるかに拘らずマージンを意味している。 中国が、継続して巨大

な潜在市場として現れつつある一方で、インドは、2 年間で 3 倍に成長し、数十億ドル（数

千億円）のオンライン旅行市場に生まれ変わりつつある。 英国では、パッケージが仲介

業者の販売の中心的な位置を占めている。 欧州の巨人 Thomas Cook や TUI が、業界レベ

ルの本格的オンライン パッケージ販売開始に備えている。 そして、オンライン旅行社の

ダイナミック・パッケジングとの競争の決着がつくまで、血みどろの戦争を仕掛けるだろ

う。 
 

2007 年は、オンライン・チャネルの堅固な成長を支える力強さを期待出来るのだろうか？ 
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ソーシャルと情報提供サイト（インフォーメイショナル・サイト）のハイブリッドは、旅

行検索とポータルの影響にマッチする事が出来るのだろうか？ 旅行の意思決定に影響を

与えるサイトは、実際に旅行を予約出来るトランザクションのサイトの存在価値を減少さ

せるのだろうか？ これ等の回答に対する鍵は、現在起こりつつある旅行市場の分裂の量

（the amount of travel market disruption）の中に存在する。 そして、それはサブスタンシャ

ルだ。 
 

以下の PhoCusWright の A から K は、2007 年の も重要な問題とその回答である。 
 

Airlines Merge Consolidation Plans. 
航空会社のコンソリデーション計画 
2007 年は、航空会社のコンソリデーションのゲームは終了するのか？ 
 

Beyond HTML: Ballyhoo or the New Standard? 
HTML 後のテクノロジーは、単なる大風呂敷なのか、或は、新標準となるのか？ 
Flash や Ajax は、正式に、何処にでも登場している。 それ等は、オンライン エクスペリ

エンスの重要な部分を占めるのか？ 
 

Corporate Complacency or the Next Frontier? 
企業の自己満足なのか、それとも、次の新しいフロンティアー？ 
GDS 更改契約が理解し難いとなれば、法人旅行セグメントは、どのようにしてトラベル 2.0
の期待にミートすれば良いのか？ 
 

Dogpile or Drill-Down: W(h)ither Metasearch? 
ドッグパイルかドリルダウンか： メタサーチは衰退する（何

処に行く）のか？ 
旅行メタサーチが、一般メタサーチ出現の 3 年強が経過した後の

2000 年に登場して以来、既に 6 年が経過した。 このツールは、

旅行の主流に躍り出る事が出来るのだろうか？ 
 

Dogpile（http://www.dogpile.com/info.dogpl/）とは、”Arifie”と呼ば

れるバーチャルなリトリーバー犬が、インターネットのトップ検

索エンジンGoogle, Yahoo! Search, MSN, Ask.com, About, MIVA, 
LookSmart等をメタサーチして、 も関連性の高い検索結果を引

き出すサイト。 
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Engaging the Senses: Eye-Catching Media and Trusted Content. 
五感と共鳴：アイキャッチング メディアと信頼置けるコンテント 
全ての形による消費者メディア デリバリーは、旅行プロダクトの描写の水準を引き上げて

いる。 業界は、ユーザー・ジェネレーテッドとテクノロジーが動かすコンテントによっ

て作り出される期待にどうやってマッチするのだろうか？ 
 

Friends, Family and Total Strangers. 
友人、家族、そして全ての他人 
オンライン業界の無数のインタラクティブとソーシャルなエレメントが、マスとしてのオ

ンライン旅行者の次の世代を作り出すのか？ 
 

GDS Rising? 
GDS は、未だ上昇するか？ 
今や全ての GDS はプライベート企業となった。 そして、新しいコンテント契約を締結し

た。 新しいオンライン チャネルが開発されている時に、どうやって GDS は市場と関連

づけて行くのだろうか？ 
  

Hotels: Getting to Know You. 
ホテルが顧客を熟知しつつある。 
個人データの収集と展開能力がより洗練されているので、パーソナライゼーションとプラ

イバーシーン間の問題が脚光を浴びている。 この様な個人データを も良く利用するに

違いないホテルは、プライバシーとの問題にどうやって決着をつけるのだろうか？ 
 

Internet on Wheels (or Pods of Air…). 
自動車（或はポッドや航空機機内・・・）でインターネット 
自動車の運転とトラックパッドを同時に遂行する問題を超えて、レンタカーの車内無線ホ

ットスポットの如くのイニシャティブは、何を意味するのだろうか？ 
 

Jekyll and Hyde: the Web as Window or Filter? 
ジキルとハイド、Web は窓なのかフィルターなのか？ 
インターネットは、窓なのかフィルターなのかは継続した疑問だ。 今年中に、旅行のサ

イトのユーザーを、透明性に対するバランスへ十分シフトさせる事が出来るのだろうか？ 
 

King Consumer: In Conclusion… 
消費者が王様： 結論は・・・ 
殆どの旅行ショッパーズにとって、インターネットが本質的には検索ツールとなっている。 
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しかし、マーケターにとっては、需要を集めてくれる手段となっている。 2007 年には、

需要がより多くの機能を動かすだろうか？ 或は、マーケティングが、オンライン行動の

決定に 大の影響力を行使するだろうか？ 

 
 
 
Airlines Merge Consolidation Plans. 
航空会社のコンソリデーション計画 
ここ数年間、米航空会社の合併が新聞のヘッドラインを賑わせている。 活動は礼儀正し

く時間稼ぎされ、幾つかの航空会社が破産法保護下で再編成されている一方で、また 1 年、

今度は新たな収入と実際の利益が、再び買収エンジンの回転を活発化させている。 
 

不幸にも、誰も買収される事を望んでいない。 多分、航空業界が儲かり始めた為か、単

純に、買収価格が折り合わない為かなのだろう。 どちらにしても、資本と競争が動いて

いるので、1 つの合併が起きれば、連鎖反応的に次の合併が続くだろう。 コンソリデー

ションのゲームの終盤が、冷淡にその終りを告げれば、jetBlueのマントラ（“without you we’d 
just be flying a bunch of TVs around the country”）を理解しない航空会社は、一般的にアプロ

ーチが弱いとされているこの業界の、顧客獲得・顧客満足・顧客維持への取り組みの強化

を強いられる事になるだろう。 
 
 

Beyond HTML: Ballyhoo or the New Standard? 
HTML 後のテクノロジーは、単なる大風呂敷なのか、或は、新標準となるのか？ 
Flash がグランド・ダディー、Ajax と Java/XML がツインズ、これらのテクノロジーは、本

当に何処にでもある。 ビデオ・スクリーミングから情報フィードまで、パーソナライゼ

ーションからオートメーションまで、これ等のテクノロジーは、Web ページのデリバリー

のルネッサンスを活気づけている。 テキスト・メッセジング、サムタイピング、iPod 接

続世代が、その絶頂期に、検索して購入の決まりきった形に満足していない事を見るなら

ば、テクノロジーが需要に奉仕（serve）するのであって、それを動かしているのではない

事は明らかだ。 Real Simple Syndication（RSS）のオプトイン・モデル、Southwest の Ding
の如くのブラウザー・アプリケーションを超えたモノ、Portaga の Outlook プラグイン

（TripSync が 新）、パーソナライズド検索によって、情報の渇望は部分的には満たされる

だろう。 しかしながら、コンテクスチャルと行動宣伝（behavioral advertising）、パーソナ

ライズされた購入のプリとポストの e-メール・キャンペーン、その他のデータ・マイニン

グが動かすカスタマイゼーションなどのプッシュ・モデルが、殆ど大きな影響力を及ぼす

だろう。 プル或はプッシュのこれ等のモデルは、ユーザーを運転席に座らせるか、或は、
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彼等が聞かれたとしたら要求しただろう場所に運ぶ目的の何れかを有している。 
 

 
（是非とも、TripSyncのデモ・サイト（http://www.tripsync.com/demo/index.aspx）を訪れて

欲しい。） 
 
 

現在と明日の旅行者は、Flash, AJAX, mined relevance で走る Web サイトの、フロント・ロ

ーデッドとインフォーメーション・リッチの環境をますます欲している。 同時に、彼等

の携帯機器で、カスタマイズ出来て、旅行途次に計画を調整し、購入し、旅程の変更や問

題をリアルタイムで聞く事が出来る、インフォーメーション フローを期待している。 

Orbitz (alerts), Travelocity (ExperienceFinder beta), Southwest (Ding), Portaga (TripSync), その他

（需要の多いプロダクトをデリバリーするカスタム e-メール キャンペーン、旅行のプリと
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ポストパーソナライズド コミュニケーション）の如くのタイプのツールを開発する企業が

業界の勝利者となるだろう。 これ等のファンクショナリティーの殆どは、HTML 以上の

モノとする必要がある。 そして幾つかは、（特に旅行計画サイトの ExperienceFinder）は、

トップ トラベル・マーケターのニューフェイスとなり得るだろう。 
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Corporate Complacency or the Next Frontier? 
企業の自己満足なのか、それとも、次世代の新しいフロンティアー？ 
コスト削減とポリシー遵守改善の為の好ましい方法として、セルフ予約が法人旅行市場に

根付いている。 だが、新しい GDS 契約に関連するコスト削減努力に象徴される様な、一

般的なテクノロジー トレンドからは遅れている。 長らく期待されている変化への緩慢な

対応の一つの要因は、どんなに出張予算が大きくても、ビジネス旅行は、シニアー幹部の

戦略的フォーカスにはなっていない事にある。 彼等は、何時も、ビジネス旅行を、ビジ

ネスの目的を達成する為の必要な経費としてか見ていない。 
 

Expedia Corporate Travel, Orbitz for Business, Travelocity Business の如くのインターネット旅

行管理会社（Internet travel management company = ITMC）が、企業にビジネス旅行管理を積

極的に売り込んでいる。 サプライヤーの直販拡大と GDS インセンティブ削減で絞り出さ

れて苦しんでいるオンライン旅行社にとって、かってないほど法人旅行アカウントが、彼

等のグロス予約の成長の重要な部分を占めている。 レジャー旅行市場に於ける透明性、

プラニング、トラッキング、レビューの能力の拡大は、そのまま法人需要が必要としてい

るツール セットにも適用出来る。 この事は、レジャーと法人の 前線の両方でシェアー

競争を繰り広げているオンライン旅行社にとって利点となるだろう。 
 
 

Dogpile or Drill-Down: W(h)ither Metasearch? 
ドッグパイルかドリルダウンか： メタサーチは衰退する（何処に行く）のか？ 
旅行メタサーチが、一般メタサーチの出現の 3 年強が経過した後の、2000 年に登場して以

来、既に 6 年が経過した。 このツールは、旅行の主流に躍り出る事が出来るのだろうか？ 

Kayak の共同創立者で CEO の Steve Hunter が「我々はマーケティング媒体である」（“we are 
marketing vehicle”）と、しつこく言っている様に、旅行メタサーチのエクスペリエンスは、

オンライン旅行社のそれと近似する事を目的としている。 良な状態で、消費者にとっ

ての現実的な違いは、ポイント オブ パーチェスだけとなる。 今の所は、Hafner は基本

的に正しい。 メタサーチは、旅行ショッパーズのプラニングと意思決定プロセスに影響

を与える Web サイトの巨大な波の一部に位置するのだ。 それは決して Dogpile のトップ

に位置しない。 何故ならば、それは猫なのだから。 
 

これ等の全ての事は、メタサーチ・サイトへのトラフィックと、それに動かされるトラフ

ィックは、継続して増加する事を予見している。 そして、サプライヤーの、そのトラフ

ィックを管理する方法も改善されるだろう。 より関連づけを解析した検索結果、より良

いソーティング・ツール、そして、Kayak の fare-sharing Buzz、SideStep や Mobissimo によ
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るアクティビティー検索の試みの如くのインスピレーション・ツールに対する改善が、全

体の購入により良いコンバージョンとより深い影響を与える事に貢献するだろう。 

FareCast（口で言うだけでなく行動で証明する、 低運賃を 1 週間保証する Fare Guard プ

ロダクト）の如くの予測サイト（predictive site）も、オリジンとデスティネーションのカ

バレッジを拡大するので、大きな牽引力を発揮するだろう。 今年、メタサーチは、バー

ゲン・ハンター用のディール・サイトや、かってないほどバーティカル検索結果を引き出

す一般検索ポータル、そして、真の意見をシェアリングするソーシャル・サイトの中にあ

って、リダーシップのポジションを主張し始めているので、意思決定に影響を与えるサイ

トを席巻するかも知れない。 
 

 
 
 
 

Engaging the Senses: Eye-Catching Media and Trusted Content. 
五感と共鳴：アイキャッチング メディアと信頼置けるコンテント 
ピクピク動く 3D のバーチャル・ツアーが、ブロード・バンド接続の普及のお陰で、ビジ

ュアル コンテントのスムースなディスプレーの中で進化している。 コンテントの組織化

スキームが、旅行 Web サイトを、主にホテルとオンライン旅行社のサイトであるが、より

インフォーメーション・リッチにしている。 しかし、コンテントの復帰が恰も王様の入

城に吹くトランペットの様に大騒ぎされているが、ユーザー・ジェネレーテッド・コンテ

ント（別名は信頼置けるコンテント）によって、洗練された、巧みな、企業のプロダクト フ
ィーチャーのプレゼンテーションを色褪せたモノにしてしまっている。 リッチ・メディ

アがコンテントを前面に引き出しているが、ユーザーのコンテントが関連性と信頼性を

益々強固なモノにしている。 その上に、ディジタル エンターテイメントの時代が、全て

の情報と商業的 Web サイトの標準を引き上げている。 サイト・ビジターは、音声、ビデ

オ、イメージに引き寄せられるだろう。 そして、これ等のメディアが、関連制を強化し
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たエンジン（relevance engine）によって動かされている、有能な構想力有る旅行プロバイ

ダーのサイトに、かってないほど組み込まれている。 
 

真の達人マーケターは、オンラインとオフラインと現実の世界のキャンペーンの点を手品

師的に上手く結び、記憶に残るマルチ・メディアとマルチ・チャネルのエクスペリエンス

を作り上げるだろう。 
 
 
 

Friends, Family and Total Strangers. 
友人、家族、そして全ての他人 
昨年は、ユーザー・レビュー、Wiki、ブログ、インスタント・メッセジング（IM）統合、

そして、調査と計画のコラボレーションから、新しい旅行コンパニオンを伴ったサイバー 
ボンディング（from research and plan collaboration to cyber-bonding with new trip companions）
に至までの Web インタラクションの全てのフォームが全面的に出現した年となった。 イ

ンターネットのソーシャル・アプリケーションは、国民意識と旅行の分野の両方で爆発的

な展開を見た。 Or did they? Expedia は、 近になってヤット、Trip Advisor を自社サイ

トに統合する熱意が有る事を表明した。 仲介業者達の皆がユーザー・ジェネレーテッド・

コンテントの作成に群がり、そして、主要 Web サイトが現在保有している大きな情報は、

常顧客ユーザーに対するより関連づけたオプションの提供に使われ出したばかりだ。 

Wiki やブログのコンテントは焦点から外れずに残り、そして、Yahoo!Travel は、IM 経由の

計画コラボレーション、e-メールとインタラクティブな Web ページ、写真とビデオのシェ

アリング、スクラップブックとソーシャル・ブックマーキングの Web ユーザーの、 新世

代にアピールするニッチ・ツールを積極的に統合する唯一のメジャーな旅行サイトとなっ

ている。 グループ旅行は、次の 2 年間で、$100bn（12 兆円）市場になるだろう。 そし

て、単に法人旅行だけでなく、この様なオンラインのケーパビリティーの展開と拡張に大

きな役割を発揮するだろう。 
 

オフラインの世界で長い間親しまれていたこれ等の行為は、遂に信頼性が有り広く採用さ

れているオンライン・ツールによって自動化されている。 鋏とスタンプとスライド・プ

ロジェクターによって提供されて来たケーパビリティーのオンラインによるデリバリーを、

テクノロジーが可能にしつつある。 コンテントのデリバリーに関しては、旅行者の調査

と計画行為が、その逆ではなくて、テクノロジーのアプリケーションを形作っている。 こ

れは、始まったばかりである。 Myspace や FaceBook は、将来のソーシャル Web の高解

像度と比較して、単なる新聞印刷用紙にしか過ぎない。 旅行の会社は、このオンライン

の社会にリーチする方法を、間もなく見つける必要が有るだろう。 このモデルは、多分、
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Starwood のバーチャル・ホテル・サイト Second Life の様なダイレクトのモノではなくて、

バーチャルな世界に於けるバーチャルな旅行の如くのフォームによるリッチ・メディア（と

マーケティング）のオファリングと、より類似的なモノとなるだろう。 
 
 

GDS Rising? 
GDS は、未だ上昇するか？ 
GDS のランドスケープの変形は、GDS new entrants（GNE）が考えた通りには行っていな

い。 しかし、長らく待ち望まれていた 3 つのプレイヤーにコンソリ化されて、それはか

なり合理的な結果を生んでいる。 Travelport が Worldspan を買収する意思表示を行い、

Sabre が Amadeus と Travelport の Galileo と同様にプライベート・エクイティー企業に買収

された。 GDS 契約更改交渉は、展開とまでは行かないけれども、潜在的な代替（GNE）
の存在によって大きな影響を受けた。 30%〜40%の段階的コンセッションの増加は、GNE
が出来ると主張しているセービングの半分にも達していない。 
 

GDS リレーションシップは、安定した互恵の上に成り立っている。 オンライン旅行社は

（ 近の Expedia とメジャー航空会社間の小競り合いで見られる如く）、多くを搾り取られ

ないで、この図式の中に上手く落ち着く事に苦労している。 Sabre の新しい所有者の 1
つ Texas Pacific Group は、GNE の G2 SwitchWorks 株も所有している。 勿論異なる企業で

あるけれども、しかし・・・。 2006 年の旅行市場の数十億ドル（数千億円）の買収は、

究極的には GDS コア システムのテクノロジーの変化のフローを解放させる事となるだろ

う。 
 
 

Hotels: Getting to Know You. 
ホテルが顧客を熟知しつつある。 
オンライン旅行社が、前のユーザーの行動とパターンをベースにしたカスタム化した販売

ピッチを可能にする為のプラットホーム改造競争を繰り広げている一方で、ホテルは、数

百万のリピーター顧客に対して保有している複雑な報奨制のリレーションシップを拡張さ

せる大きな機会を有している。 これは、取組中か、若しくは既に実行に移されているけ

れども、顧客認識のトレンドは、クイック・チェックアウトやルーム・サービスの様に、

ホスピタリティーの基本の一部となりつつある。 
 

チェーンは、ホテル滞在をエンジョイしてもらう為の顧客情報の十分な収集と、顧客の再

訪問情報のスパイ禁止とを区分けするプライバシー ディバイドを学ぶだろう。 これは、

Starwood が各種のブランドに則した分岐戦略を採用している様に、異なるプロダク毎に対
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して異なったアプローチが要求されるだろう。 顧客認識が、ホテル滞在の前／実行／後

の全てのタッチ・ポイントに亘って実施される様に、キャンペーンとシステムを上手く統

合した者が勝者となるだろう。 
 
 

Internet on Wheels (or Pods of Air…). 
自動車（或はポッドや航空機機内・・・）でインターネット 
そう、メークアップ、ひげ剃り、新聞、e-メールのチェック、運転よりも少し趣味に合わ

ないその他とは一寸違うけれども、Hertz は、明らかにハイウエー上でのサーフィングのニ

ーズに対応するだろう。 危険がすぐ頭に浮かぶ。 しかし、レンタカーに無線ホットス

ポットを提供するのは、Webアクセスがユビキタスである事を正に実感させてくれる。 ユ

ニバーサルな無線ブロード・バンドには未だほど遠いが、スマートフォーン、携帯、

Blackberry, iPhone（どんな名前を付けようとも）が、e-メール、IM、検索機能を殆ど何処

でも得る事が出来る。 近までのモバイル Web は、カラーやイメージの氾濫にも拘らず、

テキスト ベースの情報の抽出中心のインターネットのテルネット段階の様なモノに似て

いる。 Orbitz と lastminute.com やその他は携帯の小さなスクリーンを、そして、Kayak や

その他は IM 経由で、基本的な実用的な情報（即ち、到着・遅延・取消・旅程）を伝達し

ている。 
 

発表されたばかりの Apple iPhone（次世代モバイル インターネット 3G を使用しないだろ

う）が、Apple の Cingular との排他的契約を、或は、3G の大きな電池消耗を気兼ねしよう

がしまいが、 も注目すべきは、脱落（omission）に対する心配である。 消費者は、彼

等の生活のありのままを、ライブ モーションで、チャット可能なインターネットで伝達し

たがっている。 この手に持てる Web は、旅行の計画と予約の両方のツールとなるだろう。 

そして、その後には、エクスペリエンスのシェアーを実施可能にするだろう。 

 今年中に。 
 
 

Jekyll and Hyde: the Web as Window or Filter? 
ジキルとハイド、Web は窓なのかフィルターなのか？ 
インターネットは、仲介業者のマーケティング ガーゼと優先販売順位を排除した透明性有

る価格と情報をオファーし、主たる情報へのダイレクトのアクセスを提供しているのだろ

うか？ 或は、インターネットは、旅行者のインテレストにかこつけた商業的ロイヤルテ

ィーにより、旅行検索とオンライン・エージェンシーの如くのフィルタリング・メディア

の言いなりにされてしまう、歪んだ解説の不明瞭な情報の塊を消費者に提供しているのだ

ろうか？ どちらも正鵠を得ていない。 しかし、一つ明らかな事は、新しい透明性は、
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古い透明性を不明瞭なモノにしてしまうと言う事だ。 ユーザー・ジェネレーテッド・コ

ンテントの増加と平均的なインターネット・ユーザーの知識の向上の間で、マーケターは、

自分を良く見せる事よりも、プロダクトの偽らざる情報提供のプレッシャーを受けている。 
 

消費者は、素早くアクセス出来て、理解し易いフォーマットに基づく洗練された確固とし

た旅行情報を提供するツールに殺到するだろう。 現時点では、この良い例は殆ど存在し

ない。 真の透明性と総合的なサプライが欠如したとしても、適切な第一ステップは、Ajax
によって動かされるページ送りの無い情報のポップ・アップによるページ ナビゲーション

の削減となる。 オンライン・エージェンシーは、たとえ、彼等のホワイトレーベルや法

人チャネルをプッシュするにしても、宣伝収入モデルを模索するだろうが、消費者の透明

性に対する願望と、ナビゲートされるページ数の削減のニーズに対してセンシティブに対

応せざるを得ない。 
 
 

King Consumer: In Conclusion… 
消費者が王様： 結論は・・・ 
殆どの旅行のショッパーズの為に、インターネットは、彼等のエクスペリエンスと彼等の

発見をシェアーする為の、人々のインテレストを一緒にする能力によって、本質的には検

索ツールとなっている。 今年には、全旅行の半分以上がオンラインで購入されるだろう。 

そして、それは、新しい Web の中に反映されるだろう。 何故ならば、旅行支出は巨大で

且つ任意に決定出来る（discretional）なのだから。 そして、1.0 のパイオニアも、新興企

業の 後の波も、何れもが 先端を構成する事が出来ないのだから、新規参入者やもう一

つのアイディアやその他の市場シフトが常時存在する。 コンソリデーションや垂直統合

に拘らず、流通チェーンの如何なるパートを開けられない鍵を持っている企業はいない。 
 

成功する旅行サイトは、消費者を王様にする企業となるだろう。 それは、アップフロン

トの情報を迅速にデリバリーし、プロバイダーとその他のユーザーとのインタラクトに必

要なツールをオファーし、そして、旅行の計画、旅行の実施、旅行後の各段階のインスピ

レーションの能力を高めるサイトだ。 ■ 
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Forrester Research, February 2, 2007 

2. Identifying Big Spenders Across Online Business 

 オンライン ビジネスに跨がるビッグ スペンダーを探せ 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

Web が成熟しつつあるので、健康プランからブローカレッジの企業までが、単純な書籍の

購入を遥かに超えた益々複雑なオンライン・トランザクションを消費者に持ち込む e-ビジ

ネスのチャネルをオープンしつつある。 Forrester は、オンライン・トランザクションの

異なるタイプ、即ち、金融、旅行、小売り、ヘルスケアーが、消費者のオンライン購入行

為と活動にどの様な影響を与えているかを調査した。 想像した通り、複数のトランザク

ションを行っている消費者 －  特に健康保険申請とオンライン銀行を実施している進ん

だ人達  － が、 も多くオンラインで消費している。 これ等のビッグ・スペンダーを取

り込む為に、e-ビジネスの幹部達は、その他の業界のベスト・プラクティスを参考にし、

ひいては、それ等の企業とのユニークな提携の機会を模索するべきだ。 
 
 

ONLINE TRANSACTIONS GROW ACROSS MANY INDUSTRIES 
 

より多くの消費者が、小売り、銀行、旅行、健康保険のニーズに対してインターネットを

使い始めている。 BJのWholesale Clubの様なオンライン化に抵抗していた小売りまでが、

遂にオンンライン化に踏み切り、無料のオンライン請求支払（振込み）が、金融サービス

業に亘って一般的なオファリングとなっている。 米国所帯のマジョリティーは、多くの

企業のオンライン・チャネルを利用している。 事実、e-ビジネスのトランザクションは、

（センシティブな個人情報のオンライン提供を必要とするトランザクションまでが）、以下

の如く、多くの産業に亘って、まさに主流を占めるに至っている。 
 
 

・Retail 
小売業者は、1996 年以来、積極的にオンライン販売を開始し、先頭に立っている。 マル

チ・チャネルの協力の増加とダイナミック・ズーム（dynamic zoom）の如くの進んだマー

チャンダイジング戦術によって、小売業者は、2006 年に、消費者に $100bn（12 兆円）以

上をオンラインで消費させた。 オンライン所帯の 75%、或は、米国人口の 53%が、オ

ンラインで商品を購入した事があると言っている。 活動的な Web バイヤー（過去 3 ヶ月

で財やサービスをオンライン購入した経験を有する人達）は、米所帯の 41%を構成する。 
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Forrester は、この数値が、2010 年には 48%に達すると期待している。 

 

 

・Travel. 
より多くの航空会社と第三者サイトが、航空旅行のオンライン予約の為のインセンティブ

をオファーしている。 更には、レジャーとビジネスの旅行者にとっての 高の便利さが、

オンライン・チャネルを益々魅力あるオプションとしている。 44%の航空旅客が旅行を

オンライン予約している。 レジャー旅客は、2006 年に、航空券のオンライン購入に 
$74.4bn（8,900 億円）を消費した。 2009 年には、$10.5bn（1 兆 2,600 億円）を消費する

だろう。 

 
 
・Banking. 
ファイナンシャルな活動をオンラインで実施する事が、オンライン所帯にアピールしてい

る。 事実、よりお金を持っている人ほど、より多くのオンライン取引を実施している。 

2006 年に、米オンライン所帯の 44%がオンライン銀行を利用した。 Forrester は、2011
年には、米所帯の 63%が、オンラインで支払を済ませるだろうと予想する。 
 
 

・Investing. 
米投資家の 14%が、2006 年に、株や債券やミューチャル・ファンドのオンライン売買を実

施した。 事実、彼等は、より多く金を持っていると、より多くオンライン取引を実施し

ている。 昨年には、ミリオネア所帯の 23%が、少なくとも 1 回のオンライン取引を実施

した。 2011 年までには、1,200 万の米所帯が 1 年に少なくとも 1 回のオンライン・トレ

ーディングを行うだろうと Forrester は期待する。 

 
 
・Health insurance. 
ヘルスケアー業界は、消費者のより大きなコントロールの要求とコスト削減プレッシャー

に対応する為に、消費者ダイレクトのヘルス・プラン販売の為の、より多くのオンライン・

セルフサービス・ツールの提供を、業界レベルでプッシュしている。 カルフォルニアの

Humana や Blue Cross の如くの企業は、オンライン化で成功している。 過去 12 ヶ月の間

に、北米の所帯の 17%が健康保険を購入し、その内の 31%がオンラインで申請した。 
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ONLINE SPENDING RISES AS CONSUMERS ENGAGE IN MORE COMPLEX 
TRANZACTION 
 

これ等のオンライン トランザクション活動は、一つも孤立していない。 一つのオンライ

ン トランザクションを実施する消費者の多くは、その他も実施する。 消費者が、多くの

タイプのトランザクションを実施するので、当然の事ながら、オンラインに於ける消費は

増加する事になる。  
トランザクション（ヘルスケアーやファイナンシャル・サービス等の）増は、オンライン支出

合計とダイレクトの相関関係にある。 どのアクティビティーの組み合わせが 大のオンライ

ン消費となるのだろうか？ コンビネーションのマトリックスを見ると、次の様な事が分かっ

て来る。 

 

 

・Those who apply for health insurance and book air travel online spend more. 
 保険と航空券をオンラインで購入する人達がより多く消費する 
プランの選定の複雑さと、要求されるデータのセンシティビティーの為に、健康保険の申

請が、消費者のオンライン支出レベルのキーファクターとなる。 健康保険申請と、航空

旅行予約をオンラインで実施する人は、過去 3 ヶ月で、凡そ $445（53,400 円）をオンライ

ンで支出している。 この額は、別々の購入している人よりも凡そ +$50（6,000 円）多い。 

オンライン旅行予約者は、過去 3 ヶ月間で、平均 $396（47,500 円）を消費している。 一

方、オンライン健康保険申請者は、平均 $394（47,250 円）を消費する。 
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・The largest online spend belongs to online transactors – those who are doing all three. 
 大のオンライン消費者は、3 つのタイプ全てをトランザクションする人達だ 
銀行、健康保険、旅行の 3 つの組合せが、 大のオンライン消費を形成する。 オンライ

ン銀行を利用し、健康保険をオンラインで申請し、航空旅行をオンライン予約する 
米所帯が、 もオンラインの消費額が大きい、過去 3 ヶ月間で平均 $463（55,500 円）をオ

ンラインで消費している。 
 
 

 
 

 

WEALTHY ONLINE TRANSACTORS EMBRACE NEW MEDIA 
裕福なオンライン・トランザクターが新しいメディアを利用する 
 

オンライン･トランザクターは、オンラインでより多く消費するだけではなくて、ユニーク

なデモグラフィック プロファイルに属し、平均的なオンライン消費者とは大きく異なって

メディアにアプローチする。 オンライン利用者は： 
 

・Have more to spend. 
 より多く持っている者が支出する 
オンライン･トランザクターは、若い傾向が有り（59%が 40 歳以下）、高い学歴（65%が大

学卒）、高い収入（$81,500≒9,780,000 円）、高い投資（$301,400≒3,616 万円）のプロファ

イルを有している。 
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・Rely on the Web for content and shopping. 
 コンテントとショッピングで Web に依存 
オンライン･トランザクターは、メディアの伝統的なフォームを使いたがらない。 彼等は、

TV やラジオの視聴の代りに多くの時間をオンラインで使う。 更には、オンライン･トラ

ンザクターは、オンラインのコンテント・サイトを頻繁に使用し、より多くのオンライン

購入を実施する。 事実、オンライン人口の合計と比較した時、オンライン トランザクタ

ーは、過去 3 ヶ月間で、60%以上もあらゆる種類のオンライン購入を実施した可能性が有

る。 
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RECOMMENDATIONS 
 
BUSINESS EXECUTIVES SHOULD PAY ATTENTION TO ONLINE 
TRANSACTION 
ビジネス幹部達は、オンライン・トランザクションに注意を払うべきだ 
 

益々複雑化するトランザクションに対する消費者の慣れと気楽な利用は、多くの産

業に亘った e-ビジネスの幹部達への示唆（implications）を有している。 
 
・Novice industries can learn from mature ones. 
 未熟な産業は、成熟産業から学ぶ事が出来る 
オンライン・トランザクターは、複数の産業に跨がって支出活動をするので、e-ビジネス
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幹部達は、これ等の産業の、オンラインのベスト・プラクティスに目を向けるべきである。 

例えば、ヘルス・プランをオンライン購入した消費者は、ビッグなオンラインショッパー

ズである可能性がある。 健康保険業界は、エクスペリエンス、セルフサービス、セキュ

リティーに於けるオンライン顧客の役割の理解に依然として取り組んでいる 中であるが、

彼等の小売りと銀行業のカウンターパート達は、オンライン戦略と顧客エクスペリエンス

の改善に、10 年間も苦労して取り組んでいる。 
 

・Emerging payment solution become more viable. 
 進化するペイメント ソリューションがより発展する 
経験豊かなオンライン・トランザクターが、産業に亘った企業達に、新しい支払と金銭管

理ソリューションを導入させる切っ掛けを生み出している。 例えば、消費者は、銀行、

投資、柔軟性に富んだ支払管理さえも、そして健康貯蓄口座（注）を、オンラインで処理

している。 小売業者と旅行の会社は、消費者が直ぐにでも使える、SECURE-eBill や Bill 
Me Later の如くのソリューションを、自信を持って導入する事が出来る。 

（注）health saving account = 医療貯蓄口座、健康貯蓄口座、アメリカ合衆国の議会が2003

年に設定した。 個人が医療費を蓄えるための非課税の貯蓄口座で医療費のためにのみ使

うことができる。【略】HAS（Space ALC） 
 
 

産業に跨がるトレンドのハイライトに加えて、e-ビジネス幹部達は、顧客獲得の為に、嘗

ては不適当なパートナーと考えられた相手との提携を検討するべきである。 提携先には： 

 
・Financial services and travel firms. 
 金融サービスと旅行企業 
旅行のオンライン予約と、オンライン銀行を利用する消費者の高い消費を勘案すると、金

融サービスと旅行企業は、航空とホテル、或は、普通口座と当座口座の単なる組合せ以上

のアップセルの機会を有している。 Expedia の如くの旅行サイトは、金融サービス会社に

よる旅行予約のオンライン オファリングにハイライトを当てる事が出来る。 金融サービ

スの も可能性の有るアップセル プロダクトは何かって？ 彼等は、賢いユーザーで、且

つオンライン購入する意思を有している人達なので、ハイイールドの貯蓄口座のアップセ

ルが考えられる。 
 

・Health plans and banks. 
 ヘルス・プランと銀行 
健康貯蓄口座の人気の高まりに注目して、ヘルス・プランは個人市場にオンラインでリー

チする必要がある。 そのためには、銀行と提携するべきだ。 プランの販売には、健康
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貯蓄口座と連動した高額控除健康プラン（HDHPs）のサポートの為のセルフサービスの能

力が必要となる。 それは、銀行との提携により初めて可能となる。 銀行は、ヘルス・

プランが、金融プロダクトを検索するトラフィックを銀行のサイトに送り込む事が出きる

事に注目するべきだ。 これは双方向となる。 顧客が健康貯蓄口座をショップする様に、

金融サービス・サイトは、高額控除健康プランの販売の為に彼等を提携先のプラン・サイ

トに送り込むべきだ。 ■ 
 
 
 

TD 勉強会、2/9/2007 

3. アメリカン航空 全運賃、エクスペディアに復帰 

 
一時中断されていた、AA 航空の国内線プレミアム運賃と国際線運賃の Expedia.com 販売が、

再び開始された。 AA と Expedia は、流通経費の按分を巡って紛糾し、数週間前から

Expedia.com に於ける AA の一部運賃の販売が中止されていた。 AA の国内線エコノミー

運賃販売は継続されている為、これで、AA の全運賃が、Expedia.com に復帰した。 
 

AA の一部運賃の販売中止について、AA と Expedia の両社は、全く異なる声明を発表して

いる。 
AA は、「Expedia との有利な契約に失敗した為に、“流通経済”（distribution economy）が見

合わなくなったので、1 月 11 日から一部運賃を引き上げた」と言っている。 
Expedia は、「Expedia は、1 月 8 日の時点から、AA の Worldspan 経由の予約を停止した」 
と言っている。(DTW, 2/2/2007) 
 

1 月 26 日の講演会「 近の米オンライン旅行流通事情」で、『Expedia がその販売力を梃子

に AA を揺さぶり、より高いマージン（ボリューム･コミッション）獲得のために、AA の

一部運賃の Expedia.com に於ける販売を中止した』と説明した。 そして、オンライン旅

行社にも拘わらず、全米第 3 位を誇る量販店 Expedia の威力は、凄まじいとまで説明した。 
 

しかし、その後の報道で、どうやら流通チャネルの主導権を握っているのは Expedia では

なくて、AA の様である。 
（情報 255、ページ 2「サプライヤーが流通チャネルの主導権を握りつつある」参照） 
 

Forrester Research の主席アナリスト Henry Harteveldt に問い合わせて見た。 以下が、彼の

返事である。 
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以下が、AA、DL、Expedia の現在の紛争に関する私の理解です。 
これは、かなり込み入った話です。 
 

ご承知の通り、AA と DL の両社は、Expedia が米国で使っている Sabre と Worldspan を含

む GDSs と“content for fee”契約を交渉しました。 これ等のプログラムに参加する旅行

社は、より低いセグメント･フィー（セグメント当たり約 80 セント）を受ける事に合意す

る事になる。 しかしながら、旅行社は、参加希望するプログラムの GDS と個別の契約書

にサインしなければならない。 これをしない旅行社は、継続してより高いセグメント･

フィー･リベートを受け取る事ができる。 しかしながら、航空会社は、これらの旅行社を

ハイコストの流通業者と見なして、彼等にセグメント当たり $3.50 のサーチャージを賦課

するかも知れない。 
 

Expedia は、Worldspan のより低いコストのプログラムにはサインしていない。 そして、

Sabre Efficient Access Solution のより低いコスト･モデルをサポートすると公言している一

方で、Expedia がこのプログラムにサインしたとは思えない。 Expedia は、AA 航空券（殆

どが米国内線のエコノミー航空券）発行に Sabre を利用している。 Expedia、Sabre、AA
の 3 社は、これ等の航空券についてある種の合意に達した様であるが、AA は、Expedia に
対して、米国内線プレミアム･キャビンと国際線航空券の契約を延長しない事を明確に伝え

た。 AA は、米国内線プレミアム･キャビンと国際線航空券のティケッティング･オーソ

リティーを引き上げると通告し、そして、それを実行した。 AA のアクションは、Expedia 
Corporate Travel に適用されない。 
 

Expedia は、DL とも同様の状況に直面している。 Expedia が DL に対して仕掛けたのか、

DLがExpediaに仕掛けたのか、どちらが先なのかは分からないが、幾つかの国際線運賃は、

散発的に Expedia.com から取り除かれている。 
NW の Expedia との契約も期限を迎えている。 NW も、同様に、Expedia に対してアグレ

ッシブな対応を取ると私は思う。 Expedia から、NW の一部若しくは全ての運賃が引き上

げられても驚かない。 
 

今日の様な高需要の期間には、コストを低下した GDS プログラムに参加しないオンライン

とオフラインの旅行社は、どんなに大きな旅行社と言えども、運賃にアクセス出来なくな

る事を知るだろう。 ■ 
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FT.com, 2/9/2007 

4. Why we must get Europe’s trains on track 

 欧州の高速鉄道網の挑戦 

 

以下は、仏国鉄 CEO であり、Eurostar 会長の Guillaume Pepy の Sir Robert Reid memorial 
Lecture に於ける講演録。 
 

一見すると、欧州の高速鉄道業界の将来は順調に発展しているかの如く見える。 2020 年

までに、域内の鉄道インフラストラクチャーに 100bn ポンド（24 兆円）の投資が予定され

ている。 そして、その時点までに、4,000km 以上の高速鉄道路線網敷設によって、汎欧

州路線が倍増され、短距離航空便の信頼置ける代替輸送手段となるだろう。 
 

その様な潜在力を見越して、鉄道事業者は、時速 350km 以上の能力を持つ 新世代の列車

を発注している。 今年末には、仏国鉄 SNCF は、時速 550km 以上のスピード記録に挑

戦するだろう。 
 

これ等の発展は、欧州の人々の毎日の生活に影響を与える事になるだろう。 我々は、業

界のビッグバンと言われるほどの直前に居る。 2010 年までには、欧州の国際鉄道サービ

スは、自由市場の競争に晒されるだろう。 交通渋滞は、毎年、欧州の GDP の 1%ほどを

蝕んでいる。 広範囲な環境への影響は極めて大きなモノとなるだろう。 今、我々が、

航空輸送の 1/10 しか公害を発生させない輸送システムの実現に手を付けなければ、後世の

人達から必ず大きな非難を浴びるだろう。 
 

欧州が、高速鉄道がもたらすオポチュニティーの完全な展開を予定するならば、政府と業

界は、困難な問題に取り組まなければならない。 
 

第一は、旅客輸送を規制に関する欧州統一ルールの制定である。 軌道の通行料（tolls）
の調和無しには、我々は、自由競争環境と市場への“オープンなアクセス”を作る事は決

して出来ない。 例えば、英国では、路線特有の支出を反映した通行料（tolls）と利用料

金（usage charge）が組み合わせられている。 フランスでは、列車の供給量により通行料

が決められている。 
 

この問題を実効あらしめる為の唯一の方法は、通行料の算定をガラス張りにして、資本支

出のコストを完全に反映させる事となるだろう。 この分野では、10 年前に規制緩和を実

行した英国がリードしている。 UK Office of Rail Regulation が採用した、経済規則と、技
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術的と安全規則をバランスさせた方法が、欧州域内統一規則の模範となるだろう。 
 

欧州が挑戦する第 2 番目の問題は、エアバス方式の採用である。 SNCF は、Deutsche Bahn
と Trenitalia を連携させて、彼等に列車の共同発注をさせる事を企てたが、結局、我々は、

統一仕様の作成に失敗した。 鉄道業界には、多分、自由市場の競争を浸透させなければ

ならない。 
 

しかし、この業界は、航空から重要な事を学んでいる。 エアバスが A380 型機の製造を

思いついた時に、SQ がラウンチング・キャリアとなって購入価格の割引の特典を享受し

た。 この割引は、まだ製造された事が無い航空機の購入リスクを反映している。 エア

バスは、開発コストを、後続のバイヤー達から回収する。 鉄道では、全く逆の現象が起

きている。 ラウンチング・カスタマーが、アップフロントのリスクとコストを負担しな

ければならない。 

（フランスの Alstom SA は、AGV＜Automotrice Grande Vitesse＞と呼ばれる新テクノロジー

を利用した次世代の新型機関車 TGV を開発し、フランスとイタリアからの各 1bn ユーロ

≒1,200 億円に上る発注を期待している。 この新型 TGV は、時速 550km の記録に挑戦す

る。） 
 

 
 
 
 

列車の運営者にも挑戦が存在する。 我々のビジネス・モデルに対して、ここでも、エア

バスのストラクチャーがインスピレーションを与えてくれる。 確かに、今は困難な状況

に置かれているが、エアバスは、如何なる面に於いても、欧州を代表するチャンピオン企

業に発展している。 この成功物語は、国家と政府のバリヤーを超越した単一の取締役会

による統合された経営から生み出されている。 
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このモデルは、多くの異なる株主によって保有されている英仏海峡横断列車 Eurostar に於

いても見て取れる。 単一取締役会が、統一した戦略と事業の方向を決定している。 
 

列車運営者は単一の所有者によって所有されていると言っても、運営者間のより大きな協

力関係の構築が勢いづいている。 昨年には、Railteam アライアンスが Deutsche Bahn, 
Eurostar, Thalys を含む 8 社の提携が実現し、高速鉄道の、完全なオポチュニティー展開の

初の汎欧州イニシャティブをとるだろう。 今では、彼等は統合時刻表を編集し、サー

ビスと切符販売で協調している。 
 

同時に、この業界は、その経済的モデルを注深く検討する必要が有る。 例えば TGV と

Eurostar は、両社とも、LCC と同様のボリューム・ベース・プライシング制を採用してい

る。 これに反して、Deutsche Bahn のワンダフルなプレミアム列車である ICE は、トップ

エンドの旅客をターゲットにして、ボリューム・ディスカウントと予約を採用していない。 

この様な、ビジネス・モデルの異なるアプローチが存在する限り、高速鉄道システムの真

の統合のチャンスはあり得ない。 鉄道の潜在力は極めて大きなモノが有る。 しかし、

我々は、その機会の完全な展開を決して実行出来ていない。 この問題に取り組まないな

んて全く想像出来ない。 今、危機に瀕しているのは、欧州の持続的開発だ。 ■ 
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5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）米旅行業界、インバウンド･ツーリズム振興でブループリント作成 
5 ヶ月前に創設された Discover America Partnership（会長 Steven Porter/InterContinental 社長）

が、米国のインバウンド･ツーリズム振興を訴えた、56 ページの“A Blueprint to Discover 
America”を発表した。 このペーパーは、① 政府の VISA 発給プロシージャーの改善、

② 米国入国ポイントの近代化、③ 海外からの米入国者誘致促進のための官民提携、の 3
つを訴えている。 （Visa 発給 30 日以内、入国審査 30 分以内､Visa 発給事務所のスタッ

フ +250 人増員を要求している。） 

この計画は、1 月に発表された連邦政府（国務省 DOS と国家安全保障省 DHS）のセキュ

リティーの強化する一方で、米国へのインバウンド･ツーリズムを振興させる“Secure 
Borders, Open Doors”戦略の上に作られており、インバウンド･マーケティング･キャンペー

ンの費用を捻出するために、航空券に賦課する出入国手数料の新設を計画している。 航

空券に対する賦課（Air Transport Association が猛反対している）以外に、tax credit bonds 或
いは、Visa Waiver Program 参加国の米入国者に対する手数料徴収などが検討されている。 
(DTW, 2/1/2007) 
 

（２）米上院、メキシコ人に対する Visa 有効期間を 6 ヶ月に延長要求 
1 月 29 日、米上院で、機械処理可能国境通過カード（laser card）を保有しているメキシコ

人の Visa を、6 ヶ月に延長する法案が提出された。 現行の有効期間は 30 日間で、laser card
保有者は、既にメキシコの米領事館で、詳細なバックグランド･チェックが実施されている

ために、何も 30 日に制限する必要がない、と言うのが法案提出の理由。 カナダ人は、laser 
card の取得を要求されず、且つ 6 ヶ月間の滞在が可能となっている。(DTW, 2/1/2007) 
 

（３）アコー ゴーボヤージ売却 
仏大手ホテル･チェーンの Accor が、Go Voyage を売却した。 売却先は、投資企業の

Financiere Agache Investissement（Grouupe Arnault）と Go Voyage のマネジメントのメンバー

で、売却価格は $364m（435 億円）。 Accor は、この売却とは別に、Go Voyage を優先販

売チャネルとする 3 年間のマーケティング契約を締結した。(DTW, 2/5/2007) 
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（４）インタラクティブコーポ、第 4 四半期減益 ▲85% 
メディア･コングロマリットの InterActiveCorp（HSN, Ticketmaster, CitySearch）が、2 月 6
日、多額の特別支出（$214m charge related to the entertainment publication segment）のために

▲85%減益した第 4 四半期決算を発表した。 特別支出を除去すると、+13.3%の増益決算

となる。(nytimes.com, 2/6/2007) 
 

2006 年 4QT 2006 年通期  

4QT 前年比 4QT 前年比 

収 入 1,823 +7.8% 6,277 +15.9% 

純 益 16.7 -85.2% 192.6 -77.8% 

純益（調整後） 211.6 +21.4% 533.0 +13.3% 

 
 

（５）セーバー、ノーススターのホテル･レーティングを採用 
Sabre は、AAA のホテル･レーティングの代わりに、Northstar Travel Media の Official Hotel 
Guide Worldwide レーティングをベースにした B2B ホテル･レーティングを採用する。 

Northstar のレーティングは、米国以外の数千のホテルを加え、AAA のそれよりも遥かに多

くのホテルをカバーしている。(DTW, 2/7/2007) 
 

（６）サイドステップ、更に $15m の資金を調達 
SideStep が、更に$15m（18 億円）の資金を、Norwest Venture Partners, Trident Capital, Leader 
Ventures, Saints Capital から獲得した。 この資金は、買収、マーケティング、海外展開、

ユーザー･ジェネレーテッド･コンテントの機能向上に使用される予定。 SideStep は 1999
年に設立され、現在米国と英国に展開、今度、仏、独、インド、その他のアジアに国に進

出する計画。 2006 年には利益を計上出来なかったが、2007 年には黒字にすると言ってい

る。 1 月の収入は、前年同月比で +60%増加した。(DTW, 2/8/2007) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）ブリティッシュ ミッドランド、BMed 救済へ 
BMI が大幅欠損を計上している BMed（元 British Mediterranean Airways、BA のフランチャ

イズ･キャリア）に 30m ポンド（69 億円）の資金を注入する。 BMI は BMed 株の 99%を

獲得し、残りの 1%についても既存の株主より購入し、BMed を完全子会社化する。 BMI
は、この買収により LHR 空港（BMed のオペレーション基地）からの長距離国際線（特に
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中東路線）を強化する。 BMed は、7 機のフリートと従業員 770 人を擁し、16 カ国 17 路

線（Beirut, Damascus, Aleppo, Amman, THR, Dakar, Freetown を含む）を保有している。 BMI
は LHR 空港スロットの 13%を保有し、BMed 買収により更に LHR 空港のスロットのシェ

アーを拡大する。 両社とも A320 型機を運航している。 BMed は、燃料費高騰の影響で、

昨年度、▲15m ポンド（35 億円）以上の税引き前損失を計上する見通し。(FT.com, 2/2/2007) 
 

（２）エクスプレスジェット（リジョナル）、今春営業開始 
元 Continental Express として CO のフィーダー便を専ら運航していた ExpressJet が、今春か

ら自分のブランド名で、中小のコミュニティー（主にミシッシッピ州）を連結する路線で、

リジョナル便（リジョナル ジェット機 Embraer 145 型機 50 席）の運航を開始する。(DTW, 
2/2/2007) 
 

（３）元サウスウエスト幹部の功績、疑問視される 
1970 年代の Southwest の会社創業期に貢献した元幹部

Larmer Muse（86）（写真左）が、癌に冒されて、余命数ヶ

月となっている。 昨年の創立 35 周年の機内誌には、共

同創立者のHerb KelleherとRollin Kelleherの2人の名前が、

Southwest の成功の立役者となって掲載されているが、

Muse は脚注にしか記載されていない。 Muse は、1970
年に AA から Southwest に入社、1978 年に他の幹部との確

執により辞任するまで、CEO 兼社長として辣腕を振るい、

今日の Southwest の礎を築き上げた。 

Muse は、1982 年に、息子を助けて Muse Air を創立したが失敗、結

局 1985 年に Southwest が、この会社を  $70m で買収した。 

Southwest では、会社に大きな貢献をした人の名前を、航空機名に

使う習慣が有る。 今までKelleherから第 1号の整備員まで 6人が、

その名誉に輝いているが、Muse は選ばれていない。 

元 Southwest の社員達から、Muse 存命中に、彼の功績を讃えるべ

きだと言う声が上がっている。 Kelleher は、Muse の病床を見舞

い、1 時間 2 人切りで話し合った。 そして、Muse が $350,000 を

寄付したテキサス彼の地元 Palestine の YMCA に、Southwest が更に 
$150,000 を寄付する事を約束した。(wsj.com, 2/2/2007) 
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（４）マイルを失効させない方法 
航空会社が、冬眠マイルの有効期間を短くしている。 UA は、2 週間前に 3 年から 18 ヶ

月間に半減した。 1 月 31 日、US 航空が同様の期限短縮を実施した。 DL も 36 ヶ月か

ら 24 ヶ月に短縮した。 彼等は、貸借対照表を美しくしたがっている。 
折角貯めたマイルを無駄にしない為に、次の対策をとるべきだ。 

 失効日をマークしろ。 年間 $14.95 を支払って mileagemanager.com に登録すれば、

異なる航空会社の積算マイルをまとめて教えてくれる。 そして、マイルが失効する

直前に e-メールの警報を流してくれる。 
 航空会社が提携しているホテルやレンタカーを利用しろ。 
 クレジットやデビット・カードを登録して、航空会社が提携しているレストランで食

事して、マイルを追加しろ。 Rewards Network Inc.は、レストラン 8,000 軒のリスト

を持っている。 
 機内誌の購読で 1,000 マイルを使用する方法も有る。 また、マイルを慈善団体に寄

付する方法も有る。 
以下が、各航空会社の詳細だ。 
 

 
(wsj.com, 2/3/2007) 
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（５）米国内線 手荷物補償限度額引き上げ 
米運輸省は、2 月 28 日から、国内線の手荷物補償限度額を $2,800 から $3,000 に引き上げ

る。 手荷物限度額は、1984 年 2 月に $1,250 に設定され、その 15 年後の 2000 年 1 月に 
$2,500 に引き上げられ、連邦消費者物価指数に連動して、2 年毎に改訂される事となった。 
国際線の補償限度額は、モントリオール条約か、若しくは、それよりも古いワルソー条約

に基づいて決められている。 米国は、限度額を約 $1,400 と定めているモントリオール条

約を批准している。 海外発の便については、旅客は、どちらの条約が適用されるのかを

調べる必要がある。 

Air Transport Association に加盟している全ての航空会社は、フライトの出発地に拘らず、よ

り新しいモントリオール条約を提供する事に合意した。 ATA に参加していない航空会社

もこの任意協定に参加する。 米運輸省は、11 月にこれを承認し、数ヶ月以内には、この

新しい規則が発効する。(DTW. 2/5/2007) 
 
 

（６）英国航空、スト決行予告で▲80m ポンド減収 
客室乗務員の組合 Bassa（組合員 11,000 名）のスト予告（スト突入直前で回避）により、

BA が▲80m ポンド（190 億円）の減収を蒙った。 
BA の第 3 四半期決算で、前年同期比▲12%減益の 103m ポンド（245 億円）の純益を計上

した。 
 

 3QT FY2006 

収  入 2.07bn  (+0.4%) 4.5%~5.0%→3.25%~3.75%に修正 

営業利益 129m  (-26.7%) 3QT 燃料▲40m ﾎﾟﾝﾄﾞ、年間 1.95bn ﾎﾟﾝﾄﾞ 

税前利益 113m  (-31.9%) 610m→560m に修正(JPMorgan) 

純  益 103m (-11.9%)  

備  考 

12月LHR濃霧で800便欠航等

▲40m ﾎﾟﾝﾄﾞ 
年金再編で被信託人と合意 
向こう 10年間で▲2.1bn ﾎﾟﾝﾄﾞ
の積み立て不足を解消 

今月中にも次期長距離機×10 機発注（総額

2bn ﾎﾟﾝﾄﾞ） 
B777 若しくは A330-200 が候補 
過去 6 年間で 初の配当予定 
2007 年度で営業利益率 10%を確保する 
その為、コスト削減▲450m ﾎﾟﾝﾄﾞ 
2007 年度税前利益 865m ﾎﾟﾝﾄﾞ 
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（７）カンタス、2006 年度中間決算+2%増益 年度利益見通し 3 回目の上方修正 
QF は、中間決算（7 月〜12 月）で、利益 A$359m（339 億円）を計上した。 これは前年

同期比 +2%の増益。 特別税会計を除いた税前利益は、+8.3%増益の A$523（494 億円）

となる。 
QF は、2006 年度の利益見通しについて、過去 6 ヶ月間で、3 回目の上方修正を行った。 

8 月に前年度と同額の利益、12 月に+25% ~ +30%増益、今月に +30% ~ +40%増益に、時を

追って増益幅を大きくしている。 同時に、3 月 19 日に、1 株当たり 15 セントの配当を実

施すると発表した。 

QF は、豪州 大の Macquarie Bank と米バイアウト・ジャイアンツが率いるコンソーシャ

ム Airline Partners Australia（APA）から A$11.1bn（1 兆 450 億円）のテークオーバー・ビッ

ドをオファーされている。 A$11.1bn のオファーは、QF 株 1 株を A$5.60（2 月 9 日 SYD
証取 5.37）としているが、度重なる利益見通しの上方修正が、 終買収価格を上げなけれ
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ばならなくする可能性がある。 このオファーは、Qantas Sale Act に基づき、外資を 49%
以下に押さえている。 従って、豪州法に対応しており、当局の審査を受けないで済むと

言われていたが、政府の Foreign Investment Review Board は、この QF 買収を審査する事と

なった。 豪財務大臣 Peter Costello は、QF の LCC 子会社 Jetstar は、外資規制法の対象と

はならないと言っている。 APA は、QF 買収が成功した暁には、Jetstar Asia（Jetstar 49% + 
シンガポール資本 51%）を売却する可能性が有ると言う情報が囁かれている。 
 

単位 A$ ’06 FH Vs. ‘05 備 考 FY ‘06 見通し 

収  入 7.73bn +13% PAX traffic+7.4% 供給+3.7%  

税前利益 523m +8.3% 除 Favorable tax charge 燃 +660m→3.5bn 

利  益 358.7m +1.7% A380 遅延補償金 A$97.5m +30% ~ +40%増益→3.5bn 

(wsj.com, 2/2-6-9/2007) (FT.com, 2/8/2007) 
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（８）プラハ空港の民営化に、国際投資家の熱い視線が注がれている 
フロバキア政府は、昨年、Prague 空港を 2 年以内に民営化する事を決定した。 独建築業

Hochtief の子会社 Hochtief Airport、FRA 空港を運営している Fraport（独）、豪州の投資銀行

Macquarie Bank、チェコの投資グループ PPF、スロバキアの投資家 Penta と JT が、Prague
空港の投資を狙っている。(channelnewsasia.com, 2.5.2007) 
 

（９）LHR 空港使用料 英 CAA 案に BA と VS が反発 
英 Civil Aviation Authority は、2008 年〜2013 年の LHR の空港使用料金を、消費者物価指数

（RPI）×1.04〜1.08 とする案を提案した。 現行のプライス・キャップは RPI×1.065 が

適用されている。 LHR 空港の主要ユーザーである BA と VS は、現行のキャッピングよ

りも拡大する可能性が有る CAA 案に反発している。 BA は、キャッピングは物価指数と

同率にするべきだと主張している。 そして、先に BAA を買収した Ferrovial が、空港整

備の代りに負債の返済を優先させる事が無い様に、当局の監視を強化するべきだと言って

いる。(FT.com, 2/6/2007) 

 
（10）A380 型機、初の招待飛行を実施 
世界 大の旅客機であるスーパー・ジャンボ A380 型機が、仏ツールズで初の招待飛行を

実施した。 この招待飛行には、前評判のジャクイジー、カジノ、免税店、ジムは無く、3
クラスの 520 席仕様の機材が使用され、200 人の記者が招待された。 座席数は、モノク

ラス 大で 840 席を装着出来る。 エコノミークラス座席は、見た目は通常機の物と代ら

ないが、幅が 18 吋（45.7cm）と、一般的な B747 型機のそれよりも +1 吋広くなっている。 

胴体が、メインデッキで +20 吋広い為だ。 客室使用は、発注航空会社により大きく異な

る様だ。 或る航空会社は、F クラスにシャワーを付けたそうだ。 

A380 型機は、現在までに 15 社のカスタマーから 166 機を受注している。 デリバリー遅

延のトラブル（今後４年間のエアバス利益▲5bn ユーロ≒7,500 億円が、これで消し飛んだ）

で、FedEx が 10 機の発注を取り消したが、SQ と QF は逆に、12 月に 17 機を追加発注した。 

エアバスの大きな誤算は、LH が、B747-8 型機×20 機（$5.5bn≒6.600 億円）を発注した事

だ。（LH は、A380 型機×15 機を発注済み） エアバスは、損益分岐に必要となる機数は

420 機と言っている。 向こう 20 年間で、大型機市場の需要は 1,665 機が見込まれており、

A380 型機は、この需要の半分を確保出来るだろう、とエアバスは期待している。 2010
年には、月産 4 機体制が完成するだろう。 

エアバスは、年間▲2.1bn（3,150 億円）のコストカットする、リストラ計画“Power 8”を

2 月 20 日に発表する。 この計画は、▲10,000 人のレイオフと、積極的なアウトソースを

計画するだろう。 独の組合は、職の確保が優先されない場合は、航空機のデリバリーを

中止するとレイオフ計画を牽制した。 仏の組合は、2 月 7 日に、1 時間の職場放棄をエア

バス工場の労働者 55,000 人（約半分が仏工場）に訴えた。 独政府は、フランス工場より
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も大きなレイオフが独工場（フルタイム 23,000 人+パート 6,300 人）で実施される場合は、

軍用機の EADS 発注を見直すと言っている。(wsj.com, 2/5/2007) (FT.com, 2/7/2007) 
 

 
http://ja.wikipedia.org/wiki/エアバスA380
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（11）インド航空会社、9 ヶ月間で▲$400m 損失計上 
インドでは、過去 3 年間で、LCC を含めて少なくとも 6 社が誕生した。 燃料高騰と一時

的な供給過剰の発生により、インドの航空業界は、4 月から 12 月までの 9 ヶ月間で▲$400m
（480 億円）の損失を計上した。 インドの航空旅客需要は、現在 2,500 万人であるが、2010
年までに 5,000〜6,000 万人に増加すると予測されている。 ボーイング社は、インドの航

空機需要が、向こう 20 年間で 856 機（$72bn≒8 兆 6,400 億円）に上ると予測している。（エ

アバスは、1,100 機を予測。） 2 月 7 日から 5 日間、Bangalore で、インド エアー・ショ

ーが開催されている。 500 社以上の航空機関連メーカーがブースを出展している。

(channelnewsasia.com, 2/5/2007) 

 

インド国内線シェアー

Jet Airways

30%

Indian（国営）

21%

Air Deccan

19%

Kingfisher

9%

Air Sahara

9%

LCC

12%

 

SpiceJet, GoAir, IndiGo, 

Jagson, Paramount 

 
 

（12）UPS、B767 型機×27 機発注 
UPS が B767 型機を 27 機発注した。 発注価格は、カタログ価格で $4bn（4,800 億円）に

上る。 2009 年から 2012 年にかけてデリバリーされる。 
UPS は、この発注は A380 型機×10 機とは全く関係

が無いと言っている。 A380 型機は 2 年間デリバ

リーが遅れており UPS は、現在この発注を取り消す

か維持するか検討中。 ライバル会社の UPS は、既

に10機のA380型貨物専用機の発注を取り消してい

る。 ボーイングは、UPS の B767 型機の大量発注

で、ペンタゴンの空中給油機（B767 型機の仕様が

検討されている）の商戦で有利になった。 現在

B767 型機の受注残は 26 機 2 年分しか無く、生産ラ

インの維持が難しくなっていた。(wsj.com, 2/6/2007) 
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（13）ライアンエアー、第 3 四半期 +30%増益 
Ryanair は、第 3 四半期利益 47.7m ユーロ（71 億円、+30%増益）を達成した。 フルサー

ビス・キャリアの燃油 S/C が、Ryanair の値引きの必要性を少なくしている。 3 月に終了

する 2006 年度決算では、前回見通しの +16%を大幅に上回る +29%増益の 390m ユーロ

（579 億円）の利益を計上する見通しである。 同社は、12 月に Aer Lingus の買収を断念

したが、342m ユーロ（503 億円）を投じて、Aer Lingus 株を 25,2%まで購入している。 

Ryanair は、ドイツに 3 番目基地（Düsseldorf Weeze）を 6 月に展開し、ドイツ市場のシェ

アー向上を目論む。 これは、Ryanair の 19 番目の基地で、当初 2 機を駐機させ、10 路線

を展開する。 

 3QT 前年比 備  考 

収  入 492.8m +33% 
旅客数+19% 10.3 百万人、L/F 81%、非旅客収入（ホテ

ル・レンタカー・受託手荷物・旅行保険）拡大 

利  益 47.7m +30% 通期利益見通し +29%増益 390m ユーロ（585 億円） 

燃  料 174.9m +52% 
総コスト×40%、 
第４四半期ヘッジ 90%をバレル$73＞実際価格$58.40 

イールド  +7% 
前回予想 +2% ~ +3%、フルサービス航空会社の燃油

S/C により運賃競争力向上 

(FT.com, 2/5-7/2007) 
 

（14）米運輸省、航空券税廃止してユーザー・フィー導入 
米運輸省は、2 月 5 日、航空券税を廃止して、その代りにユーザー・フィーを導入すると

発表した。 2009 年以降からは、新設されるこのユーザー・フィーと燃料税の 2 本建ての

ハイブリッド システムにより、次世代の航空管制システム（衛星管制システム）（現行の

レーダー管制に比して、飛躍的に管制能力が向上する→即ち、空の混雑が解消する）の導

入資金が調達される事となる。 これにより、ビジネス・ジェットのセグメントに対して

より大きなファンディングの負荷が掛かる事になる。 National Business Aviation 
Association は、管制コストを高めている原因は、大手航空会社の H&S 運営にあるので、定

期便事業者がより多く負担するべきだと主張している。 ビジネス・ジェットは、総便数

の 18%を構成していながら、5%のコスト負担しかしていない。 航空会社は 2/3 の便数を

運航して、90%を負担している。 この新システムは、来年度予算案に組み込まれている

が、ビジネス・ジェット業界には、有力な経済界の大物がバックに付いており、余程の説

得力有る法案説明が出来ない限り、議会での承認は危うくなるだろう。(FT.com, 2/5/2007) 
(wsj.com, 2/6/2007) 

 

米国の 2008 年度予算案を次ページに掲載した。 
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（15）イージージェット、2007 年度増益+40%〜+50%を予測 
easyJet は、2006 年度決算 129m ポンド（前期比+56%増益）の後で、2007 年度（10 月〜9
月）は+40%〜+50%の増益になるだろうと言う見通しを発表した。 座席当たり収入は継

続して改善、第 1 四半期の +4%を、第 2 四半期は更に上回るだろうと言っている。 燃料

コストは、上半期で前年比 +7%となるが、9 月までの通年では、前年を若干下回ると予測

している。 非旅客収入の伸びが著しい。 第 1 四半期の座席当たり旅客収入 +2.3%に対

して、非旅客収入（保険・レンタカー・その他のサービス）は、+22%と大幅に増加してい

る。 第 1 四半期の旅客数は +9.8%の 810 万人であった、 L/F は、81.7%。 今週始め、

Ryanair は第 3 四半期の旅客数が +19%、収入が +28%増かしたと発表している。(FT.com, 
2/7/2007) 
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（16）米航空会社の 2006 年サービス品質結果 
米運輸省が編集している、米航空会社のサービス品質の 2006 年実績が、2 月 7 日に発表さ

れた。 旅客の苦情数を除いて、全てのサービス項目で品質が低下している。 
定時到着率 77.4%   →  75.4% （15 分以内到着率） 
バケトラ  6.64 個  →  6.73 個  （1,000 人当たり） 
オフロード 0.88 人  →  1.01 人 （1 万人当たり） 
苦情数  8,741 通 →  8,321 通（10 万人当たり） 
主要各社のランキングは、下表の通り。 
 

 
(wsj.com, 2/6/2007) (DTW, 2/8/2007) 
 

（17）航空会社、旧バンコック空港再開に反対 
タイ軍事暫定政権は、2 月 6 日、Don Muang 空港を再び使用して、開港したばかりの

Suvamabhumi 空港の混雑解消と 100 ヶ所以上有る滑走路とタクシーウエーの亀裂の修理を

実施したいと語った。 これに対して、BKK 乗入れ航空会社が、2 空港への分散は、空港

の運営効率の大幅低下と、インバウンド旅客の利便の低下と混乱を惹起すると猛反対して

いる。 一部の航空関係者は、昨年 9 月に無血クーデターでタクシン政権を倒した現軍事

政権には、タクシン時代の全てを否定したいと言う政治的な思惑が潜んでいると批判して

いる。(channelnewsasia.com, 2/7/2007) 
 

（18）破産裁判所、デルタ航空再建案を承認 
US 航空の $11bn（1 兆 3,200 億円）の敵対的買収を振り切った DL 航空の、単独 Chapter-11
離脱が確実となった。 2 月 7 日、NYC の破産裁判所は、DL 航空の再建案（disclosure 
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statement）を承認した。 これで、DL の Chapteer-11 離脱の為の法的な手続きが全て終了

した事になる。 同社は、債権委員会の承認取得後（債権者の 1/2、債権額の 2/3 以上の賛

成が必要）、4 月中（4 月 30 日）の Chapter-11 離脱を目指す事になる。 債権者委員会は、

① 新DLの10名の役員の任命権の確保、② 新DLの定款から毒薬条項を外す事を条件に、

DL 単独再建案に賛成する。 単独再建に反対していたボンド・ホルダーも、将来の合併

に門戸を開く事を条件に、賛成に回る。(8/7/2007, wsj.com) 
 

（19）エアリンガスとジェットブルーがアライアンス検討 
Aer Lingus と jetBlue が今夏末までにアライアンスを組む事を検討している。 JFK で両便

の接続サービスを開始するほか、オンライン販売を中心とした相互販売を開始する。 
両社は、将来はコードシェアーを計画すると言う。(DTW, 2/7/2007) 
 

（20）ノースウエスト、6 年振りに利益計上 
2 月 15 日に Chapter-11 を離脱する為の再建計画（disclosure statement）を破産裁判所に提出

する。 

 
（上段：第 4 四半期決算、下段：2006 年度決算）（単位：百万＄） 

 REV OPP NP 備  考 

2,980 

(+2.2%) 

94 

(-261) 

-267 

(-1,309)

特別項目を除くと +7m の税前利益計上。 
(前年度-386m)、 
単位コスト▲14%（除燃料・特別費用） 
2000 年度以来初の四半期営業利益達成。 
予約変更手数料、機内食販売、カスタマー整

備収入、等のその他の収入 347m（+11.7%） 
 

NW 

12,568 

(+2.3%) 

740 

(-919) 

-2,835 

(-2,533)

2000 年以来初の年度利益計上。 
特別項目を除くと +301m の税前利益計上。 
(前年度-1.38bn)、 
CSAM▲10.8%（除燃料・特別費用） 
▲ 2.4bn コスト削減 
内▲1.4bn 労務費、6 組合と新協定締結 
年金基金凍結 
C-11 による unsecured debt▲4.3bn 近く削減 
2007 年上半期の C-11 離脱を計画する 
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Yield 

cent 

L/F REV OPP NP ASM PASM Fuel  

million million million billion cent  % ¢ガロン 

現金 

同等物

2,980 

(+2.2%) 

94 21.5 
(+2.0%)

12.42 -267 82.5 

(81.6) 

10.66 

(11.85)

193.9e 2.1bn 

除 r.cash(11.85)(-261) (-1,309) (197.89) N

W 

PASM=passenger service expense per total ASM 
 
 

（21）サウスウエスト航空、SFO 国際空港に復帰 
米国内線旅客数 大企業の Southwest が SFO 空港に 6 年振りに復帰する。 同社は、今年

の新たな空港支店開設を回避し、モデレートな +7.7%の供給拡大を予定しているが、SFO
空港の施設が改善され、空港混雑が解消されて、低コスト運営が可能になった為に、今年

中の、同空港の乗入れ再開を計画する。 Southwest の SFO 再開は、同空港を基地として

大陸横断線を計画している Virgin America に、大きなプレッシャーを与える事になるだろ

う。 Southwest は、480 機以上の航空機を保有し、今年に更に +37 機を導入する。(FT.com, 
2/9/2007) 

 

（22）米エアーマーシャル・サービス 
2001 年 9 月 11 日時点で、エアーマーシャルは、毎日 26,000 便の運航に対して全米でタッ

タの 33 人しか存在していなかった。 9-11 事件の 6 日後に連邦議会は、エアーマーシャ

ルの大幅な増員を決定した。 現在、数値は明らかにされていないが、2,500 人から 4,000
人が、航空便の機内のセキュリティーの確保に努めている。 9-11 以降、エアーマーシャ

ルが実際に活動したケースは、極僅かしか発生していない。 59 人が逮捕され、ピストル

が使用されたのは 2 回（1 人射殺）あったが、いずれもテロとは無関係であった。（何れも

unruly 旅客、或は精神異常者） しかし、この制度の維持には以下の如くの問題が存在す

る。 

・ 単調な仕事で、経験を積む事が出来ず、エアーマーシャルのモラールが低下している。 
・ 年間 $700m（840 億円）の予算では、新人の採用が十分に行えない。 
・ チェックイン手続きで、本来秘匿しなければならいエアーマーシャルの身分が明らかに

されてしまう。 
・ 政府の委員会が、エアーマーシャルの非効率な運営に関心を示し始めている。 
(wsj.com, 2/9/2007) 

12,568 

(+2.3%) 

740 

(-919) 

-2,835 

(-2,533) 

85.6 

(-6.7%)

12.71 

(11.74) 

84.8 

(82.6) 

10.95 

(11.53)

202.4e 2.1bn 

(170.73) 除 r.cash
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（23）タイガー航空（シ）、豪国内線に参入 
シンガポールのTiger Airwaysが、豪国内線への参入を計画している。 Tigerは、SQが 49%、

Temasek が 11%が保有している LCC。 豪は、国内線航空会社には、外資規制を強いてお

らず、QF と Virgin Blue（Virgin Group の Richard Branson が立ち上げた航空会社で現在は、

豪の貨物運輸グループの Toll がマジョリティーを所有）の 2 社寡占市場となっている。 

Tiger は、マレーシアの AirAsia と同様の拡大戦略を採用し、豪州国内線に進出する。 

AirAsia は、既に、タイとインドネシアに共通ブランドと共通ビジネス・モデルを適用した

提携会社を設立している。 Tigerも、ターボプロップを運航していた小さな航空会社 SEAir
と営業協力提携を結び、Tiger から A320 型機×2 機をリースして Tiger ブランドによる運航

を計画している。 QFの子会社 Jetstarも、シンガポールに49%の資本を保有する Jetstar Asia
を設立している。(FT.com, 2/9/2007) 
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 水 運  
 

（１）パキスタン、PSA に港湾ライセンス付与 
パキスタン政府は、シンガポールの港湾オペレーターPSA International に、新しく建設され

た Gwadar 港の 40 年間の港湾運営ライセンスを付与した。 ライセンス契約の内容の詳細

は明らかにされていないが、パキスタンは、PSA が Gwadar から上げるグロス年間収入の 
9%を徴収する模様。 中国は、産油国である中東の近くに位置する Gwadar 深海港（ペル

シャ湾岸に面しイラン東部の国境から 70km）に注目しており、既に技術援助を含む建設

費（$250m≒300 億円）のファイナンスを支援している。 Gwadar 港の近くに、イランと

インドを結ぶパイプライン（建設費$7bn≒8,400 億円）が敷設される予定。 昨年、民族主

義的な武装部族の氾濫が勃発、軍隊により制圧されたが、港の治安の維持が懸念されてい

る。FT.com, 2/5/2007) 
 

（２）オーマンの Salalah 港が、世界のクロスロードになっている 
オーマンの南岸 Salalah コンテナ港が、世界のコンテナ船の中継港として賑わいを見せてい

る。 この港は、コンテナ船同士の間でコンテナを積み替える所謂トランス・シップメン

ト・ハブ港として 1998 年に開港した。 Salalah は、紅海とアラビア湾の中間で、東部及

び南部アフリカとインド亜大陸、そして、欧州中国間の東西貿易ルートを接続する絶好の

場所に位置している。 近では、船長 400m の巨大コンテナ船が誕生しているが。 し

かし、メガ・コンテナ船を受け入れる港は少ないので、この船が運ぶコンテナを小さな船

に積み替えるトランス・シップメント・ハブ港の必要性が高まっている。 Port of Salalah 
Company の 30%は、デンマークの AP Moller-Maersk のターミナル部門 APM Terminal が保

有している。 残りは、オーマン政府と投資家達が所有している。 現在の取扱量は、250
万 TEU で、英国の 大取扱量を誇る Felixstowe に匹敵する。 そして、多くの欧州のコン

テナ港が平均 25TEU の処理能力であるの対して、1 時間当たり略 30TEU を移動させる能

力を有している。(FT.com, 2/7/207) 
 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 

（１） ブッシュ政権、アムトラック予算カット 
ブッシュ政権は 2008 年度国家予算で、Amtrak のダイレクト・ファンディングのレベルを、

前年度の予算案に比して▲$100m 削減した $800m（960 億円）として計上した。 この予
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算には、$100m の capital matching grants program が含まれている。 同政権は、Amtrak に

対して、アカウンタビリティーが欠如し、稚拙な計画と経営の失敗が繰り返されていると、

厳しい批判の目を向けている。 全米鉄道旅客協会（National Association of Rail Passengers）
は、この予算案が Amtrak の借入金返済に必要となる凡そ $300m（360 億円）を認めなか

った事に失望している。 ブッシュ政権は、昨年の予算でもこれを認めていない。 Amtrak
は、2002 年より新規借入金を回避しているばかりか、この間に $400m を返済している。 

ブッシュ政権の Amtrak 予算案は、議会で大きな反発を受けるだろう。 議会は、ここ数

年、ホワイトハウスの原案を否決している。(DTW, 2/7/2007) 
 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）アジア地域ホテル投資が、今年 70 億ドル突破する 
ホテル投資サービス会社の Jones LangLasalle Hotels は、アジア太平洋地域のホテル投資が 
$7bn（8,400 億円）を突破すると予測している。 この額は、2006 年の $5.25bn の +33%
アップで、2005 年比の倍以上、2004 年の +73%増しである。 中国、インド、ベトナムに

於ける新市場の開拓が、この地域のホテル投資を誘引している。(channelnewsasia.com, 
2/7/2007) 

 

（２）ディズニー、利益倍増の第 1 四半期好決算 
Walt Disney Company が、2 月 7 日、第 1 四半期決算で $1.7bn の利益を達成したと発表し

た。 これは、“Pirates of the Caribbean : Dead Man’s Chest”と“Cars”の DVD リリースの

販売好調のため。 利益には、E Entertainment Television に於ける Disney のインテレストの

売却による $1.1bn と、エクイティー ベース補償金 $48m のチャージを含む。(nytimes.com, 
2/8/2007) 
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情報 251 ページ 44 がこう言う風に代った。（情報 251 では、全面改修前のサイトを表示） 
 
 
 

 その他  
 

（１）パチンコ業界の合法化なるか 
日本がカジノの解禁を検討している。 そうなると、怪しげなビジネスとして、法的な根

拠が薄弱で、脱税の温床となっている、そして、北朝鮮との関係を持っていると言われて
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いるパチンコ業界の合法化が実施されるかも知れない。 パチンコ業界は、29 兆円産業と

言われている。 パチンコを愛する 90%の人達が、景品をパチンコ店の外に構える交換所

で、現金に変えている。 日本では賭博は禁止されているが、警察は、この行為を黙認し

ている。 1/3 のパチンコ店は、北朝鮮系の人達が運営し、年間 1,000 億円を北朝鮮に送金

していると言われている。 警察は、パチンコ店の取締を強化し始めている。 ゲーム当

たりの出玉率を半減する様に指導している。 そしてパチンコをギャンブルからカジュア

ルなエンターテイメントとしての遊びに変えさせ様と努力している。 パチンコ・メーカ

ーは、漫画の動画やビデオ・コンテントを組み込んだパチンコを次々と開発している。 新

しい台への転換投資が嵩むため、パチッコ業界では小規模が大規模に飲み込まれるコンソ

リデーションが始まっている。 日本の投資コンサルタントには、海外投資家から少なく

とも 1 週間に 1 回は、パチンコ店の評価の問い合わせが有ると言う。(FT.com, 2/9/2007) 

パチンコ・メーカーの藤商事（大阪市）は、2 月 9 日 Jasdaq に上場した。 グリーンシュ

ー・オプションを含めて 65,000 株をオファーし、117 億円（株価 18,000 円）を調達した。 

2006 年度の収入は、404 億円（2004 年度比 +61%）、税前利益 85 億円を計上。(FT.com, 
2/9/2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 
 

仏国鉄 SNCF の CEO の欧州高速鉄道の話を読むと、2020 年までには、欧州高速鉄道網が

路線延長 8,000km に倍増されるそうだ。 
情報 237 号（平成 18 年 9 月 29 日）でスイス ゴタルド トンネルが 2017 年に貫通すれば、

MIL=ZRH 間が、現行の 3 時間 30 分から▲1 時間短縮されるとレポートした。 
 

欧州の高速鉄道網は、確実に欧州全土に広がっている。 
 
 

仏の TGV を製造している Alstom SA が、今までの TGV コンセプト（列車の前後の機関車
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により牽引する）方式を改めて、日本の新幹線と同じ電車形式による高速列車を開発し、

時速 550km を破る記録に挑戦するらしい。 
 

日本の“重力分散”モデルが、如何に優秀であるかが証明されている。 モーターを各客

車の車台に組み込めば、重量が分散され、鉄軌道に対する負荷が軽減されて、それだけ保

線が容易になる。 
 
 

欧州に、高速鉄道網が張り巡らされれば、自由化がヤット完成された欧州域内の航空路の

将来は一体どうなってしまうのだろうか？ 
 

現代は、変化のスピードが余りにも速い。 インターネット時間で全てが動いている。 

（H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 256 （ 以 上 ） 
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