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1. 米国旅行消費者動向 （第 4 回） 
（１） 旅行社遣いのレジャー旅客属性 
（２） 旅行社遣いのビジネス旅客属性 

 

2. 米国 e コマース 2005 年～2010 年フォーレスター予測 
 
3. TDR、 9 月 26 日号の要約 

（１） 航空会社の新流通を動かす 3 つのキー トレンド 
（２） アマとスターのバリュー パートナーシップ 
（３） 航空会社 政府セイフティーネットの消滅 
（４） GDS 依然元気 LCC さえも認めている（GDS 談） 

 

4. オービッツとワールドスパン 訴訟合戦開始 
 
5. デルタ航空の再建計画 及び 関連記事 
 

6. 其の他のニュース 
 

 
jetBlue A320 機 9 月 21 日、前輪故障（前輪が進行方向に向いていない！）で 

LAX 空港に緊急着陸 （関連記事 P.-20 参照） 



DTW, 8/26/2005 

1.  Focus On Consumers Trends: What They Want, And Why 

    米国旅行消費者動向 （第 4 回） 

（１） Just How Different Are Agency Users? 

       旅行社遣いのレジャー旅客属性 

 
このレポートは、米レジャー旅客の中で、旅行社を利用する旅客と、利用しない旅客の違

いを分析している。 主要な点を、下表にまとめる。 

旅行社利用  不使用 

過去 1 年間 旅行回数 ヤヤ LESS ＜ ○ 

今年 特別休暇取得 62％ ＞ 51％ 

5 日以上の旅行 (旅行目的：どちらも、観光目的が 1/3) 62％ ＞ 40％ 

週 末 旅 行 LESS ＜ ○（倍） 

海 外 旅 行 どちらも、90％以上 

2004 年 海外旅行体験 54％ ＞ 24％ 

為替ファクター気にせず 41％ ＞ 25％ 

自然関連活動/単一都市訪問、運動競技とショッピング  ＜ ○ 

公園、ギャンブル、クルーズ ○ ＞  

2004 年 クルーズ体験 23％ ＞ 5％ 

クルーズ 未経験（どちらも、50％近くがクルーズ旅行希望） 42％ ＜ 60％ 

2004 年 マイカー旅行経験 58％ ＜ 67％ 

旅行計画リード タイム 13.4 週前 ＞ 9.8 週前 

目的地選定が旅行決定 2/3 ＞ 39％ 

旅行決定には予算が最も重要 17％ ＜ 1/3 

新聞旅行情報毎日チェック(どちらも 1/3 以上日曜版チェック) 67％ ＞ 42％ 

旅行 DM 開封する 42％ ＞ 31％ 

旅行広告 信用する 40％ ＞ 24％ 

目的地選定 旅行社の情報ソースに依存 2/3 ＞ Best price 7%

観光旅行手配 旅行社最適   13％ 

今年 観光旅行手配 旅行社使用する   21％ 

目的地 安全 重要 74％ ＜ 84％ 

ホテル セキュリティー 重要 78％ ＞ 62％ 

オンライン予約の実施 LESS ＜  
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時々 テクノロジー恐怖 2/3 ＞ 47％ 

クレジット カード 安全性に疑問 39％ ＞ 22％ 

レジャー旅行 Web 調査 2/3  内 50% online 予約   

Web のオンライン旅行予約に価値を見出している：  どちらも 90％ 

新しい職探し 14％ ＜ 27％ 

★ 
 

（２）Business Travers, With Or Without Agents 

      旅行社遣いのビジネス旅客属性 

 

このレポートは、米ビジネス旅客の中で、旅行社を利用する旅客と、利用しない旅客の違

いを分析している。 主要な点を、下表にまとめる。 

旅行社利用  不使用 

男性・ベービー ブーマー ○ ＞  

年平均 国内旅行 回数 9.7 ＞ 6.8 

年平均 海外旅行 回数 3.5 ＞ 2.6 

会議を含む より長い旅行 ◎ ＞ ○ 

Web 旅行調査を実施している 87％   

昨年、少なくとも 1 回の Web 予約（注） 50％   

出張代替テクノロジー（ビデオ会議等）希望 26％ ＜ 43％ 
携帯 80%-90%、ラップトップ 50%以上、オンライン サービス利用 90%、旅行以外の Web 購入 50%以上 

どちらも、会社ポリシーの中で、旅行社予約とオンライン予約を選択  50％近く 

オンライン セルフ 予約  ＜ 90％ 

2004 年 旅行社使用 58％ （42％がセルフ予約選好） 

インターネット アクセス 重要 ○ ＝ ○ 

ワイヤレス客室インターネット アクセス 重要 ○ ＞  

ラップトップ Fax 送受信 重要 ○ ＞  

ホ
テ
ル 

ミニバーに価値を置いていない △ ＝ △ 

Air 機内持ち込み手荷物収容スペース ○   

Car 常顧客に対するレンタル アップグレード ○   

ヨガ、メディテーション 11％ ＞ 2％ 

居眠り好き 54％ ＞ 43％ 

ショッピング センターでの買い物を好む 25％ ＜ 37％ 
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レストランでメニューに無い食事の調理を頼む 25％ ＞ 15％ 

どちらも、他の誰よりも自信家 

情報過多に悩まされている 43％ ＞ 30％ 

（注）旅行社スポンサー セルフ予約ツール使用を含む。 
★ ■ 
 
 
Forrester, 9/14/2005 

2. US e-Commerce: 2005 To 2010 

 米国 e-コマース 2005 年～2010 年フォーレスター予測 

 

米国の B2C リテール オンライン市場は、2005 年の 1,724 億㌦（18 兆 9,640 億円）から、

5 年後には、3,286 億㌦（36 兆 1,460 億円）に、倍近く（1.9 倍）増加するだろう。 
5 年間の増勢は、年平均増率＋14％と予測される。 2010 年の、全リテール販売に占める

オンライン販売（オンライン化率）は 13％。 
 

オンライン販売の最大のカテゴリーは、旅行で、2005 年の 628 億㌦（6 兆 9,080 億円）か

ら 1,191 億㌦（13 兆 1,010 億円）へ増加すると予測される。 旅行は、総オンライン販売

の 37％を構成する。 オンライン化率では、最大の 46％（2010 年）を数える。 
旅行を除いた B2C リテェール オンライン市場は、2005 年の 1,096 億㌦（12 兆 560 億円）

から、2010 年には、2,095 億㌦（23 兆 450 億円）に増加すると予測されている。 
2005 年は、旅行除きのオンライン販売が史上初めて、1,000 億㌦を突破した記念すべき年

となる。 ここでのオンライン化率は 9％（2005 年）。 
 

Figure 1: Travel の内訳 及び Travel 除きのオンライン リテール販売額 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010  CAGR 

% of retail 

sales in ‘10

Total US Revenue $172,428 $201,695 $233,407 $265,775 $298,248 $328,611 14% 13%

Travel $62,800 $73,400 $84,600 $96,500 $108,700 $119,100  14% 46%

Airline tickets $38,500 $43,800 $48,800 $54,200 $60,100 $63,700  11% 49%

Car rentals $2,700 $3,300 $4,000 $4,600 $5,200 $5,800  17% 31%

Full-service travel agents $1,100 $1,600 $2,200 $2,800 $3,300 $3,700  27% 47%

Hotel reservations $20,500 $24,700 $29,600 $34,900 $40,100 $45,900  17% 43%

Without travel $109,628 $128,295 $148,807 $169,275 $189,548 $209,511 14% 9%
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Figure 2: Forecast: US Online Shopping Households, 2005 To 2010 
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オンライン購入所帯数は、29.1 百万所帯（2005）から、55.2 百万所帯（2010）に増加する

と、予測される。 2004 年までの 4 年間の年平均増率＋8％から、2005 年～2010 年の 5 年

間の年平均増率＋5.7％に、オンライン購入所帯数の増勢は鈍化する。 
 

オンライン購入所帯の平均年収は、68,000 ㌦（748 万円）で、全所帯の平均 52,000 ㌦（572
万円）を、＋30％上回る。 
北米の 65％のオンライン所帯が、購入商品の Web 調査を実施しており、58％がオンライ

ン購入している。 Web 調査の拡大は、オンライン購入を増加させるだろう。 オンライ

ン所帯の 42％が、カスタマー サービス部門への問い合わせの e-メールを送付し、33％が

配送荷物のトレースを行い、28％が無料オファーやクーポンを探し、22％が価格比較検索

エンジンを訪れている。 
何故オンライン購入するのか？と言う質問に対しては、55％がオフラインでは探せない商

品の購入のため、47％がオフラインよりも迅速な購入、36％がより安い価格を、その理由

に挙げている。 

 

Figure 3: Forecast: US Online Shopping Households, 2005 To 2010 
 

 
 

 
以下の要因が、オンライン販売拡大のイナイブラーとなって、2005 年から 2010 年の向こ

う 5 年間のオンライン販売を、継続して拡大させるだろう。 
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Amazon.com、Drugstore.com、Blue Nile などのピュアープレイ（pure plays = 一つの業

種だけに専念している会社［企業］）のオンライン販売努力が、オンライン購入者の満

足を増して、且つその他のオンライン販売のレベルを向上させる。 

① 

② 

③ 

④ 

生産者が、オンライン購入者に対して、商品内容などに関する充実したコンテントを

提供する。 そして、オンラインの直販サイトが増えている。（27％のオンライン購入

者が、生産者から直接オンライン購入している。） 
オークション サイトが、珍しい他では探せない物や、中古品を手頃な値段で販売する。 

売り手も、買い手も、このオンライン オークションサイトを、より重宝する。 
マルチ チャネル小売業者が、オンライン販売を積極的に取り入れる。 オフラインの

店が、消費者にオンライン購入後の店に於ける品物デリバリーの方法を提供する。 或

いは、テスト マーケティングのためにオンライン販売を利用する。  

 

 

 

Figure 4: 2005 年 カテゴリー別シェア－ 及び 旅行カテゴリーの内訳 
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TDR, 9/26/2005 

3. TDR, 9 月 26 日号の要約 

 

（１） 航空会社の新流通を動かす 3 つのキー トレンド 
 
① サプライヤーとのダイレクト ディストリビューションの出現、② 消費者のインターネ

ット慣熟、③ LCC の既成概念に拘らない思考の全てが、航空会社の流通を揺さぶってい

る。 TDR 誌は、この 3 つのキー トレンドを、以下の通り説明している。 

 
① コストがかからないディストリビューションはあり得ない。 

ダイレクト コネクトだけでは上手く行かない。 
・ 財務的に苦しい航空会社は、流通コストの安いダイレクト コネクトを開発している。 
・ しかし、航空会社は、全てをダイレクト コネクト経由で販売できない。 小規模の台

湾の旅行社にまでダイレクト コネクトするのは、経費効率から言っても、不可能と言

うものだ。 
・ 従って、サプライヤーは、主要旅行社や法人取扱旅行社と提携（ダイレクト コネクト

して）たり、特定の旅行社が使用するためのポータルを立ち上げている。 
・ これらのサプライヤーの動きは、全て、GDS の動向と絡んでいる。 つまり GDS が、

現在のビジネス モデルを変更し、ブッキング フィーを低下させれば、航空会社のダ

イレクト コネクト熱は冷めるだろう。 
・ ダイレクト流通は、ゼロコストでは決してない。 システムの開発、ホスティング、

サポート、アップグレード、会計との連動、全てに金がかかる。 
・ サプライヤーは、仲介業者無しには、全てのインベントリーを販売し尽くす事は出来

ない。 
・ サプライヤーには、ダイレクトやインダイレクトに拘わらず、コスト効率の良い、バ

リューの有る、ディストリビューション モデルが必要とされている。 
 

② 販売者 (sellers) は、注意が必要。 消費者が力を付けているのだから。 
・ インターネットに慣熟した消費者が、ベスト プライスを容易に探し出して来る。 
・ テクノロジーの助けを借りて、知識を蓄えた消費者が、サプライヤーや仲介業者の競

争を、益々厳しいものにしている。 消費者が、市場に対して力を持ち始めているの

だ。 
・ イノベーションをリードしているのは、今や、テクノロジーではなくて、消費達だ。 

テクノロジーが、消費者達のニーズやウオンツをフォローしている。 
・ 航空会社は、注意が必要だ。 どの機能をカスタマー サービス エージェントの人的
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な部分に残し、どの部分を自動化させるかの、慎重な選択を強いられているのだから。 
・ 航空会社は、飛行場のチェックイン Kiosk に、アップグレード･運賃クラス変更･新し

い座席指定、等の機能を付け加えている。 しかし、使い勝手が良くないと、却って、

長蛇の列を作るディサービス（de-service）を生んでしまう。 
 

③ LCC が伝統的航空会社内航空会社のスピンアウトを誘発する。 
・ LCC が、ネットワーク キャリアの大きな脅威となっている。 LCC は、現在、およ

そ 35％（注）の市場シェアーを誇っている。 
（注）：2004年実績 LCCシェアー 旅客数ベースで 25.7％、 RPMベースで 24.4％。 

（財）運輸政策研究機構 
・ 成功した LCC モデルが、世界的な広がりを見せている。 アジアに於ける LCC の成

功が、新規の LCC の誕生と伝統的キャリアのローコスト ブランドのスピンアウトを

誘発している。 
・ 豪州では、QF が、過去 3 年間の間に、Australian Airlines と Jetstar の 2 社の LCC をスピ

ンアウトさせている。 
・ Nawal Tabeja（Ohio State University 教授）は、伝統的航空会社は、1 つ若しくは 2 つ以

上の航空会社内航空会社を立ち上げて、独立させて、ニッチ市場への対応を強化する

べきだ、と主張している。  
・ これらのスピンオフ航空会社は、フリート機種の削減や、小規模ハブ閉鎖などの小手

先の変更に止まらず、より革新的なビジネス モデルを備えた、自立型でなくてはなら

ない。 
・ LCC の定義が拡張しつつある。 例えば、典型的な LCC の jetBlue が、単一フリート モ

デルを捨てて、A320 と Embraer の 2 機種混在フリートを採用し始めた。 
・ より多くの旅客シェアーを獲得するにつれて、LCC は、伝統的航空会社と LCC との境

界線を、ぼやけ始めさせている。 LCC は、この境界線を超えるのに、一苦労するだ

ろう。 
★ 
 

（２） アマデウスとスター アライアンス の バリュー パートナーシップ 
このレポートは、先週号「情報 186」の“4. ユナイテッド航空 アポロを捨てて、アマデ

ウスに移動”と重複する。 エッセンスのみを記す。 
スター アライアンス 16 社は、次世代旅客サービスシステムの、アライアンス共通 IT プラ

ットフォームとして Amadeus を採用する事を決定している。 
この決定は、アライアンス同盟各社に、より良いサービスと大幅な IT コスト削減を、もた

らすだろう。 
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今日の、絶えず発展する業界にあって、航空会社が必要としている IT インフラは、単に新

しい信頼性の高いモノに止まらず、アライアンス同盟航空会社間の統合（integration）をサ

ポートすると同時に、以前には見られなかった様なレベルのカスタマー サービスを提供す

るものでなければならない。  
2000 年より、ゼロから開発した、Amadeus の次世代型 Altea IT プラットフォームは、必ず

や、この要求を満たすだろう。 
 

Amadeus は、スター（UA）との契約により、北米シェアー向上の大きなチャンスを掴むだ

ろう。 
 

Forrester の主席アナリストの Henry Harteveldt は、「確かにこの様な契約は、アライアンス

の同盟国空会社に大きなメリットをもたらすが、GDS にとってはリスキーな面が無いわけ

ではない」と言っている。 「各アライアンスが、夫々1 社の GDS を採用したら、GDS
は、人質に捕らえられたのも同然だ」、「Oneworld は、コモン ホスティングとして Sabre
か Amadeus を選択するかも知れない」、「他は、Worldspan や Galileo を選ぶだろう」、と彼

は言っている。 
 

「しかし、アライアンスと GDS の関係がどのようになろうとも、航空会社やアライアンス

は、数社のライバル流通業者と取引関係を維持するだろう」と Harteveldt が言っている。 

スターに属す UA 航空は、Avis や Orbitz や Galileo を保有する Cendant と、サブスタンシャ

ルな取引関係を維持している。 （Galileo は、現在、UA 航空用の新しいインターネット

予約エンジンを開発している最中。） ★ 
 
 

（３） 航空会社 政府のセイフティー ネット消滅 
 

DL 航空と NW 航空が、Chapter 11 を申請した。 
米伝統的航空会社の破綻は、1978 年の航空規制緩和のシナリオに沿った出来事でもある。 
規制緩和以来、多くの航空会社（Eastern, People’s Express, Pan Am TWA など）が倒産して

市場から退場している。 
 

Chapter 11 は、企業の最期を意味するモノではない。 そして、合併が一つの解決策と見

られている。 しかし、Nawal Tabeja（Ohio State University 教授）は、この意見に賛成して

いない。 US 航空は America West 航空と合併するが、Tabeja は、「US 航空ブランドを少

し長生きさせるだけの話だ」、と言っている。 「AA 航空が、TWA を買収して、TWA ブ

ランドとして運営させたが、結局 TWA ブランドは絶えて消滅してしまった」、「同様な事
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が US 航空のケースにも起こるだろう」、と彼は言っている。 
 

政府の援助を仰ぐ航空会社は、エライ事になる。 ギリシャの OA 航空は、欧州連合から、

違法な政府援助の返還を求められている。 ブラジルの RG 航空も、同様の危機にさらさ

れている。 国営の航空会社の政府援助が断ち切られたならば、世界の航空業界は、大き

く変化するだろう。 
 

さはありながら、米航空業界の生き残り策としての合併は、今後増加するだろう。 NW
と DL の合併話も、全く絵空事の話ではない。 ★ 
 
 

（４） GDS 依然元気 LCC さえも それを認めている （GDS 談） 
最近の Web キャストで、Worldspan と Sabre が、GDS は、自分達の正当なバリューをもっ

と主張するべきだと、言っている。 
 

Interactive Travel Services Association（ITSA）が開催した「今日の旅行業界展望の理解」と

言うパネルディスカッションで、旅行業界や GDS 達は、次の様にコメントしている。 
 

・ ASTA の 90％が GDS を使用している。 ASTA メンバーのビジネスに、GDS は、必要

不可欠なシステム。 彼等の 88％の航空予約は、GDS 経由である。（ASTA） 
・ GNE は、彼等の主張とは異なり、Limited Travel Distribution = LTD である。 GNE から

コミッションを得られないのであれば、これは、コストセービング システムではなく

て、コスト シフティング システムだ。（Business Travel Coalition） 
・ LCC がシェアーを拡大しているので、LCC は、GDS を必要とするだろう。 GDS は、

リスティングで発生するトランザクションや広告料金とは違って、座席の販売（予約）

時点で課金する、航空会社にとっては魅力有るシステムの筈だ。（Worldspan） 
・ 全ての LCC が GDS を使用しない訳ではない。 Southwest や Independence Air や多く

のカナダの LCC が GDS を利用している。（Sabre） 
・ 我々の仕事は、GDS の正当なバリューをサプライヤー達に知らしめる事だ。 そして、

LCC に対抗するためにも、彼等は、GDS の流通機能を利用するべきだ。（Sabre） 
★ ■ 
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DTW, 9/26/2005 

4. From Courtship To Court: 
Orbitz, Worldspan Sue Each Other For %50m 

 オービッツとワールドスパン 訴訟合戦開始 

 
先ず Orbitz が、9 月 16 日、契約に違反したとして、Worldspan を、Circuit Court of Cook County, 
Ill.に提訴した。 
その 3 日後に、今度は Worldspan が、2000 年の契約締結以来、正しく契約を履行していな

いとして、Orbitz を、U.S. District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division に

訴えた。 
Worldspanは、この訴訟で、OrbitzがWorldspanのデータを盗み、違法に ITA SoftwareとGalileo
を使用していると訴えている。 
Orbitz は、$50m（55 億円）の損害補償と懲罰的賠償に加え、Orbitz に対する Worldspan の

賠償要求却下を、裁判所に求めている。 
 

話がヤヤコシイので、順を追って説明する。 
 

① Orbitz は、Worldspan の GDS 機能を使用している。 
Orbitz のシステム構成は、下表のとおりである。 

システム ベンダー/GDS 機能 

ITA Software Faring and Shopping Engine 

Datalex Internet Booking Engine 

TRX Customer Service 

Worldspan GDS 

Orbitz は、ダイレクト コネクト予約を含む、国内線のアベイラビリティーを表示する、

ITA のショッピング エンジンを使用している。 2000 年からは、Orbitz は、それらの

ITA サービスに対して料金を払い、ITA は、Worldspan に、アベイラビリティーとその

他の情報の使用料を支払う、別個の契約が結ばれている。 
Worldspan は、Priceline、Expedia、それに Orbitz にオンライン予約エンジンを提供し、

e-コマース市場に強い GDS と言う評判を勝ち得て来た。 
② Orbitz は、Worldspan を経由せず、サプライヤーの社内予約システムに直接リンクする、

ダイレクト コネクト テクノロジーSuper Link を開発した。 
③ 問題は、Orbitz が開発した、この Super Link に端を発している。 Super Link テクノロ

ジーは、Worldspan 経由の予約を、大幅に減少させてしまう。 
④ Worldspanは、OrbitzのSuper Link予約からは一銭の収入も得られなくなるにも拘らず、
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その予約に対して、航空運賃・アベイラビリティー データ・予約機能・航空券・国

際線のフライト検索エンジンを提供する事になってしまった。 
⑤ Worldspan は、予約減少に強い不満を持っていたが、Orbitz が Worldspan の最大顧客で

ある事もあり、両社間の関係は、それなりに維持されて来た。 （つまり、上顧客に

対してウルサイ事を言わず、排他的な Worldspan 使いや、その他の契約条件の遵守を、

Orbitz に強く求めなかった、ようだ。） 
⑥ Orbitz は、当初は、メジャー5 社に所有されていたが、昨年、Worldspan の競争敵の

Galileo を保有する Cendant が買収した。 
⑦ Worldspan にとっては、Orbitz との契約は、当初の 2000 年から障害の多い厄介なモノ

だった。 両社の摩擦は、Cendant の Orbitz 買収時点より更に悪化し、とうとう致命

的な、お互いが、相手を契約不履行で提訴し合う、訴訟合戦に行き着いてしまった。 
 

Worldspan の言い分はこうだ： 
・ 契約が、特定のサービスに付いて、具体的に Worldspan 以外の GDS 使用を禁止してい

るにも拘らず、Orbitz は、他の 2 社の GDS（Galileo＋ITA？）を使用している。 
・ Orbitz は、シートマップはもとより、利用可能なフライトのルーティング オプション

比較とそれに伴う運賃を、1 回の検索で表示する Worldspan Power Shopper のデータを

盗み取っている。 （Worldspan は、裁判所に対して、“自社シートマップの Orbitz 使

用禁止”の差し止め命令を請求した。） 
・ ITA Software は、Worldspan に対して許されている“問い”の回数以上の違法な問いを

行い、エアライン タックスやサーチャージのデータを盗んでいる。 
・ ITA が GNE になる事を決定した時点から、Orbitz は、ダイレクト コネクト以外の予約

を全て Worldspan に回すと言う、契約に違反している。 
 

Orbitz の言い分はこうだ： 
・ （契約更改交渉中にも拘らず、）Worldspan は、Orbitz がダイレクト コネクトする航空

会社のフライト インフォーメーションと、ダイレクト コネクトしない航空会社の情

報を一緒にする事に、反対している事を隠していた。 
・ Worldspan は、Independence Air を含む LCC に、Orbitz へアクセスさせない事を、Orbitz

に隠していた。 
・ 2011 年までの契約延長時に、Worldspan が、Orbitz の ITA Software 使用を、排他的使用

契約の違反に当たると考えている事を、知らなかった。 
・ Worldspan が、ITA Software に、特定のアベイラビリティー データの供給を停止したの

で、Orbitz は、それ等のデータを Galileo から収集せざるを得ない状況に追いやられて

いる。 Worldspan のこの行為は、Illinois Consumer Fraud Act に違反する。  
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TD 勉強会 アーカイブより 
H14/ 8/26  情報 5  Orbitz： Supplier Link で旅行社から脱皮しろ 
H15/ 1/31  情報 17  オービッツ、ワールドスパンとの提携継続 
H15/10/ 3  情報 57  オービッツ、ワールドスパンとの契約停止を通告 
H15/10/10  情報 59  オービッツ、ワールドスパン契約停止カードを切る 
H16/11/ 5  情報 140  センダン、オービッツ買収で オンライン業界 2 位に躍進 
H17/ 3/18  情報 159  センダン、オービッツ テクノロジーで GNE に進出 
■ 
 
 
nytimes.com, FT.com, 9/21-28/2005 

5. デルタ航空の再建計画 及び 関連記事 

 

DL said it would reduce flights from its hub in Cincinnati by 26 percent, a move that would eliminate 1,000 jobs. 

 
 

Chapter 11 申請資料の中で明らかにされた DL 航空の再建計画の概要は、以下の通り。 
 

・ 2006 年迄の間に▲50 億㌦（5,500 億円）のコストを削減する計画に加えて、更に▲30
億㌦（3,300 億円）の追加コスト削減し、今後 2 年以内の利益計上を計画する。 

・ ▲30 億㌦は、1/3 は Chapter 11 プロセスの中で、1/3 はフリートの削減、1/3 は一層の労

務費の削減により達成する。 
・ ▲7,000 人～▲9,000 人のレイオフを予定する。（現在の社員数は 52,339 人。 9-11 前

76,000 人から、既に▲24,000 人が減員されている。） 
・ ▲80 機のフリート減少（▲20％）を予定する。 （既に▲40 機が減機されている。） 
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・ 国内線供給を▲10％～▲15％縮小。 国際線供給は＋25％拡張する。 （国際線に使

用する為、幾つかの機材の改修が発生する。 この改修は、来年夏迄かかる。） 
・ 現在の DL の国際線は、DL 総供給の 24％。 （CO 国際線 42％、NW 国際線 40％） 
・ パイロット組合（DL の唯一の組合）に、▲＄325m（358 億円）の追加カットを要求。 

（昨年の DL の労務費カットは、▲10 億㌦≒1,100 億円。） 
・ その他の社員のカットは、▲＄605m（666 億円）を予定。 年収 25,000 ㌦（275 万円）

以上の殆どのフロント スタッフのペイスケールを、▲7％～▲10％引き下げる。 
・ 全ての管理職については、▲9％～▲15％のカット。 CEO Gerald Grinstein の報酬は▲

25%カット。（昨年の報酬、契約上 50 万㌦≒5,500 万円であったが、実際に支給された

額は、その半分の 25 万㌦≒2,750 万円。 彼の年俸契約は、2005 年 1 月に 45 万㌦に減

額、9 月 22 日に更に▲25％の＄337,500≒3,713 万円に減額されている。） 
・ 幾つかの国内線最低運賃に、9 月初旬より、土曜日ステイ若しくは 3 泊ステイの、最低

旅行期間規則を復活させている。 （1 月に鳴り物入りで導入した、運賃構造単純化プ

ログラム SimpliFares の逆戻り。） 
・ ミニマムステー復活による増収は、＄30m～＄35m（33 億円～39 億円）。 ★ 
 
 

DL と NW の Chapter 11 申請に関連する記事からの抜粋 

 
NW の計画 
・ NW は、客室乗務員を、10 月 31 日から▲900 人、来年 1 月

から▲500 人、合計▲1,400 人レイオフする。 
・ 年間労務費の削減計画▲11 億㌦（1,210 億円）を、更に増加

させなければならないかも知れない。 
・ コンサルタントの James P. Womack は、「DL と NW は、同業

の他の航空会社を真似るのではなくて、効率性でトップの成

績をあげているトヨタ等の異業種企業を、お手本にするべき

だ」、と言っている。 
 

BA CEO Rod Eddington のコメント 
・ 自由経済を標榜している筈の米国が、政府自ら破綻した航空会社を救済している。 
・ Chapter 11 は、形を変えた国家補助金に相当する。 
・ 過去 4 年間で、米国は、150 億㌦～200 億㌦（1 兆 6,500 億円～2 兆 2,000 億円）の国家

補助金ないしローン保証を、航空企業に与えている。 それでも、米航空企業は、黒

字を出せないでいる。 

情報 187（平成 17 年 9 月 30 日）  TD 勉強会 15



・ 世界に 300 社の航空会社は要らない。 幾つかの航空会社は、政治的要求の為だけに

存在している。 
・ 企業買収の自由化と、オープン スカイ協定の拡大が必要。 米国は、これに反対して

いる。 
 

ジェット燃料の高騰に関する記事 
・ 今年 4 月に、Southwest CEO Gary C. Kelly は、その当時

では想像を絶するレベルである、バレル 55 ㌦での計画

立案を指示した。 それが、今では、ナント、70 ㌦近

く迄跳ね上がってしまっている。 
・ Kelly は、「1978 年以来、米国の国内線運賃は、実質価

値で半減している」、と言っている。 「過去 5 年間で

▲30 万人をレイオフし、インターネット予約のイノベ

ーションが有ったにも拘らず、コストは、運賃レベル

の低下にマッチしていない」と言っている。 
・ NW は、バレル 65 ㌦を想定した計画立案に着手する。 

DL は、今年末迄のオイル価格を、バレル 68 ㌦と予想している。 
・ カトリーナの影響もあり、DL と NW の Chapter 11 は、UA の様に長引くだろう。（UA

は、来年 2 月に離脱すると、3 年 3 ヶ月も C-11 の保護下にいた事になる。） 
・ America West と US の合併会社は、彼等が予想した以上のコスト プレッシャーを受け

るだろう。 
・ Southwest, Spirit, AirTran の如くの幾つかの航空会社は、燃油のヘッジ購入を実施してい

る。 （Southwest は、2005 年に 85％のヘッジを行っているが、2006 年には 65％、2009
年位は 30％に低下する。） 

・ それ以外の航空会社は、伝統的も LCC も、ヘッジ購入をしていない。 ヘッジ購入は、

現金購入が条件であるため、流動性に乏しいキャリは、その余裕がない。 
・ 幾人かのスペシャリスト達は、「ヘッジ購入しなかった航空会社は、重大な“先見の明

のなさ”（critical shortsightedness）を暴露している」、とコメントしている。 
・ 業界コンサルタント Brierley & Partners（DAL）の Hal Brierley は、「航空会社は、バレ

ル 100 ㌦で計画を立てるべきだ」、と言っている。 
・ 旅行問題に詳しい Columbia, Md.の弁護士 Jeffrey Miller は、「ハリケーン カタリーナと

リタの影響で、航空会社は、15 ㌦～20 ㌦の運賃値上げをせざるを得ないだろう」、と

言っている。 
・ しかし、最高運賃額を片道 299 ㌦にキャッピングしている Southwest が、これに追随す

るかどうかは分からない。 
・ UA の再建計画は、バレル 50 ㌦を想定している。 UA は、「燃油単価想定の見直しは
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行わない」、と言っている。 短期的な価格変動には左右されないと言っている。 
・ シカゴ大学ビジネス スクール大学院名誉教授の Sam Peltzman は、「国際線へのエクス

ダスは、問題の解決にはならない。 もっとコスト削減へ挑戦するべきだ」と語って

いる。 
★ ■ 
 
 
 

5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 

（１） マグナテック 同時 複数旅程検索機能 開発 
テクノロジー ベンダーの MagnaTech が、複数の出発空港と到着空港の旅程を、同時に、

GDS から検索出来る機能を開発した。 これは GM（Group Manager の頭文字）と呼ばれ

る分析ツールで、主にグループ・ミーティング・インセンティブを取り扱っている旅行社

に対して、座席クラス・航空会社名・経由地点数などのパラメターに従った、運賃検索を

可能にする。 そして、このソフトウエアーは、スプレッドシート ファイルを作り出して、

異なるシティーペアによる旅程を表示する。 
GM の値段は 375 ㌦で、月間使用量は 39 ㌦。 現在は、Sabre にアクセスする端末にしか

使用出来ないが、いずれは、他の GDS 端末にも使用可能にする予定。(DTW, 9/21/2005) 
 

（２） オンライン化率 欧州 No.1 は英国 PhoCusWright 調査 
オンライン旅行市場は、国毎に違いがある。 例えば、ドイツでは、68％のオンライン旅

行購入者が、オフライン旅行社やツアーオペからも購入する。 英国の 40％と比較すると、

大きな違いが存在する。 英国では、航空のオンライン購入の比率が高い（オンライン販

売の LCC が多い）ために、このような差が出るのだろう。 
PCW の調査によると、オンライン旅行者のオフライン購入経験（過去 1 年間）は、フラン

ス 27％、ドイツ 20％、英国 9％と、国毎に大きな違いを見せている。(DTW, 9/26/2005) 
 

（３） アメリカン航空 ウエスタン ユニオン航空券代金支払いシステム 
AA 航空は、www.aa.com ないし電話で予約した航空券代金の、全米 46,000 軒の Western 
Union 振込みを可能にする。 5 千万人以上のクレジット カードを持たない人達のための

サービス。 難点は、このサービスには、14.95 ㌦がかかる事。(Travel Wire, 9/26/2005) 
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（４） アマデウス LCC 用のプログラム開発 
Amadeus は、LCC 航空会社用のカスタマー マネジメント ソリューション（CMS）を開発

した。 この CRM は、Results Reservation Technologies（RRT）社との提携により開発され

たシステム Results CMS by Amadeus で、主に LCC の、予約・インベントリー・運賃・デパ

コンのホスティングを行う。(Travel Wire, 9/26/2005) 

 
（５） テクノロジー企業 TRX 上場へ 
テクノロジー企業の TRX（ATL）が、Nasdaq に上場し、9 月 27 日から、取引が開始され

ている。 TRX は公募希望価格 1 株 11 ㌦～13 ㌦で 680 万株をオファーしたが、1 株 9 ㌦

～11 ㌦で、オファーした株式数の半分しか売却出来なかった。 売却の全ては、BCD 
Technology（WorldTravel BTI オーナー）、Hogg Robinson Holdings、Sabre を含む既存株主の

売却であった。 従って、この上場での TRX 収益はゼロであった。 
TRX は、旅行業界に対するトランザクション プロセッシングとデータ インテグレーショ

ン サービス プロバイダーで、法人セルフ予約ツールの Resex を開発している。 
2002 年▲＄9.4m、2003 年▲＄4.4ｍ、2004 年＄11.2ｍの 3 期連続欠損を計上している。 収

入の 50％以上が、Expedia からの収入。(DTW, 9/28/2005) 

 
（６） セーバー 今年度利益見通しをカット 
Sabre が、今年度の利益見通しを、約▲4％低下させた。 ロンドンとエジプトに於けるテ

ロにより、観光旅行予約が減少したためと、Sabre は言っている。(DTW. 9/29/2005) 

 
 

 空 運  
 

（１） ジェットスター（シ） プーケット線（週 4 便）開設 
シンガポール LCC の Jetstar Asia が、10 月 25 日から、SIN=Phuket 線（週 4 便、使用機材

3K 517）を開設する。(asiatraveltips.com, 9/21/2005) 
 

（２） エアインディアの 70 億㌦機材更新計画 
Air-India は、70 億㌦（7,700 億円）の機材更新計画に着手する。 ボーイング機材 50 機（737. 
777, 787）を購入する。 2013 年までには、74 機編成を完成させする。 
AI は、最近、欧州線供給を倍増させ、米国線を週 28 便に増便し、カナダ路線（トロント

州 3 便）を復活させた。 現在、Air India のインド国際線シェアーは 20％に止まっている。 
同社は、程なく、バジェット子会社 Air India Express の、追加的 12 億㌦（1,320 億円）の拡

張計画を決定する。(Travel Weekly Newsletters, 9/21/2005) 
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Indian Airlines のエアバス 43 機［A319（20 機）、A321（19 機）、A320（4 機）］の購入（18
億ﾕｰﾛ≒2,340 億円）が、最終的にインド政府から承認された。 過去 15 年間で、国営の

Indian Airlines が、新機材の調達をするのは初めての出来事。 初号機のデリバリーは、来

年の 9 月から。 インド政府によると、インドの航空需要は、年率＋20％で増加している。 

今後 5年間で、5千万人の需要規模が予測されている。 国営の Indian Airlinesは、Jet Airways
（43％シェアー）等の新興勢力に押されて、33％までシェアーを低下させている。

(channelnewsasia.com, 9/29/2005) 
 

国営の Air India と Indian Airlines の建て直しには、官僚的体質の打破と、プロフェッショナ

ルな経営手腕の導入と、肥大しきった社員の減少が必要、とインドの航空コンサルタント

達が言っている｡ 政府の干渉を無くさなければ、これらの企業の再建は、いかに新造機を

購入しても、上手く行かない、と彼等は主張している。 
両社の現在の社員数は 35,000 人で、航空機 1 機当たりに、350 人から、400 人の社員がへ

ばりついている。 世界の殆どの企業は、1 機当たり 100 人以上は配置していない。

(channelnewsasia.com, 9/25/2005) 
 

（３） S&P、ジェットブルーの格付け、クレディットウオッチ リストに入れる 
格付け機関の S&P は、jetBlue 社を、格付け変更待機リストに加えた。 現在の格付けは、

BB-。 S&P は、燃油の高騰により、jetBlue が、今年度決算で赤字に転落すると見ている。 

jetBlue CEO David G. Neeleman は、燃油高のために、第 3 四半期決算で欠損を計上するだろ

うと、コメントしている。(nytimes.com, 9/22/2005) 
 

（４） フェデックス 第 1 四半期決算増益 
FedEx は、8 月に終わる第 1 四半期決算で、前年同期を＋3％上回る、＄339ｍ（373 億円）

の利益を計上した。 この増益決算は、アジア発輸出貨物の予測以上の増加によるもの、

と FedEx は説明している。 中国の輸出は、2005 年の上半期で、＋33％増加している。 収

入は、＋10％の 77.1 億㌦（9,330 億円）であった。 FedEx は、年間利益見通しの上方修

正が必要になるだろうと、語っている。(nytimes.com, 9/22/2005) 
 

（５） 英国政府 航空券に 1 ﾎﾟﾝﾄﾞ課税検討 
英国政府は、英国発航空券に、1 ﾎﾟﾝﾄﾞの税金をかけて、航空会社破綻時の旅客を救済する

為のファンド作りを、検討している。 現行法では、1977 年に作られた Air Travel Organizers’ 
Licensing のボンドがあるが、これはツアオペレーターの破綻からホリデー旅客を保護する

もので、最近増加が著しい LCC 旅客は対象とされていない。 英国政府は、ATOL に代え

て、全ての航空旅客を保護する制度を検討している。 
Ryanair や BA は、1 ﾎﾟﾝﾄﾞ課税に反対している。 彼等は、「何故経営状態が悪い航空会社
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の面倒を、健全な航空会社に搭乗する旅客が面倒を見なければいけないのか？」と、疑問

を呈している。(FT.com, 9/29/2005) 
 

（６） ジェットブルー A320 機 前輪故障で LAX 空港に緊急着陸 
9 月 21 日、jetBlue の A320 機が、

前輪故障のために、LAX 国際空港

に緊急着陸した。 乗員乗客は、

全員無事であった。 この種の事

故は、1999 年以来これで 7 回目。 

緊急着陸は、乗客全員を後部座席

に移動させて、機体前部を軽くし

て行われた。 
jetBlue の殆どの整備は、アウトソースされている。 60％が Air Canada に、40％が TACA
（エルサルバドルの航空会社）に外注されている。(nytimes.com, 9/23/2005) 
 

（７） アロハ航空 12 月にチャプター11 離脱 
昨年 12 月 30 日から Chapter 11 にある Aloha 航空が、GIP ファイナンス＄50ｍ（55 億円）

の融資獲得に成功した。 12 月中頃には、Chapter 11 から離脱する。 
Yucaipa Cos.（LAX のプライベート エクイティー 投資会社）が＄30ｍ、Aloha Aviation 
Investment Group（LAX）が＄10ｍ、Aloha 航空オーナーの Ching and Ing ファミリーが＄10
ｍを、夫々融資する。（DTW, 9/23/2005） 

 
（８） シンガポール航空、2 路線をシルクエアーに割譲 
 

SQ は、中国南部の Shenzhen と、インドネシア第 2
の都市 Surabaya の 2 路線を、10 月 30 日から、SilkAir
に移管する。 使用機材は、A319（118 席）と A320
（142 席）で、夫々週 6 便と、週 14 便が運航される。 

SilkAir は、現在、アジア 9 カ国の 24 都市に飛行し

ている。Channelnewsasia.com, 9/23/2005)  
 
 

（９） 中国 2010 年に 高度 1 万フィート以下のエアース ペースを開放 
中国政府は、高度 1 万フィート（3,000 メートル）以下のエアー スペースを、2010 年頃に

開放する模様。 中国航空産業にとっては、低高度エアスペース使用の厳しい国の規制が、

産業発展の足枷となっている。 規制の撤廃は、ヘリコプターや軽飛行機の生産に弾みを
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つけるだろう。 イタリアのヘリコプター メーカーAgusta は、中国国営の AVICⅡの子会

社 Changhe Aircraft Industries Group と、今週、合弁企業を設立した。 この新会社は、Agusta
の A109E Power モデルを生産する。 初号機のロールアウトは、来年 6 月が予定されてい

る。(channelnewsasia.com, 9/24/2005) 
 

（10） ＵＳエアとアメリカ・ウエストの合併が完了、米航空 5 位に 
US と America West は、27 日、合併を完了した。 新生 US 
Airways（NYC 証取シンボル LCC）は、低コストの効率性と、

航空大手の広範な路線領域やサービスの両方を備えた事業

運営を計画しているという。 米５位に浮上した新生 US を率

いる Doug Parker America West CEO は、「我々は、航空史の新し

いページを今日開く」と述べた。 

合併完了に伴い、US の 3 年間で 2 度目になる Chapter 11 手続きも完了する。 同航空は、労組

に大規模な経費削減を認めさせ、America West との合併交渉をまとめるまでは、再建は難しい

とみられていた。  合併によるシナジーは、＄600ｍ（660 億円）以上と見積もられている。 

最終的な合併には、これから 2 年間が必要となる模様。 それまでの間は、両社のアイデンテ

ィティーは保たれる。（コードシェア便運営） 中でも大仕事となるのが、America West 予約シ

ステム Shares システムへの移管。 (FT.com, 9/25/2005) （ロイター、9 月 28 日） 

 

（11） 英国航空 最高財務責任者辞任 10 月から新 CEO 着任 
BA の CFO John Rishton が辞任した。 Rishton は、次期 CEO の社内最有力候補と目されて

いたが、最終段階で、社外の Willie Walash（元 Aer Lingus CEO）に、その座を奪われた人

物。 BA 退職後は、リテール業 世界第 4 位の Ahold（蘭）の CFO に就任する。 Rishton
の年収は、BA の£466,000（9,320 万円）から、Ahold の 203 万ﾕｰﾛ（2.6 億円）に、飛躍的

に増加する。 後任は Keith Williams（BA 税務財務部長）が就任する。 
10 月から、新 CEO の座に Willie Walash が着任する。 ①燃油の高騰への対応、②2008 年

3 月の LHR 空港ターナル 5 への移転（非効率な労働慣行と労使関係の正常化）、③機材更

新計画着手（A380 の購入？）、④客室サービスの改善（今年末に次世代フルフラット座席

導入）、⑤プロフィット マージン 10％の達成、等々に取り組む。(FT.com, 9/26/2005) 
 

（12） ボーイング 争議妥結 
ボーイングの International Association of Machinists and Aerospace Workers のストライキが、

24 日目にして終結した。 ボーイングは、①年金支給算定基礎額を月間 70 ㌦（提案 66 ド

ル）、②健康保険個人負担額増加の回避、の 2 つで、組合に譲歩した。 組合は、3 年間の

協定期間内の賃上げ（ボーイングは＋2.5％を提案していた）を諦めた。 ボーイングは、

初年度に、組合員 1 人当たりに、＄10,800 から＄4,800（119 万円から 528 千円）の一時金
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を支払う他、年 1％のリビング コスト手当てを支給する。 
現在のボーイング組合員の平均年収は 59,000 ドル（649 万円）。(nytimes.com, 9/26/2005) 
 

（13） ゲート グルメ 労使合意達成 
LHR 空港に於ける BA の機内食専属ケーターラーの Gate Gourmet と、Transport and General 
Workers Union（TGWU）組合間の、7 週間に及ぶ労使間紛争が、ヤット解決した。  
この紛争（最近の英国労使関係では最大の紛争）は、先月、Gate Gourmet が、700 人を解

雇した時点より開始されている。 5 年間に亘る欠損継続を断ち切りたい Gate Gourmet が、

24,000 人の従業員数を、17,000 人に削減する計画を強行したのが紛争の発火点。 今回、

解雇社員に対する、退職金支給、一部社員の再雇用などの道を開く事などの会社側譲歩で、

労使間の合意が出来た。 この合意形成には、Trade Union Congress の Brenden Barber が、

調停の労をとっている。 
LHR 空港発の BA 長距離便の機内食搭載は開始されたが、短距離欧州線の機内食は、まだ

再開されていない。(FT.com, 9/27/2005) 
 

（14） オール ビジネスクラスのイーオス FAA から航空企業証明取得 
大西洋線に、全席ビジネスクラスの航空機の運航を計画しているEosが、FAAから air carrier 
certification を受領した。 DOT は、Eos の予約開始を承認している。 
Eos は、＄87ｍ（96 億円）の資本金を有し、International Lease Finance Corp より＄100ｍ（110
億円）の航空機リース ファイナンスを受けている。 11 月 1 日から、JFK＝Stansted 毎

日便を運航する。（DTW, 9/29/2005） 
 
 

 水 運  
 

（１） ロイヤル カリビアン CBS と専属契約 
Royal Caribbean International は、CBS Television Network と専属契約して、クルーズ船（19
船）に CBS のニュースやショー“CBS Eye on Royal Caribbean”を放送する。 (DTW, 
9/27/2005) 
 
 

 陸運＆ロジスティックス  
 

（１） アムトラック 運賃値上げ 10 月 4 日から開始 
延期されていた、Amtrak の運賃値上げ＋5％が、10 月 4 日から発効する。 これは、燃油

の高騰に伴う運賃値上げ。 コミューティング割引制度も廃止される。 割引廃止は 2 段
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階にまたがって実施される。(DTW, 9/28/2005) 
 

（２） DHL 全米にリテール アウトレットを展開 
DHL が UPS や FedEx に対抗するために、全米にリテール アウトレット チェーンを展開

する。 DHL は、展開する店舗数を明らかにしていないが、1,000 店程度になる模様。 
ドイツポストの子会社である DHL は、2 年前に SEA ベースの Airbone を 10 億㌦（1,100
億円）で買収して、米国パーセル市場の約 10％のシェアーを確保している。 今回のリテ

ール アウトレット展開は、米国市場の DHL シェアーを、更に向上させるだろう。 
UPS や FedEx は、全米に数千の店を展開している。 小包の集積ポイントとすると共に、

ビジネス サービスやオフィス サプライを提供している。 
FedEx は、2003 年に、Kinko’s を 24 億㌦（2,640 億円）で買収し、リテール部門を強化して

いる。 UPS は、それよりも 2 年前に、Mail Boxes Etc を買収している。 
DHL は、殆ど 4,000 店の独立小包ストアーと Office Max リテール チェーンで、サービス

を展開している。 DHL のリテール増強は、買収によるものなのか有機的な拡大によるも

のかはハッキリしていない。 年末までには、具体的な計画が発表されるだろう。 
DHL の米州販売は、昨年、前年比＋52％の 4.3bn ﾕｰﾛ（5,590 億円）を達成している。 し

かし、▲495ｍﾕｰﾛ（644 億円）の損失を計上している。(FT.com, 9/27/2005) 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１） 欧州連合 賭博ビジネス規制緩和でテンション高まる 
欧州議会の Jacques Toubon は、欧州連合の幹部委員会に対して、賭博ビジネスの規制緩和

に関連する欧州賭博事業の実態基礎調査（英国 Salford 大学 Centre for the Study of Gambling
が担当）が、偏向していないかの調査を要求した。 
賭博事業の規制緩和については、賛成派の英国と、社会的影響を考慮して規制が必要とす

る大陸諸国との間で、意見の一致が見られていない。 大陸各国は、マネー ロンダリング

や、耽溺癖を抑制するためにも規制が必要で、少なくとも賭博収益や当たり籤には、キャ

ッピングが必要であると主張している。 現在、ほぼ全ての欧州各国は、収益金の 50％～

60％のキャッピング制を導入して、アマチュア スポーツ振興や、ナショナルトラスト基金

に、その資金を廻している。 この調査の結果は、11 月に発表される。(channelnewsasia.com, 
9/25/2005) 
 

（２） ジェネレーション X 向け 新ブランド ホリデーイン セレクト 
Holiday Inn が、ジェネレーション X 向けの新ブランド Holiday Inn Select を立ち上げた。 
Sporting News とマーケティングとブランディング契約を締結して、ホテル内に、スポーツ
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バーを設置している他、客室は、モダンなデザインの装いを施している。 また、客室か

ら、ルーム サービスなど全ての連絡や、情報取得を可能にするインターネット サービス

E-Host が、試験されている。 また、2007 年までに、全ての Holiday Inn にチェックイン

Kiosk が導入される予定。 InterContinental ブランドの新しい動きは、次の通り。 
・ Hotel Indigo ブランドが、昨年立ち上げられた。 
・ 今年最初の 8 ヶ月間で、14 の Crowne Plaza が追加された。 更に 18 軒が開発中。 
・ 最大の会議場を持つ、InterContinental Hotel SFO（32 階、550 室）が、2007 年にオープ

ンする。 
（DTW, 9/26/2005） 
 

（３） 英国最大のビンゴ オペレーター ガラが コーラル ユーロベット買収へ 
英国最大のビンゴとカジノグループ Gala が、Coral Eurobet を買収する交渉を行っている。 

この買収は、急成長しているブックメイキング（呑み屋）事業の Coral（純資産£800ｍ≒

1,600 億円、負債 12 億㌦≒2,400 億円）を、英国最大のビンゴとカジノグループ Gala（40
億ﾎﾟﾝﾄﾞ≒8,000 億円相当ビジネス）と結びつける。 
Coral は、William Hill や Ladbrokes と競争するベッティング ショップ チェーンで、今年中

か、来年初めの上場を検討している最中。(FT.com, 9/27/2005) 
 

（４） シンガポール 総合レゾート建設 2 回目の入札の期限を延長 
シンガポール政府が、検討しているカジノを含む総

合レゾート建設（2 箇所）の 2 回目の入札の期限を、

今年第 2 四半期から、Marina Bayfront は 2005 年 11
月、Sentosa は、2006 年第 1 四半期に、夫々延長す

る。 2 回目の入札期限は、既に 3 ヶ月延期されて

いたが、今回更に 2 ヶ月延期される。 Marina と

Sentosa を分けて入札させるのは、今回が初めて。 

Singapore Tourism Board は、Marina で落札できなか

った企業に対して、Sentosa のプロジェクトに入札する機会を提供するため、と言っている。 

現在、国際的な 12 のコンソーシアムが、この入札に参加している。 Harrah’s と地元の

Keppel Land 連合は、米国のコンベンション専門の SGM（Philadelphia）を、入札連合に加

えると発表した。(channelnewsasia.com, 9/29/2005) 
 

（５） インターネット カジノとポーカー888.com 1 株 175p で 25％売却 
インターネット カジノとポーカーのオペレーター888.comのオーナーが、上場で、1株175p
で、持ち株の 25％を投資家に売却した。 上場後の取引は、1 株 178p を付けている。 公

募希望価格 162p～212p であったが、下限に近い 175p の売却となった。  175p に基づく
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と、888.com グループの時価総額は、£590ｍ（1,180 億円）となる。(FT.com, 9/29/2005) 
 
 

 その他  
 

（１） バイオメトリック ID カード センダンが独占販売権獲得 
Cendant 子会社の Orbitz for Business と Travelport の 2 社が、Verified Identity Pass 社の、バイ

オメトリック カードの独占的販売権（1 年間）を獲得した。 この VIP 社の Clear プログ

ラムのカードは、カード所有者の指紋と虹彩の生体データを IC に記憶させ、運輸保安局の

事前チェックを受けておくと言うシステム。 今年の 6 月にフロリダの Orlando 空港で試

験が開始され、近々の内に、更に 5～7 空港への展開が予定されている。 試験開始時点で、

2,000 人がカード（79.95 ドル）を購入していると言う。 
VIP 社は、Clear プログラムが、連邦政府の registered traveler プログラムと共同利用できる

事を狙っている。（registered traveler プログラムは、現在、LAX, Minneapolis-St. Paul, BOS, 
WAS=Reagan National, HOU=Bush International の 5 空港で試験が行われている） 
Orbitz は、年間、＄50m（55 億円）のカード売上を見込んでいる。(DTW, 9/27/2005) 
TD 勉強会アーカイブ 情報 185 H17/9/16 「79.95 ドルで 空港セキュリティー迅速通過」

（P.-24） 
 

（２） 中国 インターネット ニュースの検閲強化 
中国が、インターネットで配信されるニュースやコンテントの検閲と規制を強化する。 数

百万人が利用している、主要な検索エンジンとポータルの Shina.com や Sohu.com 上での自

由なコメンタリーの掲載が禁止され、唯一政府系の新聞ニュースの配信が許される。 
これはニュース メディアの自由化（中国共産党がもっとも恐れている）の大きな後退。

(nytimes.com, 9/26/2005) 
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編集後記 
 
 
 

DL 航空が、再建計画の中で、LCC との競争で赤字に喘いでいる国内線を▲10％～▲15％
削減して、儲けの多い国際線供給を＋25％拡大すると言う。（DL 国内線の 70％は、LCC
との競合路線。） 
 

他の米メジャーも、国際線の供給拡大を計画している。 大西洋線や太平洋線のインカン

バント企業（既存企業）は、供給を拡大して来るコスト競争力を付けた、米国企業と競争

しなければならなくなる。 
 
 

米航空業界の一連の動きを追っていると、メジャー キャリアとLCCとの業態（ビジネス モ
デル）の境界線がぼやけはじめている事に気が付く。 
 
 

メジャーは、コスト削減のために、全てではないが、多くの点でLCCのビジネス モデルを

真似ている。 
 

LCCだって、メジャーのビジネス モデルを取り入れている。 
・ LCCがサブ空港ではなくて、ハブ空港への乗り入れを増加させている。 
・ jetBlueのEmbraer機導入に見られる様に、フリートの単一機種構成が、複数機種構成に

変化し始めている。 
・ 一部のLCCは、ビジネス クラスを設けている。 
・ Southwestは、ATAとのコードシェアーを開始している。 
・ America Westは、USと合併して、全米で最大のFull Service、Low-cost、Low-fareの航空

会社が誕生したと言っている。（Doug Parker America West CEO）  つまり、LCCとFSA

（Full Service Airline）のハイブリッド型航空会社が既に誕生している！ 
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これを延長して行くと、国際線にも、将来は、LCCが進出して来て、おかしくない事になる。 

 

 

コスト競争力を追求して行くと、行き着く所は、似た様なビジネス モデルになる、と言うこと

を示しているのだろう。 （H.U.） 
 
 

先週号「情報186」の編集後記の訂正 
 

そして、これらの話は； 
『“見えない”、“在庫の効かない”、“生産と消費が同時に行われる財”を、運航と客室の乗

務員や、整備員や、空港ないし営業の社員達が、チームワークを組んで生産すると言う、

“人”中心のサービス産業の本質と一致する』・・・・と思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      TD勉強会 情報187 （ 以 上 ） 
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