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1. リアーデンのパーソナル アシスタント 

 

初のオンディマンドの Web ベース旅行調達ツール（travel procurement tool） ベンダー

である Rearden Commerce（本社 Foster City 加州、資本金$200m、2000 年創立、社員 316

名）が、$100m の追加資金を獲得した。 この資金は、JPMorgan Chase & Co., American 

Express, ベンチャーキャピタルの Oak Investment Partners, Foundation Capital が提供した。 

信用市場の収縮が進んでいる最中の資金調達成功は、Rearden が開発しているビジネス

モデルの潜在力が、投資家達に評価された証になる。 この追加資金は、Rearden の B2B

から B2C への展開拡大と開発計画に使用される。 

 

Rearden Personal Assistant は、ユーザーに対して出張規程に基づいた旅行と旅行関連サー

ビスのオンライン予約を可能にする。 そして、それ等の予約には企業ディールに基づ

くネゴ運賃を反映させる事ができる。 また、利用者の選好性を加味してカスタマイズ

もできるように設計されている。 

Rearden は、全てのサービスをマシャップしてしまったようだ。 Kayak（メタサーチ）、

TripIt（旅行計画）、StubHub（チケット販売）、Zagat（レストラン ガイド）、OpenTable

（レストラン予約）、WebEx（ウエッブ会議）を 1 つにまとめたしまったと考えたら良

い。 Rearden は、第 2 の有能な（バーチャル）秘書を作り出し、今までの法人旅行管

理の革新に挑戦している。 

 

 

【Rearden の法人旅行管理革新への挑戦】 

 

Rearden のシステムは、次のような考えに基づいて作られている。 

 

１．今での法人旅行管理には以下の問題が存在する。 

（１）殆どのセルフ予約ツールの機能は、エアー・ホテル・カーの基本的なオンライン

予約に限定されている。 

（２）エアー・ホテル・カーのサプライヤーは、企業ディール割引を減少させている。 

（３）法人管理旅行社は、企業とのレベニュー シェアーを減少させている。 

（４）企業のトラベル マネジャーは、（２）と（３）の対応の為に、エアー・ホテル・

カー中心の旅行管理から、法人旅行全体をカバーした管理を求められている。（つ

まり全体を管理する事により一層のコスト削減） 

（５）現行のツールはモバイル対応ができない。 
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（６）一方、社員のセルフ予約ツールの使用率がなかなか上昇しない。（ツールの使い

勝手が悪いのと、ユーザーがツールそのもののバリューを評価していない等が原

因だ） 

 

２．これ等の問題を解決する為に Rearden は； 

（１）企業のニーズである出張規程管理の向上（travel policy の遵守）と、ユーザーが

評価できるバリューを伴ったセルフ予約ツールの開発の両方を両立させる。 

（２）企業の全ての旅行支出の対象となるプロダクトやサービスを全て取り込んだ、使

い勝手の良いオンライン予約ツールを開発する。（13,500 のマーチャントと第三

者アプリケーション プロバイダーを取り込む） 

（３）この膨大な数のコンテンツ（マーチャントや第三者アプリケーション プロバイ

ダー）を、企業の出張規程と社員のプリファレンスとに連動させる。（出張規程

範囲外の予約をできなくする） 

（４）全ての旅行支出をカバーする事により企業の一元的旅行コスト管理を可能にする。 

（５）モバイル対応した使い勝手の良いバリューが有るツールを提供する事により社員

達のセルフ予約ツール使用率を向上させる。 

（５）そして、SOA（サービス指向アーキテクチャー）の設計手法を使用して、タイム

リーな出張規程の変更やアップツーデートの瞬時の実施を可能にする。 
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【Rearden Personal Assistant のシステム概要】 

 

 

（１）ビジネスモデル 

トランザクション手数料に加え、システムを通じた個別取引のコミッションの獲得、第

三者アプリケーションのサブスクライブ フィーの 25%〜50%と広告掲載料が、このモ

デルの主要な収入源となる。 

 

（２）コンテンツ 

オンライン予約が可能な凡そ 135,000 のマーチャントと第三者アプリケーション プロ

バイダーを Rearden Commerce Platform に取り込んでいる。 また、レビューなどのソ

ーシャルネットワーク サイトや Zagat Survey などのレストラン ガイドともリンクし、

Rearden Personal Assistant を旅行計画ツールの何から何までを揃えたワンストップ ショ

ッピングのポータルとしている。 135,000 のコンテンツには、会議設営、空港駐車場、

宅配、レストラン予約、劇場チケット予約などありとあらゆるマーチャントが 6%〜25%

のマージン付きで含まれる。 

 

（３）システムの概要 

異なるインタフェースを持つ 135,000の膨大なマーチャントの接続は大きな挑戦となる

が、Rearden は SOA のテクノロジーを使用してこの難題を克服し、単一ブラウザー イ

ンタフェースへの統合に成功した。 そして、全ての出張旅費をこのシステムに集中さ

せる事により、T&E コストの透明性を高めて、一元管理によるより大きなコストセー

ブを可能にする。 また、会社の社員は、個人のクレジットカードを登録する事により、

私的な旅行計画までこの RAS を使える事が可能。 

 

（４）B2B もでるから B2C への拡大 

Rearden は、法人セルフ旅行の使用率（adoption rate）を向上させるために、膨大な数の

コンテンツを取り揃えた法人予約ツール Rearden Personal Assistant を、消費者サイト並

みに使い勝手を良くし、社員の個人的な休暇旅行までを取り扱えるようにした。 そし

て、この B2B モデルを B2C モデルとして展開する事にした。 
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【レストラン予約の例】 

Dining Example: A Mashup with Control Over Purchasing Process 

 

 

 

 

 

【American Express との関係】 

American Express は、2006 年 12 月に $22.5m を投資して Rearden の株主になった。 

American Express が Rearden Personal Assistant の販売代理店となった結果、過去 1 年半弱

の間に +1,700 社 100 万人以上のユーザーの新規法人顧客の獲得に成功した。 

 

【JPMorgan Chase との関係】 

Chaseは出資者の1人となると同時に、American Expressに次いで2番目に大きなRearden

の顧客になろうとしている。 つまり、Rearden のパーソナル Web コンセルジェ サー

ビスを、Chase の 9,000 万人の銀行カード保有者に提供する事を考えている。 

 

■ 
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2. 其の他のニュース 

 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）Tui 株主総会、会長罷免動議否決 

5 月７日に Hanover で開催された Tui 株主総会で、ノルウエーの海運大君 John Fredriksen

が求めた Tui 会長 Jurgen Krumnow の罷免動議は、出席した 71.5%の株主の 57.2%の反対

で否決された。 Fredriksen は、Krumnow の旅行と海運の二股経営戦略を中止させ、企

業の 2 社分割を求めていた。(FT.com, 5/7/2008) 

 

（２）オービッツ 欠損拡大 

Orbitz Worldwide が、第 1 四半期決算で昨年同期の▲$10m から▲$15m に損失を拡大さ

せた。 グロス収入は、±0%の $2.9bn であった。 その内訳は、海外収入が $488m

（+41%）、米国内収入が $2.4bn（▲6%）。 ネット収入は、+3%増の $219m であった。

(DTW, 5/7/2008) 

 

（３）旅行社は、昔の旅行社では全くない フォーカスライト レポート 

中小旅行社が取引ボリュームの減少を、木目の細かい顧客サービスとより高いイールド

のパッケージ販売によって相殺して、オンライン旅行社と競争している。 これは、最

近発行された PhoCusWright の「米国旅行社の全体像 2006-2009」のレポートが報告し

ている情報。 このレポートは、米国の旅行社の特徴的な傾向として、旅行社が多くの

種類のカテゴリーに分裂していると指摘している。 今では、法人旅行社、法人旅行管

理会社（TMC）、レジャー取扱旅行社に区分され、レジャー取扱旅行社は、例えばホー

ムベース、クルーズ販売、ツアーパッケージ販売などの多くのタイプやサイズやビジネ

スモデルに更に区分けされる。 そして、このレポートは、多くの旅行社が伝統的な広

告の代わりに自身が保有するクライアントリストに基づいたダイレクト マーケティン

グを行っていると言っている。(DTW, 5/7/2008) 

 

（４）セーバー、ドイツ/スイス/オーストリアの旅行社を保護 

今年初め、LH と Swiss 航空は 7 月からドイツとオーストリアの旅行社（10 月からはス

イスの旅行社）の特定 GDS 予約に対してセグメント当たり €4.9 のチャージを徴収する

と発表していた。 Sabre は、LH と Swiss のこのチャージの Sabre 旅行社に対する適用

を中止させる事に成功した。 この合意は、Sabre 旅行社の LH と Swiss の全公示運賃

とインベントリーへのアクセスを保証する。(DTW, 5/8/2008) 
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 空 運  

 

（１）サウスウエストが、メジャーの合併を自社の拡大チャンスと捉えている 

Southwest 航空が、メジャー間の合併を自社ネットワークの拡大好機と見ている。 メ

ジャーが合併により重複路線の減便を余儀なくされるので、そこに Southwest の供給拡

大チャンスが生まれると言う訳だ。 同社は、このチャンスに備える為に今年予定の退

役機材 B737 型機×22 機の退役を延長させる。 3 月 31 日現在のフリート総機数は 527

機で、今年中に更に +29 機の B737 型機新造機を受領する。(nytimes.com, 5/6/20089 

 

 

 

“If somebody shuts down, you need a giant 

number of new aircraft,” Gary C. Kelley, 

Southwest’s chief executive, said of the airline’s 

total fleet of 527 planes. 

 

 

 

（２）FAA 100 以上の整備検査を実施せず 

FAA は、最近数年間、5 年ごとに実施する主要な航空会社 7

社の定期整備検査を 100 件以上も実施していなかった事を

認めた。 この検査は、2007 年に実施が FAA に義務づけら

れる迄は、実施が望ましいとされていた検査。 今回発表さ

れた 100 件の検査は、フライトクルー訓練から氷結防止プロ

グラムまで多岐にわたっている。 Southwest 航空における

胴体ひび割れ検査期限の見過ごし発覚後に、議会等から FAA

の定期検査が重要である事が指摘されていた。 FAA は、

この検査を実施しなかったからと言って、安全性に重大な影

響が発生した訳ではないと言っている。(wsj.com, 5/6/2008) 

 

（３）全米旅行者業界、スカイチームの反競争法適用免除に反対 

ASTA が米運輸省（DOT）に対して SkyTeam アライアンスの 6 社に対する大西洋線反競

争法適用免除の先送りを要請した。 SkyTeamの 6社（DL, NW, CO, AF, KLM, Czech, AZ）

は、既に DOT から適用免除の暫定的承認を受けている。 ASTA は、DL+NW 合併が司



情報 322 平成 20 年 5 月 12 日 - 8 - TD 勉強会 

法省で審査される以前に競争法適用免除を決定するのは不適切であると述べている。 

ASTA は、同時に現在米政府と欧州連合が共同で大西洋ジョイントベンチャー プログ

ラムを審査している事にも触れて、適用免除の承認はこの審査結果を待つのが好ましい

とコメントしている。(DTW, 5/6/2008) 

 

（４）BA 4 月旅客数 大幅減少 

BA の 4 月の旅客輸送実績が、3 月 27 日の T5 移転の躓きで▲7%減少した。 L/F は、

76.7%から 71.6%に低下した。 プレミアム旅客は +3.4%増加したが、ノンプレミアム

旅客は▲8.8%減少した。 BA は、3 月 27 日からの 2 週間の T5 移転に伴うスケジュー

ル混乱で、▲500 便以上の欠航と 23,000 個の受託手荷物を一時噴出させてしまい、3 月

27 日〜31 日の 5 日間だけで▲£16m（32 億円）の損失を発生させた。 JPMorgan は、

BA が昨年決定した復配を撤回するかも知れないと語っている。 株価は過去 52 週最高

506p から▲55%低下した 228p（5 月 9 日）を付けている。 

1 ヶ月延期させた長距離便の T5 移転は、6 月初旬より開始される。（LAX、香港、東京

便を含む毎日 7 便の長距離便は既に T5 に移転済み。） BA は、120 毎日便（出発便と

到着便の合計）を 6 月から 10 月にかけて段階的に T5 に移転させる。(FT.com, 5/7-9/2008) 
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（５）エアバス、スパージャンボのデリバリースケジュール見直し 

Emirates 航空と Etihad 航空が、A380 型機のデリバリー遅延の可能性を示唆する書簡を

エアバス社から受け取った事を明らかにした。 Emirates は、A380 型機×58 機を発注

している。 エアバスは、2006 年に 28 機の配線ミスの改修で新たな A380 型機の製造

をストップさせたが、2007 年にはその問題を解決し今年からは月産 1 機のマスプロダ

クションの体制を整えた。 そして、2010 年までに月産 4 機体制を確立させる筈だっ

たが、ここに来てそれに必要となる部品の供給がスケジュール通りに確保出来るかに懸

念が持たれ始めている。 エアバスは、数週間以内に具体的なデリバリー スケジュー

ルを確認すると言っている。(wsj.com, 5/7/2008) 

 

（６）イージージェット、上半期▲£12.7m 欠損 

easyJet の 3 月 31 日で終了した上半期決算は、燃油費高騰が影響して▲£12.7m の欠損と

なった。 前年同期は▲£12.7m であった。 この欠損には、GB Airways の買収コスト 

£9.1m が含まれる。 収入は +24%増の £892.2m、輸送旅客数は +15%増の 1,890 万人。 

同社は、3 月に、9 月 30 日に終了する今年度決算に対してプロフィット ワーニングを

出している。 アナリストは、easyJet の今年度収支が、税前利益 £150m に▲25%減益

すると予想している。(FT.com, 5/7/2008) 

 

（７）IAM 組合、米航空業界の再規制化を議会に要請 

米航空業界と鉄道整備工と運輸関連の 170,000 人の労働者を代表する International 

Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM)は、5 月 7 日、議会に航空運賃と供

給に関して規制が必要であると訴えた。 IAM の General Vice President Robert Roach Jr.

は、上院の商務委員会で、航空会社はコスト以下で運賃を設定しており、長期的解決の

為には政府による限定的な再規制が必要であると訴えた。(DTW, 5/7/2008) 

 

（８）米運輸省障害者差別禁止法を外国航空会社に適用 

米運輸省（DOT）は、Air Carrier Access Act (ACAA)を 米国に乗り入れている外国航空

会社にも適用する。 ACAA は障害者の差別を禁止している法。 外航に時間的な余裕

を持たせる為に規則の適用開始は 1 年後となる。 また、この新たな規則の導入に合わ

せて、飛行中の医療用酸素ボンベ利用の簡易化、聴覚障害者に対する安全性の説明映画

の字幕挿入や、搭乗・便遅延・スケジュール変更・目的地天候情報・接続ゲート案内・

エマージェンシー・受託手荷物案内に関して、聴覚と視覚障害者への適切な情報提供を

求めている。(DTW, 5/7/2008) 
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（９）上院 FAA 見直し法案可決出来ず 

米上院は、航空の安全管理の改善と空の混雑の解消を目指

す法案の可決に失敗した。 投票結果は 49:42 であった。 

共和党議員の多くが議論の継続を要求した為に、法案成立

に必要な賛成票 60 票を獲得できなかった。 共和党議員

は、$1.6bn に上る NYC 市のトランジット プロジェクト

と減少しているHighway Trust Fundの資金注入の抱き合わ

せ法案化に反対した。 航空問題の法案が、航空以外の問

題で潰れた事になる。 これで今年度内の FAA の見直し

と老朽化が進んでいる航空管制ネットワークの近代化の

実施開始が、来年度以降に先送りされる事となった。 

(wsj.com, 5/7/2008) 

 

 

An air traffic controller at Washington Dulles International Airport last fall. The F.A.A. wants to install a satellite 

navigation system to control air traffic in the United States. 

 

 

（10）AA, UA, DL 運賃値上げ 

5 月 8 日、AA, UA, DL が燃油費の高騰に対応する為に往復 +$20 の運賃値上げを実施し

た。 5 月 6 日の NYC スポット市場では、ジェット燃料価格がガロン$3.57 に達した。 

昨年より +78%上昇している。 大陸横断運賃は、LAX=PHL の場合で Y ノーマルが 

$1,000 以上、事前購入のレジャー用運賃は 2006 年レベルの往復およそ $230 もする。 

ビジネスクラス運賃は、3 年前から +30%値上がりしている。 幾つかの航空会社では、
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国内の燃油サーチャージが往復で $100 以上、9 時間以上の国際線で $300 以上となっ

ている。(wsj.com, 5/8/2008) (nytimes.com, 5/9/2008) 

 

（11）DL と NW のトップ、上院委員会で合併を説明 

DL と NW のトップが上院の航空に関する小委員会で、両社の合併を説明し議会の支持

を求めた。 そしてこの合併が（大規模な）路線縮小とレイオフを回避して +$1bn の

効果を発生させ海外の航空会社に対する競争力強化をもたらすと説明した。 議員の多

くは消費者不利益の発生や、航空会社合併に発生する労使関係の悪化に懸念を表明した。 

この委員会には、消費者保護団体と Association of Flight Attendant 組合委員長が出席した。

(nytimes.com, 5/8/2008) 

 

 

Richard H. Anderson, left, the chief executive of Delta, and Douglas M. Steenland, center, chief 

executive of Northwest, tried on Wednesday to ease worries about the effects of a merger. 

 

 

（12）元 QF 幹部、運賃談合で有罪 

米司法省は、5 月 8 日、元 QF 米州貨物部長 Bruce McCaffrey を運賃談合の廉で懲役 8

ヶ月と罰金 $20,000 の有罪に処した。 McCaffrey は、最近の運賃談合審査 5 ケースの

最初の個人の有罪者となる。(wsj.com, 5/8/2008) 

 

（13）航空業界 世界的人手不足 安全性に影響 

世界的なパイロット、航空機検査官、航空管制官不足が過去 20 年間続いてきた航空の

安全性向上をストップさせるかも知れない。 英国のコンサルティング グループ

Ascend Worldwide の調査によると、世界の航空専門家 142 人の 56%が、熟練したエキス
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パート不足の為に、今後 5 年間の航空安全性が現状維持か若しくは悪化すると予想して

いる。 

米国で大きな問題となった Southwest や AA の整備期限の見過ごしや整備不良は、航空

会社の人員削減と FAA の人手不足が一因と言われている。 欧州では、ポーランドや

その他の国の航空管制官不足で、一部の航空機がジグザクと航路の変更を強いられてい

る。 石油で潤っているノールエーでさえ管制官が▲20%減少している。 ラテンアメ

リカの航空会社は、パイロット不足で一部の航空機を非稼働にせざるを得なくさせられ

ている。 或る航空エキスパートは、2010 年に世界のパイロット不足が 42,000 人に達

すると予想している。 インドや中国では、急増する航空機と航空旅客に空港管理者と

管制官と整備検査官の増員が追いつけないでいる。 航空市場が世界で最も急成長して

いるインドでは、政府の航空監視局係官の半分が空席のままとなっている。 

IATA が発表している安全性統計によると、過

去数年間減少傾向にあった世界の航空機事故

が、2007 年に上昇に転じた事を明らかにして

いる。 人手不足により、より少ない人数でよ

り多くの仕事を実施しなければならない結果、

ゆとりが無くなり安全性のマージンが減少し

てしまう事になると専門家が警告している。

(wsj.com, 5/8/2008) 

 

An engineer checks an engine of an aircraft in the 

Garuda Maintenance Facility in Jakarta. 
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（14）ローマ、AZ 救済で分裂 

次期伊財務大臣 Giulio Tremonti が AF/KLM による AZ 買収復活を希望し、次期首相の

Silvio Berlusconi の伊経済界による AZ 買収計画と意見を異にしている。 Berlusconi の

ビジネス パートナーでありコンサルタントの Bruno Ermolli は、Berlusconi の意を受け

て伊第 2位航空会社 Air One を含む伊の買収者によるコンソーシアム編成に努力してい

る。 欧州連合委員会の反対にも拘わらず、伊政府は AZ に €300m の緊急融資を実施

する。 伊経済界は、伊の買収団編成の実現に懸念を示している。(FT.com, 5/8/2008) 

 

（15）UA 債務条件組み替えに成功 幹部人事に手をつける 

UA が $1.5bn のクレジット ファシリティーの債務条件（debt covenants）の組み替えに

成功した。 この変更は、所謂 fixed-charge coverage ratio covenant（1.5）を 2009 年第 1

四半期まで免除するモノ。 この条件緩和の見返りに、UA は使途制限無し現金保有を

現在の $750m から $1bn に増加させる。 UA は 5 月 8 日、チーフ レベニュー オフィ

サーであった John Tague（45）を COO に任命し、CEO Glenn Tilton 直属幹部を７人から

4 人に減少させる幹部級の人事変更を行った。 Tague は元 ATA CEO。 UA は、現在 

$2.9bn の使途自由現金を保有している。(wsj.com, 5/9/2008) 

 

（16）フェロビアル、BAA に£400m 注入 

Ferrovial とそのパートナー（シンガポールの政府投資事務所とカナダ ケベック州年金

基金）が、BAAの負債 £9bnに対する投資グレードの格付け低下を回避するために BAA

に対して £400m を注入することとなった。 S&P は、7 月中旬までにリファイナンス

が完了しない場合は、BAA の社債の格付けを Non-investment 若しくは junk status に変更

すると表明していた。 Ferrovial は、2006 年 6 月に BAA 買収の為に £16bn を支払った

コンソーシアムを編成した。(FT.com, 5/9/2008) 

 

（17）アモイ国際空港、台湾航空会社と提携を模索 

中国の Xiamen International Airport Group は、5 月 9 日、近い将来の両岸間の定期便開設

を見込んで台湾の航空会社との提携を視野に入れていると語った。 現在は、具体的な

話は進んでいないが、Xiamen を台湾航空会社の貨物ハブとする等の計画が浮上しつつ

ある。 台湾次期総統に就任する馬英久は、7 月 4 日から台中間直行チャーター便の運

航開始を計画している。(channelnewsasia.com, 5/9/2008) 
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（18）ユーロマンクス倒産 

5 月 9 日、マン島ベースのリジョナル航空会社 EuroManx が自発的倒産を申請した。  

EuroManx は、マン島と Liverpool, Manchester, London City, Belfast を Dash-8 型機×2 機と

ATR72 型機×1 機のターボプロップ機で運航し年間 20 万人の旅客を輸送していたが、

燃油費の高騰による影響と欧州最大のリジョナル航空会社 Flybeからの競争に破れ倒産

する結果となった。(FT.com, 5/10/2008) 

 

 

 

 水 運  

 

（１）英国 Felixstowe 港拡張工事開始 

英国の最も混雑港である Felixstowe 港の拡張工事が開始された。 第 1 段階の拡張工事

が終了すると、深海港が完成し近代的コンテナ船が接岸出来るようになる結果、今まで

の艀による貨物の取り降ろしや搭載が必要なくなる。 全ての拡張プロジェクトが終了

する 2014 年には、500 万個の 20 フィート コンテナの取り扱いが可能になる。 

Felixstoweの拡張工事が開始された同じ週に、ロンドンThames河沿いのLondon Gateway

コンテナ港のプロジェクトの設計許可が下りた。(FT.com, 5/10/2008) 

 

 

Southampton 英国第 2 の混雑港 

Felixstowe

e 

London Gateway 

新コンテナ港 



情報 322 平成 20 年 5 月 12 日 - 15 - TD 勉強会 

 

 

（２） 韓国造船業の欧州進出、欧州造船業界に波紋 

昨秋、韓国の STX 造船グループがノルウエーの Aker Yards の 39.2%を $800m で買収し

た。 欧州連合反競争法審査当局は、今週、特段に競争環境を歪めないと判断して、こ

の STX の買収を承認した。 欧州造船業界は、この買収に反対している。 彼等は、

1980 年代にタンカーや貨物船の造船技術が移転してしまったように、今度は欧州が依

然として競争力を維持しているクルーズ船の造船技術が韓国に移転してしまう事を怖

れている。 世界の巨大クルーズ船造船技術は、伊の Fincantieri と独の Meyer Werft と

Aker Yards の欧州 3 社に集中している。 Aker Yards は 2006 年 5 月に仏 Saint-Nazaire の

Chantiers de l’Atlantique を買収している。 仏は、原子力空母を Aker Yards が買収した

元 Alstom Chantiers de l’Atlantique（つまり Aker Yard）で造船する考えだ。 仏は、韓国

の息がかかった造船所でこの空母の造船を任せる訳にはいかない。 欧州の造船業界は、

特に仏と伊とフィンランドは、韓国 CTX の買収を阻止する為のコンソーシアムを編成

し、クルーズ船造船技術の韓国流出を何とか阻止する事を考えている。 欧州連合は、

競争法の維持と欧州の競争力維持の難しいバランスを取る事を求められている。

(FT.com, 5/8/2008) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）エイビス第 1 四半期決算▲$12m 

Avis Budget は、ネット収入が +5.9%増加したにも拘わらず、第 1 四半期決算で▲$12m

の損失を計上した。 前年度同期は利益 $13m。(DTW, 5/7/2008) 

 

（２）フェデックス、第 4 四半期見通しを下方修正 

FedEx が 5 月 31 日に終了する第 4 四半期の利益見通しを、前回の 1 株 $1.60~$1.50 から 

$1.45~$1.50 に下方修正した。 この修正は、燃油費の高騰が原因。(nytimes.com, 5/9/2008) 
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 ホテル & リゾート  

 

（１）プライベート エクティー2 社、アコー株 20%を取得 

Colony とその合弁企業の Eurazeo は、Accor 株の 30%までの取得増を計画している。 

欧州最大のホテル グループである Accor の会長 Serge Weinberg は、米プライベート キ

ャピタルの Colony Capital と Eurazeo の Accor 株取得増が、Accor 支配を目的とした投資

でない事の保証を彼等に求めている。 仏株式市場規則は、1/3 以上を保有した株主に

対して正式な買収入札のオファーを義務づけている。 Accor は、Colonyと Eurazeo が

正式な買収ビッド無しで実質的な Accor 支配を狙っているのでは無いかと疑っている。 

Accor（時価総額 €13bn）の PER（EBITDA ベース）は 7.4 倍で、ホテル業界の 10.5 倍

よりも低く、Colony と Eurazeo は Accor の株価に大きな不満を有している。(FT.com, 

5/5/2008) 

 

（２）英国でカジノの閉鎖が連続している 

英国で、最近数ヶ月以内にカジノの閉鎖が 7 件発生した。 業界は、政府の何等かの対

策が取られない限り、更に閉鎖が連続すると予想している。 

Gala Coralは、Nottinghamと Glasgowの 2つのカジノを閉鎖した。 Rankは、Scarborough, 

Liverpool, Manchester Hard Rockの Grosvenorオペレーションを中止した。 Rankの 2008

年の最初 17 週の収入は、前年同期比で▲8%低下している。 Midlands の 2 つの独立カ

ジノも店を閉じた。 一方、London Clubs International（その 10 のカジノは米の Harrah’s

によって所有されている）は、100 人をレイオフした。 

英国カジノ協会の会長 Lady Cobham は、この原因は、禁煙、ゲーム機器の台数制限、

増税、賭博金制限などの政府規制の複合要因によると言っている。 政府は、24 時間

カジノ ライセンスと入場年齢制限の規則厳格化を更に検討している。 そして新たに

16 の新ライセンス付与に合意している。 これでは、カジノ閉鎖は止まらない。(FT.com, 

5/6-7/2008) 

 

（１）景気低迷がラスベガスを直撃 

不景気に強いと言われ続けてきたLASが、今度の景気低迷の影響を色濃く受けている。 

その理由としては以下が挙げられている。 

✓ 米国の多くの地域で賭博が合法化された事、 

✓ LAS が賭博から総合レジャー施設に脱皮しつつある事、（事実 LAS の賭博収入は

1990 年の 58%から 2007 年の 41%に減少している） 

✓ LAS のホテル供給が大幅に拡大している事、（現在 130,000 室が 2012 年には更に

+40,000 室が増加する） 
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LAS Strip 周辺では、大規模な開発プロジェクトが進行中で、その工事現場を見る限り

は景気の悪化等は微塵も感じさせられない。 しかし、1 月から 2 月にかけてホテル オ

キュパンシーは▲1.5%低下し、ADR は前年より▲3.8%下がり、LAS 中心街の賭博収入

も前年比で約▲4%減少した。 

Deutsche Bank は、最近、Cosmopolitan Resort and Casino の $760m に上る債権の抵当物

件差し押さえを開始した。 Crown Las Vegas の LAS で最も高層ビルとなる筈だったホ

テルとリゾート  プロジェクトが破棄された。 LAS 老舗の 1 つの Tropicana 

Entertainmentは、破産法の保護を申請する事を検討していると 5月 5日に表明した。 そ

の他の数億ドルのプロジェクトも延期か売却を迫られている。(nytimes.com, 5/6/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Tourists stroll past the 

CityCenter project in Las 

Vegas. The MGM Mirage 

development is expected to 

cover 76 acres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction cranes looming 

over projects in Las Vegas. 

Some developments are 

facing delays because of 

credit problems. 
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（３）無料 Wi-Fi は全ての顧客用ではない 

Wi-Fi 接続を優良にするか無料にするかは議論が分かれる所だ。 しかし、最近ではそ

の折衷案が勢いを付けている。 ロイヤルティー プログラムの会員となるか、広告掲

載の画面を我慢するかの何れかを採用しない限り、無料 Wi-Fi サービスが受けられなく

なりつつある。 

Starbucks は、7,000 店のインターネット プロバイダーを T-Mobile から AT&T に変更す

る事を計画している。 そして、Starbucks カード利用顧客のみ毎日 2 時間の無料 Wi-Fi

利用を可能にする。 カードを利用しない顧客は、2 時間 $3.99 或は 1 ヶ月 $19.99 を

支払わなければインターネットの接続ができない。 

Omni Hotels は、18 ヶ月前から Omni Select Guest プログラムの会員のみに無料 Wi-Fi サ

ービスを提供している。 会員にならない顧客はロビーの無料 Wi-Fi を利用するか、客

室での利用の為に 24 時間利用料 $9.99 を支払わなければならない。 Omni は、2008

年始めには顧客の 46%がインターネット接続を欲していると言っている。 そしてその

顧客の 2/3 が Omni Select Guest プログラムに加入したと言っている。 

 

 

 

 

 

The Omni Berkshire Place on East 

52nd Street in Manhattan offers 

high-speed Internet access in the lobby. 

 

 

 

 

 

Denver International Airport は、昨年 11 月より有料から広告を掲載した無料の Wi-Fi サー

ビスの提供に切り替えた。 そうした所、1 日当たり 600 接続が 5,000 に増加したとい

う。 旅客が接続すると 30 秒間広告が映し出される。 そして Wi-Fi 利用中の画面の

脇には常時広告が掲載される。 同空港は、Walt Disney 映画のダウンロード サービス

を提供し広告収入を補完する事を計画している。 

McCarran International Airport は 2005 年初めから無料 Wi-Fi サービスを提供している。 

広告収入と PC 充電ステーションのスポンサー収入を得ている。(nytimes.com, 5/6/2008) 
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（７）ディズニー 第 2 四半期 増益+22% 

Walt Disney が、3 月 29 日に終了した第 2 四半期決算で、前年同期比 +22%増益した利

益 $1.3bn を計上した。 収入は +10%増の $8.71bn であった。 パークとリゾート収

入は +11%増の $2.73bn となった。 このセグメントの営業利益は +33%増の $339m

であった。(DTW, 5/7/2008) 
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（５）MGM 第 1 四半期 ▲30%減益 

MGMの第 1四半期決算が▲30%減益して $118mとなっ

た。 Monte Carlo リゾートの一時的閉鎖と、米経済の低

迷の影響によるその他のプロパティーの成績不良がこ

の原因。 同社は、事前の予約量から推定して第 2 四半

期は持ち直すだろうと言っているが、楽観は全くできな

い状況だと言っている。 MGM は、LAS Strip で$8bn

プロジェクト City Center の開発を行っている。(wsj.com, 

5/7/2008) 

 

 

（８）888 第 1 四半期ネット収入 +38% 

住宅ローン支払いや生活費の増加にも拘わらず、オンライン賭博の 888 の顧客が増加し

ている。 第 1 四半期のネット収入は、前年同期比で +38%増加して $64m となった。 

カジノ ゲーム収入は +35%の $35m となり、ポーカー販売は +5%の $22m となった。 

営業利益は +41%増の $66m であった。 景気が悪化すると人々は家に居る機会が多く

なり、それだけオンライン賭博のチャンスが増加すると 888 は言っている。 顧客の平

均月間掛け金が £30〜£40 に上っている。 888 のビジネスは、2006 年 9 月の米国のオ

ンライン賭博禁止法の突然の導入により大きな影響を受けた。 Pacific Poker の運営者

である 888 は、2,600 万人の登録顧客の殆どを失い、収入の 55%の減少の憂き目に遭遇

した。 しかし、その後持ち直し今では収入の 80%を欧州の顧客から得ている。 そし

て今年始めには FTSE250 銘柄に再登場している。(FT.com, 5/8/2008) 

 

（６）インターコンチ、第 1 四半期営業利益 +24%増益 

InterContinental Hotels Group が、第 1 四半期決算で前年同期比 +24%増益の営業利益 

£55m を計上した。 税前利益は +5%の £42m であった。 IHG の実績は、信用市場の

縮小の影響を受けていないようだ。 収入は+15.3%増の £226m であった。 この四半

期で、+150 ホテルを新たに追加して開業準備中のホテルを合計 1,720 とした。 この

2/5 が建設中となっている。 IHG は、現在 4,000 近くのホテルを運営している。 

RevPAR は +3.5%増加した。 £30m をかけて Holiday Inn をリブランディング中。 最

初の米国以外の新ブランド Hotel Indigo を今年末までに LON に展開する。 景気後退局

面で顧客の財布の紐が引き締められても、Crowne Plaza, Staybridge Suites, Holiday Inn, 

InterContinental のブランド群を揃えているため、IHG は顧客の維持が可能だと言ってい

る。(FT.com, 5/7/2008) 
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 その他  

 

（１）ガソリン値上げが電車通勤を増加させている 

 

 

Cities with long-established public transit systems and areas with 

a strong driving culture are both reporting increases in ridership 

of buses and trains. 

 

Mass transit ridership was up 8 percent in Denver in the first 

three months of the year compared with last year, despite a fare 

increase in January and a slowing economy. 

(nytimes.com, 5/10/2008) 
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編集後記  

 

 

2000 年に立ち上がった法人予約ツール ベンダーの Rearden 社（本社 Foster City 加州）

が、信用市場が収縮し資金調達が至難となっている最中に、$100m（100 億円）の追加

資金獲得に成功した。 American Expressや JPMorgan Chaseやベンチャーキャピタルが、

この出資に応じている。 

 

少し前から、オンライン旅行販売はポイントオブセール（POS）にだけに焦点を当てず

に、① ユーザーの旅行計画段階から、② POS における予約／購入／支払い、③ 旅行

途次の支援、そして場合によっては ④ 旅行後の対応 の全てをホリスティックにカバ

ーしなければいけないと言われている。 

（航空会社のマーケティングが、顧客の予約／発券→出発空港接遇→機内→到着空港接

遇全ての pre-flight/in-flight/post-flight 全ての段階、つまり川上から川下までをカバーし

なければいけないと言っているのになんだか酷似している。） 

 

 

Rearden は、レビューなどの SNS や各種の予約エンジンを単一ブラウザーで使用出来る

ようにして、まさにそれを法人予約ツールでもってやってのけしまったようだ。 

それだけでも凄い事なのに、ロングテールのコンセプトよろしく、何と 135,000 のコン

テンツを取り揃え、出張規程と連動させると共にユーザーのカスタム化にも対応してし

まった。 

 

この他にも Rearden のシステムの極めて印象深い点は、企業と社員の両方にメリットを

提供出来るシステムを開発した事である。 
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企業は、エアー・ホテル・カーだけでなく出張旅費全体のコストの一元的管理を望んで

いる。 一層のコスト削減の為に、法人旅行管理を、企業の“調達”（procurement）の

一環として捉えたいと願っている 

Rearden は、エンターテイメントや会議費などの旅行関連コストを把握できるようにし

たばかりか、それ等のサービスのサプライヤーやプロバイダーから割引企業ディールの

獲得を可能してしまった。 

また企業は、社員の出張規程遵守の厳格化を欲している。 Rearden は、POS の段階で

出張規程外の予約／購入をできなくしてしまった。 かつ企業の規定変更への対応を常

時可能にした。 

 

一方、社員達は、会社からの規定遵守や法人セルフ予約ツール使用の“指示”（mandate）

を好まない。 「ツールを使え使え」と催促されるのを嫌う。 Rearden は、ツールそ

のものを他のどんなツールよりも魅力有るモノにしてしまったのだ。 バリュー満載の

ツールとなれば、指示など無くても社員は自発的に喜んでこのツールを使う事になる。 

そうなれば、言わずの事ながら、アドプション率も規定遵守も向上することになること

必定だ。 

 

プロダクトの紹介記事を読む限りは、このRearden Personal Assistantは良い事尽くめだ。 

厳しい投資家の査定をくぐり抜けて $100m の追加資金調達に成功したのだから本物の

システムなのだろう。 何しろ Chase が同社の 9,000 万人の銀行カード保有者にもこの

システムを展開すると言っているのだから、B2C としても“優れもの”のシステムなの

だろう。 American Express が B2B 販売を、Chase が B2C の展開を担当するのだから、

ユーザーの飛躍的増加が期待できそうだ。（H.U.） 
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