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1. 欧州（主に英国）オンライン旅行市場の現状 （連載 その３） 

2. セーバーが、オプトイン プログラムの内容明かす 

3. 其の他のニュース 

 

 

 

 
The 1958 Chevrolet Bel Air Impala Sport Coupe. 

1960 年代では、Chevrolet の Impala は、king of the road であった。 

今ではトヨタのカムリとカローラ、ホンダのアコードとシビックに抜かれてしまっている。 

関連記事 P-31 参照。 



 
PhoCusWright, May24/2006 

1. European Online Travel Marketplace: Focus on The United Kingdom 
欧州（主に英国）オンライン旅行市場の現状 （連載 その３） 

 

前号に続いて、『欧州オンライン旅行市場の現状』を、お届けする。 次週号からは、『英

国のオンライン旅行市場の現状』を、お届けする。 

 
 
ツ ア オ ペ 
 

欧州のツアオペのオンライン市場参加は、遅れてスタートした。 しかし、ツアオペ達は、

2005 年の終わりまでにオンライン市場参加への初期的な段階を終え、現在は、そのプロモ

ートの為に、多額のマーティング支出（現金）を注ぎ込んでいる。 と同時に、彼等は、

依然として電話や人的なコンタクトを好む、かなりの数の旅行者にもサーブするために、

採算性の良いオフライン チャネルを温存している。 
 

北欧のツアオペ（TUI, Thomas Cook, Rewe）は、広範囲に跨った各種のプロダクトの所有

と支配を通じて、長い間、旅行市場を席巻している。 オンライン現象に対する鈍い対応、

経済の低迷、9/11 の影響、などにより過去数年間赤字に苦しんで来たツアオペ達の殆どは、

近になって利益計上に復帰している。 南欧のツアオペは、パッケージ ホリデーとガイ

ド付きツアー販売にフォーカスし、多角化や垂直統合には消極的である。 
 

オンライン旅行社とツアオペの融合を議論するのは時期尚早であるが、ツアオペは、その

実現を目指している。 ここ数年間、TUI、Thomas Cook、MyTravel は、バリューチェー

ンのコストとクオリティーをより良く支配をする為に、可能な限り垂直統合を追及して来

た。 このモデルが上手く行って、数十億ﾕｰﾛの規模の企業となった彼等は、ゆっくりと、

しかし確実に欧州と世界の旅行市場に進出しつつある。 
 

しかしながら、ポイント オブ セルから、流通、ホテル、ジェットに至るまで、全てのト

ラベル パッケージの素材の所有を数年間かけて試みた後で、これらの企業はリスクの軽減

に取り組み始め、旅行素材の単品、在庫処理、ダイナミック パッケジングの販売のための

マルチのチャネルをオープンしている。 幾つかの資産の配置転換により、コングロマリ

ット達は、ローコスト航空会社から利益を捻出させる事に成功している。 これに加えて、

ブランド コンソリデーションが、これらの企業の優先課題となっている。 
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初期のオンライン旅行社の多くが、採算性を度外視してマーケティングに湯水の如く金を

使ったのとは違って、彼等は、検索キーワードのインフレを起こすくらい多額のコストを

かけているけれども、市場のニーズに従った慎重なマーケティングを実施している。 
 

ツアオペが長い間に培って来た、伝統的航空会社やレジャー ホテルとの良好な関係が、彼

等に、オンライン旅行社に対抗するいくらかの競争有利を与えている。 そして、ツアオ

ペ達が、オンライン旅行社からベスト価格とインベントリーを引き上げている、明らかな

傾向が存在する。 それに加えて、英国では、広範囲にわたってコミッションカットが実

施されている。 しかし、ドイツでは、オフライン需要が強く、保守的な購入癖が蔓延っ

ているので、英国の様にはなっていない。 
 

TUI 
TUI の全旅行ビジネスのオンライン予約は、L’TUR と、TUI が保有する航空会社と、オン

ライン アセットの Thomson ブランド（英国）によって代表されるその他の Web サイト経

由で受け付けている。 そして、TUI のオンライン予約は、欧州に於ける予約の 15%を構

成し、2005 年に於いて凡そ 18 億ﾕｰﾛ（2,500 億円）を売り上げている。 オンライン予約

にコールセンター予約を含めた構成比は、25%（2005 年）に達している。 TUI は、これ

を倍増させ、2008 年までに純粋オンライン予約を 30%に拡大する目標を立てている。  
 

TUI は、今後 2 年間で、パッケージ ホリデーとコンポーネントの両方の為の共通プラット

フォームの展開（現在ドイツで展開中）と、just-in-time のパッケージ造成の為のサプライ

ヤーとのダイレクト コネクションの設定を目指す戦略を作り上げている。 そして、コン

ポーネント販売とダイナミック パッケジングを、その戦略の鍵としている。 TUI は、ダ

イナミック パッケージ販売が 2010 年までに市場の 1/3 を構成し、伝統的パッケージとコ

ンポーネント販売が殆ど半分から 1/3 ずつに低下すると確信している。 
 

TUI の仲介業ビジネスにとっては、Google との提携が鍵となるが、サプライヤーとしての

TUI は、自身のプロダクトの、トラフィックの管理のために、究極的には、自社と第三者

のモノさえも含めたプロダクト用の、検索エンジンの開発まで手がけてしまうかも知れな

い。 も進んだ Web サイト ―（英国のサイトでは、Google Earth を導入し、自社のホ

テルの衛星イメージをディスプレーしている）― でもって、創業利得を稼いだオンライ

ン旅行社のメリットを削いでしまっている。 
 

Thomas Cook 
Thomas Cook は、2 年間に及ぶリストラ プログラムと、英国に於ける高マージン事業の採

算性回復により、2005 年に利益計上企業に復帰している。 英国の 20%、合計の 15%が、
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オンライン予約化されている。 thomascook.com を、パッケージ バケーションだけでは

無く、全ての旅行プロダクトの情報源にする事に努力している。 
 

オフライン チャネルを縮小させているが、Thomas Cook は、リテール販売網の改善に数億

を投資し、B&M 旅行社をサポートしている。 小売旅行社、コールセンター、インター

ネット、Thomas Cook’s TV をカバーする複数の流通オファリングを提供している。 
 

MyTravel 
汎欧州ツアオペの中では、2002 年～2003 年の間で、MyTravel が も苦しんだツアオペだ。 

不採算の事業を棚上げにして、高マージン プロダクトに集中した結果、Thomas Cook は、

以前よりは余程小さな企業となってしまった。 2005 年の終わりに、110 軒の小売店を閉

じ、B2B と B2C のサイトを立ち上げて、複数のブランドを単一の組織（single organization）
にコンソリした。 
 

総販売の中で、直販がほぼ安定的に継続している。 インターネット流通は 2005 年に倍増

し、その年の終わりにはオンライン化率が 20%に達している。 オンライン販売の平均価

格が +17%上昇したのに対して、全販売のそれは +7%しか上昇していない。 これは、採

算性の悪い小売店を閉じたのが年末にさしかかった事と、採算性の良いプロダクトのオン

ライン販売への集中が、即、その効果を発揮できた事による。 
 

サプライヤー 
過去では、伝統的航空会社は、ビジネス旅客市場に集中し、より運賃の安いレジャー旅客

用の座席のマーケティングと流通を、ホリデー市場を支配していたパッケジングのスペシ

ャリストに任せっ切りにして来た。 往復航空運賃が、同一目的地向けの全て込みのパッ

ケージ料金よりも安いと言う、馬鹿げた事が市場に氾濫していた。 LCC の出現で、この

珍現象がガラッと変更になった。 そして、今では航空会社は、積極的に競争力有る運賃

でもって、レジャー旅客向けの直販を行っている。 
 

ホスピタリティーの世界では、分散化と伝統的な流通関係が、市場を支配している。 極

めて多くの数の独立ホテルと小規模チェーンの低コスト流通の追求と、大手チェーン達の

直販が、ホテル業界の挑戦課題となっている。 
 

航空会社 
伝統的航空会社の中で、BA が、オンライン販売のトップを走っている。 彼等の国内線

の大部分が、オンライン化されている。 そして、オンライン予約管理、オンライン チェ

ックイン、オンライン搭乗券発行のツールと、パーソナライゼーション機能（e-メールと
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SMS 利用）が、広く使われている。 新経営陣は、BA のオンライン予約を 2008 年までに

50%に、英国で販売する航空券を 30%に、オンライン化する事を約束している。 
 

IB航空が、スペインの旅行予約をオンライン化する先陣を切っている。 2005年の直販（On 
+ Off）比率 20%の倍増と、e-チェックイン利用旅客数の 1,000 万人化を、2008 年までに達

成する目標を立てている。 同社は、長距離路線が混ざる路線構成でありながら、LCC の

モデルを真似て、フリートの統一を計画している。 
 

AF/KL は、現在、彼等の全便で、e-ティケットの使用と、オンラインのチェックインと搭

乗券発行を可能にしている。 2005年のe-ティケット使用可能路線の使用率は、AFで47%、

KL で 54%となっている。 彼等は、Accor と提携して、主だったホテルのロビーで Kiosk
を設置して、事前チェックインの機能を提供している。 
 

LH 航空の場合では、ドイツに於ける全航空券販売の 5 枚に 1 枚が、オンライン予約で購

入されている。 その他の 15%が、第 3 者の Web サイト経由で予約されている。 
LH は、GDS 経由の予約を減少させ、直販を拡大する事を願っている。 
 

Low-Cost Carriers 
EasyJet や、その他の LCC 達のオンライン化率は 95%を超えている。 これは世界一のオ

ンライン化率だ。 LCC は、大手の伝統的航空会社のスケールに近づきつつある。 Ryanair
と easyJet は、フランス市場では、AF に次いで 2 位と 3 位に位置している。 オフライン

予約に課せられるサーチャージが、オンライン予約をしたがらない人達への、オンライン 
シフトの強力なインセンティブとなっている。 そして、主要 LCC 達のオンライン促進マ

ーケティング努力が、オンライン旅行予約全体のプロモーションに貢献している。 
 

運賃が全てではないと言うテーマに対する数々の革新的なアイディアが出てきている。 

その典型的な例は Ryanair の全運賃の一律値下げだ。 この LCC は、値下げ後に、値下げ

額に見合う受託手荷物料金を新たに設定した。 なんとなれば、Ryanair は、搭乗旅客の受

託手荷物に懲罰的な料金を新たに課して、手荷物の受託個数を減少させ、手荷物取扱コス

トを減少させようとしている。 また Ryanair は、空席を利用して只券を配っている。 そ

して、将来の収入の増加に繋げると同時に、easyJet やその他の LCC が実施している様な、

機内販売などの関連事業収入の増加に努力している。 
 

野心的な拡大計画、コードシェアリング協定、競争相手の路線参入回避が、LCC の継続的

成長を支えるだろう。 しかし、LCC のビジネス モデルに対する規模と画一性（uniformity）
のメリットは、より少ない、より大きなプレイヤー達を市場に残す事になるだろう。 
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ホ テ ル 
欧州のホテル業界は、630 万室を保有する大きな業界であるが、極めて分散化している。 

米国と違って、タッタの 25%しかホテル チェーンによって束ねられていない。 ホテル

のオンライン販売では、オンライン旅行社の販売が、ホテルの自社サイト販売を上回って

いる。 しかし、オンライン旅行社販売が +47%の増加しているのに対して、ホテル自社

サイト販売が +73%も伸びているので、その差は縮まりつつある。 ツアオペの急速なオ

ンライン市場への展開により、ホテルは、ホテルのオンライン販売が +90%増加するだろ

うと予測している。 
 

欧州チェーンは、自社サイト直販を拡大し、総合的なオンライン ホスピタリティー流通ト

レンドには頑固に抵抗している。（そして、マーチャント レート販売を回避している。） 
自社サイト直販は、ホテルの全予約の 30%に達している。 ホテルは、2007 年中に、これ

を 40%にする事を計画している。 
 

より小さなチェーンと独立ホテルは、依然としてオンライン仲介業者経由で、彼等のオン

ライン ビジネスの拡大を試みている。 彼等は、仲介業者のサイトを利用して、自分達の

販売領域よりも広い市場へリーチしている。 全欧州ホテルのオンライン グロス予約は、

2004 年の 6%から上昇し、2005 年に 10%に達するだろう。 そして、この数は、2007 年に

は、20%に達するだろう。（PCW レポート：European Hotels: Managing Hospitality Distribution） 
 

流通のダイナミズムは、ホテルのタイプとロケーションによって異なる。 イタリアでは、

15%以下のホテルしか GDS 経由の予約が出来ない。 スペインも似たり寄ったりだが、大

手不動産企業の小規模ホテル チェーンへの投資により、市場はより組織化（structured）さ

れるだろう。 小規模ホテルは、NTO（national tourist offices）や DMO（destination management 
organizations）経由で e-コマースへの参加を行って来た。 しかし、彼等は、今日では、顧

客にインセンティブを付けて、彼等に、自社サイトで直接オンライン購入して貰う事を試

みている。 PMS の如くのインターネット予約ソリューションを提供しているローカル企

業のお陰で、小さなホテルでさえも、大きな投資（例えばシステム エンハンスメントとか

検索エンジン マーケティングの為の投資）をせずに、自身で自社サイトを立ち上げて、オ

ンライン販売を開始する事が可能になっている。 
 

幾つかの小さな独立ホテルは、representation company、或いは、voluntary hotel chain に参加

して、CRS（central reservation system）インフラ経由でオンライン接続を可能にしている。 

これ等のサービスは、Utell, TravelCLICK, Small Luxury Hotels, WORLDHOTELS等の企業で、

利用可能となっている。 Voluntary hotel chains は、フランチャイズ加盟の場合と同等の販
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売とマーケティング サービスを提供する。 一方、representation companies の主たるフォ

ーカスは、彼等が接続したホテルの流通チャネル経由で、収入を伸ばす事に主眼を置いて

いる。 
 

Micros の如くの PMS プロバイダーは、個別のホテルやホテルチェーンに、完全統合ソリ

ューションを提供し、representation company、或いは、voluntary hotel chain への参加の必要

性を無くしてしまう。 しかし、これらのソリューションは、representation company、或

いは、voluntary hotel chain が提供するマーケティングと運営サポートは提供できない。 ■ 
 

――――― 次号「英国のオンライン旅行市場の現状」へ続く ――――― 
 
 
 
DTW, 6/7/2006 

2. Sabre Unveils Opt-in Program For Airline Content 

セーバーが、オプトイン プログラムの内容明かす 

 

Sabre は、旅行社に対して、8 月 1 日から導入するオプトイン プログラムの内容を明らか

にした。 オプトイン プログラムは、旅行社に参加航空会社のフルコンテントへのアクセ

スを保証する。 しかし、旅行社から、サーチャージとか GDS のブッキングの為のサービ

ス フィーを徴収する航空会社は、このプログラムから排除される。 
 

Sabre が発表したプログラムは、業界が憶測していたモノよりも厳しい内容となっている。 
Sabre の航空会社との契約は、航空会社のインベントリーにアクセスする為に、一定の譲歩

を行った旅行社に対してフルコンテントを提供する。 
Sabre Travel Network の北米部長は、旅行社の一軒一軒と協議して、このプログラム Efficient 
Access Solution（EAS）へ参加する為の、彼等に対する財務的条件を詰めている段階だ、と

語っている。 そして、彼は、この条件は、旅行社との契約のタイプによって変わって来

ると言っている。 
 

参加航空会社は、Sabre に割引されたブッキング フィーの支払いが可能になる。 
Sabre が支払うインセンティブは、ゼロにはならない。 このプログラムは、インセンティ

ブの増加には取り組むけれども、インセンティブの支払い自体は温存される。 
参加航空会社は、AirTran, CO, DL, NW, UA, US の 6 社で、これらの航空会社との契約は、

長期契約となっている。 
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AA 航空は、内容を明らかにしていない Worldspan とのオプショナル プログラムに合意し

ているだけで、他の GDS である Sabre, Galileo, Amadeus との契約は、未だ発表していない。 
Sabre のオプショナル プログラムに参加を決定した旅行社は、参加航空会社の公示コンテ

ント、Web コンテントを受け取る事が出来、そして、Sabre 経由で、旅行社と、彼等の法

人顧客が航空会社と取り決めたネゴ運賃或いはプライベート レートへ、アクセスする事が

出来る様になる。 
 

参加航空会社には、Sabre 経由の予約を起こした旅行社に、サーチャージを徴収する事が禁

止される。 過去数ヶ月間に、CO と AA は、GDS チャネル経由の予約に対して、旅行社

に手数料を課す事を検討していた。 
EAS プログラムは、北米とカナダのポイント オブセールに適用される。 
 

Sabre Travel Network の北米部長は、このプログラムは、流通コストを削減させたい航空会

社へ対応し、旅行社や法人顧客や旅行者に、航空会社のフルコンテントに対する選択とア

クセスを提供した、両方にバランスをとった解決案だと語っている。 
彼は、伝統的 GDS のビジネス モデルである、航空会社が GDS ブッキング フィーを支払

い、そして、Sabre が旅行社にインセンティブを支払う方式は、何処も変更されていない、

と語っている。 
 

EAS の具体的内容は、下記の通りである。 
① インセンティブは、参加航空会社の 1 予約当たり 0.80 ㌦に減額される。 
② インセンティブの 低支払い額は、1 予約当たり 0.20 ㌦となる。 
③ つまり、平均 1 ㌦以上のインセンティブを受け取っていた旅行社のインセンティブは、

0.80 ㌦に減少される。 平均 1 ㌦若しくはそれ以下のインセンティブを受け取ってい

た旅行社は、 低でも 0.20 ㌦のインセンティブを受け取る事が出来る。 
④ つまり、0.60㌦を現在受け取っている旅行社の場合は、 低0.20㌦のキャップ付きで、

0.40 ㌦にインセンティブが減少される。 
⑤ このオプショナル プログラムには、参加を希望しない旅行社に、8 月 1 日までのオプ

トアウトの機会を提供する。 Sabre は、7 月 1 日頃に、オプトアウトの具体的方法を、

旅行社に連絡する。 
⑥ EAS に参加希望しない旅行社は、参加航空会社のフルコンテントを受け取れないかも

しれない。 航空会社が、それらの旅行社の予約を受け付ける場合は、その予約には、

別個のブッキング フィーが徴収される事になる。 
■ 
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3. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 

（１）ホテル宿泊税問題の中間発表 
ホテル宿泊税を未納しているとして、大手オンライン旅行社を相手取って18ヶ月前にLAX
市が起こした訴訟は、市やカウンティーによる少なくとも 13 の訴訟と、2 つの消費者の訴

えと、それに追加する、5 つの団体訴訟を目指してコンソリされている、10 幾つかのコン

プレーンに広がりを見せている。 

ホテル宿泊税問題＝オンライン旅行社が、ホテル オキュパンシー税の税率を小売価格

でなくて、仕入れ価格（ネット レート）に適用しているのは、小売とネットの差額分

に対する脱税に当たるとして、各地方の政府がオンライン旅行社を訴えた訴訟。 

 

オンライン旅行社の弁護士 Paul Chronis（McDermott Will & Emery, CHI）は、被告（オンラ

イン旅行社）は、この訴訟で決して不利な立場に立たされていないと語っている。 幾つ

かのケースは、完全に、若しくは、部分的に原告の訴えが却下されている。 そして、幾

つかの裁判所は、原告の訴状論旨を採用しておらず、また、如何なる団体訴訟の編成も許

可していない。 米国 大の観光目的地である LAS 市は、このケースに参加していないし、

HOU 市は、提訴する根拠が必ずしもハッキリしていないとして、今のところは裁判には加

わっていない。（しかし、賛成派が提訴を踏み切るべきだと HOU 市をけしかけている。） 

一方、4 月に Expedia と Orbitz を訴えた、Orange County（Orlando を管轄する）は、裁判所

に対して、ホテル客室の小売価格に課すツーリズム促進税の適法性に関する確認判決を求

めている。  

（decretory judgment＝当事者の権利または法的問題についての裁判所の意見を宣するのみ

で、すべき事を命じない） 
この確認判決で、裁判所が、小売価格への課税の妥当性を宣言すると、オンライン旅行社

にとっては、致命的な影響が出るだろう。 
つまり、この裁判は、今の所、裁判の原告側の市やカウンティーと、一歩も譲らない被告

側のオンライン旅行社達の、一進一退の綱引きが続いている状況に有るようだ。 被告席

に座らされているオンライン旅行社は、この裁判を急がせる必要性を感じておらず、ホテ

ルとの契約書の裁判所提出を遅らせるなどの牛歩戦術を採用している。 連続した裁判の

却下が無い限り、この裁判は長期化するだろう。 事実、唯一裁判のスケジュールが決ま

っている PHL に於ける裁判でさえ、第 1 回目の裁判日は、2008 年の 1 月 7 日に予定され

ている。 現在提訴されているケースは、数百万人の消費者のホテル オンライン予約の極
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一部しかカバーしていない。 従って、仮に原告に有利な判決が出れば、オンライン旅行

社の負担は莫大になると見積もられている。 Expedia 1 社だけで、年間$95m（110 億円）

の追加納税義務が発生すると推定されている。 この分を消費者に転嫁したならば、その

分値上げとなるために、必ずやオンライン旅行社サイトの競争上不利が発生するだろう。 

Expedia は、事態の進展を見極めながら、キャッシュ リザーブを準備すると言っている。 

勿論、その場合は、オンライン旅行社は、行政に tax amnesty を要求するだろう。 

（tax amnesty＝長期にわたって未払いとなっている税金に対し、一定の期間内に特定の延

滞税とあわせて納付すれば、刑事罰には問わないとする税金債権回収の方法の一つ） 
(DTW, 5/30/2006) 
 

Pennsylvania 州裁判所は、5 月 31 日、PHL 市のオンライン旅行社を相手取ったホテル宿泊

税の訴えを却下した。 同裁判所は、却下の理由に「裁判所は、この問題を取り扱うには

適当でない」とし、以下を述べている。  
 原告は、裁判所に、単に、被告が納税義務を負っているかどうかの判断を求めている

に過ぎない。 これは税を管轄する行政の問題だ。 
 被告は、今迄、税徴収の督促もせず、監査も実施していない。 

Illinois 州の Circuit court of Cook County は、Orbitz と Cendant を相手取った、ホテル宿泊税

に関する消費者の団体訴訟コンプレーンで、① Orbitz に対する契約不履行の訴えを却下し、

② Cendant の主張を認めて、原告から Cendant を排除した。 判事は、Cendant の排除の理

由として、「Orbitz は Cendant の子会社であるが、Orbitz とは独立した法人格を有する企業

で、Orbitz に関する裁判は Cendant には及ばない」とした。 しかし同判事は、Orbitz に対

する契約不履行の訴えを却下した理由を述べていない。 裁判の過程で、Orbitz は、原告

は、契約違反がどの契約に基づくのか証明ができていない（契約書を提示していない）と

主張していた。 これで、Cook Countyの訴訟は、Orbitzを相手取った、Illinois Consumer Fraud 
and Deceptive Business Practice Act に違反する「不公正な人を欺く商行為」の訴えの 1 つだ

けとなった。 原告のオンライン旅行社が、これで 2 点得点した様だ。(TDW, 6/5/2006) 
 

（２）ユニグローブ トラベルが、海外旅行社向けアマデウス オプション販売開始 
Uniglobe Travel International と Amadeus は、米国を除くフランチャイズ グループの旅行社

に、エンハンスしたテクノロジーを提供する為の企業間契約を締結したと発表した。 旅

行社に提供される単一プラットフォームには、以下が含まれる。 
・ Amadeus e-Travel Management（Aergo）―― 如何なるインターネット接続の PC から

もアクセスできるオンライン予約ソリューションで、旅行者のトラベル ポリシー遵守

旅行も扱えるシステム。 
・ Amadeus Quality Control ―― 継続して低運賃検索、座席指定、アップグレードをしな

がら、顧客の PNR をモニター出来るシステム。 
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・ Amadeus Selling Platform（Vista） ―― ブラウザー ベースのポイント オブ セル プ
ラットフォーム。 

(DTW, 6/1/2006) 
 

（３）サイドステップ、旅行計画者のデスティネーション選択をガイド 
Viator と提携して、アクティビティー予約を可能にしたばかりの SideStep が、今度は、

Frommer’s の如くのソースから引用してくる、旅行ガイドを提供する。 これで、旅行者

は、旅行のディールを検索しながら、同時に、目的地情報を読む事が可能になった。 

SideStep は、このガイド ― Best Dining, Hotel Bets, The Best Free Things To Do を含む ― 
が、旅行を計画している人達への貴重な情報源となるだろう、と語っている。 また、

SideStep は、その他の機能と合わせて、1 日、2 日、3 日間の旅程用のガイドも提供する。

(Travel Wire, 6/5/2006) 

 

（４）カヤック 柔軟性持たせた検索に改善 
旅行検索エンジンの Kayak が、検索日の前後 3 日間のベスト運賃と旅程を組み合わせた検

索結果を表示する、新しい Flexible Search ツールを発表した。 検索結果は価格順に表示

されるが、ユーザーは、経由回数、航空会社名、空港、出発/到着時間などのクライテリア

によって、フィルタリングする事が可能。(Travel Wire, 6/5/2006) 
 

（５）センダンが、トラベルポート売却を進める 
Cendant は旅行流通事業 Travelport のスピンオフを止めて、事業そのものを売却する方針を

進めている。 同社は、6 月 4 日、売却先探しは順調に進んでいると発表した。 しかし、

同社は、同時に、如何なる潜在的企業とも、買収契約の締結に漕ぎ着ける事が出来るのか

は保証の限りでない、とも発言している。 Cendant は、Realogy Corp.（不動産事業部門）

と Wyndham Worldwide（ホスピタリティー事業部門）をスピンオフさせる計画を勧めてい

る。 そして、Travelport が売却かスピンオフされるとすると、Cendant は、Avis Budget Group, 
Inc.と呼ばれる、その他の事業部門とは独立した上場企業となる。(Travel Wire, 6/5/2006) 
 

（６）ホテルドットコムの 243,000 件の顧客情報が奪われる 
Hotel.com（Expedia の子会社）のクレジット カード番号を含む顧客情報 243,000 件が盗難

されてしまった。 同社の監査を実施している Ernst & Young 監査法人の担当者の車から、

この情報をストアーしてあった PC が、2 月末に、車上荒しに盗まれた。 E&Y は、この

事実を 5 月 2 日になって、Hotels.com に連絡している。 今の所、クレジット カードの被

害は出ていない。 Hotels.com は、Web サイトを使って、顧客にカード請求書のチェック

の励行を要請している。 Hotels.com 以外にも個人情報漏洩の問題が発生している。 1
月には、Marriott Vacation Club International が、250,000 人のタイムシェアー オーナーの
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206,000 人分のデータを格納したコンピューター テープを紛失している。 その他の企業

でも、Lexus Nexus から Ford Motor Company に至るまで、そして教育機関を含めて、同様

のケースが発生している。 Federal Trade Commission は、2003 年の報告書で、10,000 万人

ほどの米国市民が、個人情報漏洩の被害に遭っていると報告している。(DTW, 6/5/2006) 
 

（７）バイエター ＄4m の資金調達 
先月、LAS の LookTours を買収した Viator が、既存の投資家 Carlyle Venture Partners と

Technology Venture Partners から$4m（4.4 億円）の資金を調達した。 この資金は、幾つか

の目的地に於ける Viator のポートフォリオの拡大に使われる。 
Viator は、目的地のツアーのオンライン予約専門企業で、Opodo, Priceline, Fairmont Hotels & 
Resorts や、その他数百の流通業者に、ツアー セクションのエンジンを提供している。(DTW, 
6/5/2006) 
 

（８）ジェニシスがメキシコに進出 
旅行社が自分達で立ち上げた GDS Genesis が、カナダ及び米国展開の後で、メキシコにそ

の勢力を広げている。 この Genesis Mexico は、スペイン語の低運賃検索とホテル予約ソ

リューション FareSpider を含んでいる。 これで、Genesis の北米展開計画は、全て終了す

る事になる。(Travel Distribution Daily Analysis, 6/5/2006) 
 

（９）旅行保険が売れている、特にクルーズ旅行で 
クルーズを中心として、旅行保険が米国で良く売れている。 特に 9/11 の後で、この傾向

が顕著になっている。 米旅行保険協会（USTIA）の調べによると、2005 年のクルーズ旅

客の 70％が保険を購入している。 9/11 の前ではレジャー旅客の 10%しか保険を購入しな

かったが、2004 年には、この数字が 30％に増加している。 旅行社が、クルーズの旅行か

ら、スキューバ ダイビングで耳の障害を受けたと言って、旅行社を訴えるケースなどがあ

るが、この場合、旅行社は、クルーズ予約時に、顧客に保険購入を勧めていなければ困っ

た事になる。 旅行社は、必ず旅行販売時点で顧客に保険購入を勧め、顧客がそれでも購

入しない場合は、購入を勧誘した実績の証拠を残すため、“Waiver”の書類を残しておかな

ければならない。(DTW, 6/5/2006) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）エアーベルリン、第 1 四半期決算 営業欠損 57.8m ﾕｰﾛに拡大 
3 週間前に FRA 証取に上場した Air Berlin（欧州 LCC 第 3 位）の第 1 四半期決算は、次表
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の通り、営業損失▲57.8m ﾕｰﾛ（81 億円）と、前年同期よりも 20m ﾕｰﾛ（28 億円）以上悪

化した。 この欠損額の拡大は、今年はイースター休暇が 4 月にずれ込んだ事と、燃油の

高騰が原因。 それでも Air Berlin は、2004 年と 2005 年の欠損の後で、2006 年には利益

計上が出来るだろうと言っている。（Air Berlin は、2005 年まで燃料ヘッジを行っていなか

った。）(FT.com, 5/31/2006)     （単位：ﾕｰﾛ） 

 2006 1QT Vs. 1QT04 備 考 

収 入 224m +3.7％  

営業利益 ▲57.8m ▲20m 以上悪化  

ネット利益 ▲31m ▲9m 悪化 税の恩典あり 

旅客数 280 万人 +8.5%  

株 価 10.36 
5 月 11 日上場時 

 12 

上場時 17.50 ﾕｰﾛで売れ

ると期待されていた 

 

（２）航空管制料金を巡って、航空会社とビジネス ジェットが反目し合っている 
米国の航空管制料金の徴収方法を巡って、航空会社とビジネス ジェット業界が反目し合っ

ている。 Air Transport Association は、航空会社側は便数ベースで凡そ 2/3 しか占めていな

いにも拘わらず、90%の航空管制料金（96 億㌦≒1 兆 1,000 億円）を支払っていると言っ

ている。 彼等は、ビジネス ジェットは、18%の便数を飛ばしていながら、タッタの 5%
しか管制料金を支払っていないと憤慨している。 National Business Aviation Association は、

使用している航空機は、数人乗りの小型機で、しかも小規模で混雑してない飛行場を多く

使用するのだから、支払う料金は、航空会社に比して安くて当たり前だと主張している。 

現在、航空会社は、FAA のトラスト ファンドに、① 7.5%の航空券税と、② 各飛行区間

の旅客1人当たり3.20㌦のフィーと、③ 出発或いは到着国際線旅客1人当たり14.10㌦と、

④ ガロン当たり 4.3 ㌣の燃料税を支払っている。 それに引き換え、ビジネス ジェット

は、ガロン当たり 21.8 ㌣の燃料税しか納めていない。 例えば、Philadelphia と Buffalo 間

の往復は、航空会社では、全てを含めて 1 便当たり 900 ㌦かかるのに対して、ビジネス ジ
ェットの場合は、22 ㌦しかかからない。 航空会社は、航空運賃に従って算定される航空

券税の代りに、航空管制サービスの利用量に従って料金を支払うユーザー チャージに改め

るべきだと主張している。 米運輸省もこの案を支持している。 勿論 NBAA は、ユーザ

ー チャージ方式では、自分達の支払いが年間およそ+15 億㌦～+20 億㌦も増加してしまう

と、これに猛烈に反対している。 両陣営は、ロビイストを雇い、自分達に有利となる料

金体系を求めて、議会への働きかけを強めている。 NBAA 側にはビジネス ジェットの

常顧客である大手企業の大物達が揃っているので、議会への強力な陳情が展開されるだろ

う。 衛星ナビゲーションによる抜本的な航空管制の近代化の必要性が叫ばれている時に、

料金の負担で米航空業界が揺れている。 なお、この空港管制料金改訂案は、40 万人の個

人パイロットが操縦する小型プロペラ機には適用されない。(wsj.com, 6/1/2006) 
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（３）何故旅客便のパイロットが賃金カットを受けてまで貨物会社に転出するのか 
旅客便を運航する航空会社のパイロット達が、賃金が一時的に少なくなってしまうにも拘

わらず、貨物専門の FedEx や UPS のパイロットに転出している。 Kevin Smith（42）は、

現在の AA に於ける年収 100,000 ㌦が▲26%減少してしまうにも拘わらず、UPS に転職し

た。 彼は、4 年後に AA の年収レベルに戻れると算段しているのだ。 旅客便航空会社

大手 6 社が 2001 年から▲380 億㌦（4 兆 1,800
億円）の損失を計上しているのに対して、FedEx
と UPS の 2 社合計で 220 億㌦（2 兆 4,200 億円）

の利益を計上している。 そして、貨物会社は、

中国への路線網の拡大で、更に利益を伸ばそう

としている。 赤字が連続している旅客企業と

反対に、貨物専門会社は、大きな利益を計上し

ているのだ。 
 

つまり、旅客航空会社のパイロット達の多くが、入社時点の一時期の賃金カットを犠牲に

してでも、将来、より高い給与が貰え、経営が安定していてレイオフが無いと予想される

貨物会社に転職を希望しているのだ。 FedEx は、昨年のパイロット募集 420 人に対して、

14,000 人が応募している、と言っている。 UPS の 233 人の募集に 8,000 人が応募してい

る。 そして、この 2 社は、昨年のパイロット採用の 28%が、大手の米航空会社から転職

して来たパイロット達で占められている事を明らかにしている。 旅客航空会社のパイロ

ットの賃金は、先月の NW の新賃金体系を含めて、パイロット経験 5 年の人で、2000 年比

▲7.5％カットされ、約 81,500 ㌦（8,965,000 円）まで低下している。 も経験を積んだ

シニアー キャプテンの場合では、▲12%カットされ、年収 158,728 ㌦（17,460,000 円）ま

で低下している。 これに反して貨物会社の場合は 5 年経験者で 108,330 ㌦（11,920,000
円）、トップ キャプテンで 194,566 ㌦（21,400,000 円）まで上昇している。 
 

勢いに乗る貨物会社ではあるが、労使間の賃金改定交渉は難航している。 旅客航空会社

の賃金カットの傾向を利用してコストを下げたい会社の思惑と、儲けているのだから、そ

の分給与は楽に上げられる筈だとする組合側の思惑が衝突している。 FedEx では 17 ヶ月

に及ぶ実りの無い労使交渉の後で、8 ヶ月間の連邦政府仲裁委との話し合いが継続してい

る。 UPS（パイロット 2,200 人）では、4 年前から開始されている労使間交渉が妥結を見

ていない。 先月、組合の交渉委員会が会社とまとめた案を組合本部が反対すると言う、

前代未聞の出来事が発生し、労使間の話し合いが振り出しに戻ってしまっている。 労使

間の溝は FedEx で$40m、UPS で$100m に上ると言われている。 貨物会社のパイロット

の平均年収は、UPS で 175,000 ㌦（19,250,000 円）以上（組合は約 168,000 ㌦≒18,480,000
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円と主張）で、FedEx のパイロットは 182,428 ㌦（20,070,000 円）となっている。 FedEx
の給与は、米航空業界 高で、同社は、基本給を平均年 +14%賃上げして、年収 208,000
㌦（22,880,000 円）とする事を組合に提案している。 それでも、労使間の合意は結ばれ

ていない。(wsj.com, 6/2/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）ジェットブルーとエアセルが、無線周波数帯を落札 機内ネット接続準備 
5 月 31 日、米連邦通信委員会（FCC）は、無線周波数帯 2 回線のオークションで、以下の

2 社を落札者に指名した。 
 AirCell Inc.とチームを組んだ AC BidCo 社が、3 メガヘルツの周波数帯を$31.3m（35

億円）で落札した。 この容量は、機内に於けるインターネットサービスの提供を可

能にする十分な容量を持っている。 AirCell は、音声とデータを、飛行中の航空機の

乗客や乗務員に、衛星経由で送受信させる事を可能にする機器を開発している。 

 JetBlue のエンタメ子会社 LiveTV LLC が、1 メガヘルツの周波数帯を、$7m（7.8 億円）

で落札した。 この容量は、操縦室と地上間などのような通信を可能にする事が出来

る。 この周波数は、なにも jetBlue 便だけに限られている訳ではなく、LiveTV は、

全米の他の航空会社にも、このサービスの提供が出来る。 

機内に於けるインターネット サービスは、欧州の商業便では既に利用可能となっているが、

米国内では、未だそうなっていない。 オークションに参加した企業達は、2007 年初めに

は、行政が許可すれば、米国の空でもインターネット接続が開始されるだろうと予想して

いる。 このオークションには、既に 1 メガヘルツの周波数帯を使用している Verizon 
Airfone（Verizon Communications Inc.の子会社）が含まれているが、この会社のライセンス

は、2010 年で失効する。(wsj.com, 6/2/2006) 
 

（５）ジェットブルー、JFK ターミナルのゲートを増加 
jetBlue が、6 月 1 日から、JFK のゲートを +7 ゲート増加して合計 21 ゲートに拡大した。 

この拡大により、jetBlue は、ホームベースの日間 185 便の、よりスムースな運営を可能に

する。 JetBlue は、現在、日間約 125 便を JFK で運航している。 2009 年に完成予定の

ターミナル 5 では、26 ゲートを使用する事になっている。 そして、そこで、日間 250 便

の運営が予定されている。(DTW. 6/2/2006) 
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（６）香港エクスプレス エアウエイズ 香港＝台中間チャーター便運航開始 
Hong Kong Express Airways（HEA）が、香港＝台中（台湾） 間に初めて定期的チャーター

便の運航を開始する。 この定期的チャーター便は、台湾の Mandarin Airways とのコーラ

ボレーションで運航されるもので、HEA が週 4 便（使用機材は Embraer 170 型機、76 席）

と、Mandarin の週 3 便の、合計週 7 便が運航される。 

HEA は、現在、香港と中国本土の杭州、寧波、南京の間に週 6 便運航している。 同社は、

6 月 22 日から、タイの Chiang Mai に乗り入れる。 そして、年内には重慶線を開設する。

（asiatraveltips.com, 6/5/2006） 
 

（７）BAA、フェロヴィアルの買収案に合意 
BAA は、6 月 5 日夜、スペインの Ferrovial が率いるコンソー

シアムの約 101.1 億ﾎﾟﾝﾄ （゙2 兆 250 億円）の買収提案に合意し

た。 買収価格は BAA 1 株を 950p（935p +15.25p=BAA 終

配当分）と見積もっている。 Ferrovial は、火曜日に、BAA
株を略 14%（150 百万株）取得して、ライバルの Goldman Sachs
が率いるコンソーシアムの対抗ビッドの機先を制した。 
 

 Goldman Sachs は、955.25p（ビッド開始前 30 日

間平均株価の +49%高）を提示している。 
BAA の Ferrovial 選択理由の一つは、既存株主に

対して、新設される vehicle である Altitude Assets
（新しく設立されるBAAホールディグ企業の5%
～10%の株式を保有する）の株式購入のチャンス

が与えられている点にあると見られている。 

Goldman Sachs のコンソーシアムは、株主に対し

て、間もなく正式なオファーを提出するので、

Ferrovial のオファーには乗るなと言っている。 

Goldman Sachs のコンソーシアムは、6 月 16 日ま

での確定ビッドのオファーの権利を有している。 

BAA は、Goldman Sachs より正式なオファーがあれば、それを考慮すると言っている。 

Ferrovial のコンソーシアムには、豪州の Macquarie Bank, カナダの Caisse de Depot & 
Placement du Quebec of Canada,  シンガポールの GIC Special Investment Pte.が参加している。  
Ferrovial は、BAA の野心的な 95 億ﾎﾟﾝﾄﾞに上るロンドン 3 空港（LHR/GTW/Stansted）の今

後 10 年間の拡張計画を継承して維持すると言っている。(FT.com, 6/2-6/2006、wsj.com, 
6/6/2006) 
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 下表は、BAA が保有する空港資産の一覧表である。 

 

 下表は、スペインなどが保有している英国空港資産の一覧表である。 

空 港 保有している外国投資家 

Luton Abertis（ス） 

Belfast International Abertis（ス） 

Cardif Abertis（ス） 

Birmingham 豪とアイルランドのオーナシップ 

Glasgow Prestwick NZ ファンド Infrati 

Bristol Macquarie（豪） 

Belfast City Macquarie（豪） 
Abertis は、スペインのインフラ グループで、Ferrovial のライバル企業。 

Abertis が率いるコンソーシアムには、Aena（ス国営空港グループ）が参加している。 

Aena は、昨年 1 月に英国のリジョナル空港オペレーターTBI を買収している。 

 

Ferrovial は、BAA 株を 28.7％取得した。 6 月 8 日、Goldman Sachs は、BAA 買収競争か

ら撤退すると発表した。(FT.com, 6/8/2006) 

 
（８）キャセー航空、香港ドラゴンエアー買収へ 
CX 航空が、香港の Dragonair を買収する。 買収金額は、H$8.22bn（1,230 億円）で、こ

の内 H$820m（123 億円）が現金、残りは CX 新株でもって支払われる。 そして Air China
は新たに CX 株を 17.5%、CX は Air China 株を 20%まで増加させて、相互株式保有を実現

する。 この買収により、①CX、②Swire Pacific、③中国コングロマリット企業の CITIC 
Pacific、④Air China の親会社 CNAC、⑤Air China の子会社 CNAH（香港証取上場）間の複

雑な相互株式保有の状況が整理される模様。 そして、CX の長年の夢であった、急成長

を遂げている中国への航空路線網の展開が、これでヤット促進されるだろう。 Fitch Rating
香港のアナリスト Michael Wu は、「CX にとって、歴史的な出来事になるだろう」、「多分、
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CX の今後 5 年～10 年間の も重要な経営計画となるだろう」、と語っている。 CX と

Air China の株式相互保有の促進は、両社間のより密接な関係を築き、Air China の国際競争

力の強化に繋がるだろう。 
 

Dragonair の中国内 23 地点に展

開している路線網と、CX の長距

離便との接続と、Air China との

提携（tie）のより、このディー

ルは、国際航空の世界で新しい

パワーハウスとしての CX を作

り上げるだろう。 ＣＸは、名

実共に、香港のデファクト フラ

ッグ キャリアとなる。 

投資銀行 CLSA の Asia-Pacific 
Markets ア ナ リ ス ト Kevin 
O’Corner は、「意味ある中国市場

へのアクセスが得られるのであ

れば、H$8bn の投資は価値があ

るだろう」、「しかし、細部で厄

介な事が起これば、中国に於け

る自由なDragonairの展開に突如

待ったがかかる可能性が無きに

しも非ず」、と語っている。 
 

株式所有の変化は、次表の通りである。(FT.com, 6/5/2006, wsj.com, 6/6&9/2006) 

株式保有企業 CX Dragon 

Cathay N.A. 17.8% → 100% 

Swire Pacific 46.3%→ 40% 7.7% → 0% 

CITIC (Pacific) 25.4% → 17.5% 28.5% → 0% 

CNAC/CNAH 0%  → 7.34% 43.3% →   0% 

 

（９）シンガポール航空、B777-300 型機をセル＆リースバック 
SQ 航空が、B777-300 型機（1 機）をセル＆リースバック（7.5 年間のオペリス方式）する。 

詳しい内容は発表されていない。 SQ は、この 10 年間に、中長距離機材を中心に 60 機

～80 機の新機材を調達する。 
SQ が発注した、スーパー ジャンボ A380 型機の初号機が、11 月にデリバリーされること
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となった。 SQ は、合計 10 機の A380 型機をオーダーしている。 これらの機材は、2008
年末までにデリバリーされる予定である。(channelnewsasia.com, 6/5-6/2006) 
 

（10）メサ航空、ハワイ離島間路線で運賃戦争をしかける 
Mesa Air Group が新たに設立したハワイ離島間キャリア Go が、既存キャリアの Hawaiian 
Airlines, Aloha Airlines, Island Air に運賃戦争を仕掛けている。 150 ㌦～200 ㌦していた 20
分～30 分のフライトの往復運賃が、59 ㌦～78 ㌦まで値下がりしている。 Go は、片道 39
㌦が看板運賃だと語っている。 このハワイ離島間運賃戦争は、燃油高騰に対応して、運

賃値上げを実施している 中の大手キャリアや LCC とは、際立った違いを見せている。 

ハワイ離島間のトラフィックは、1,000 万人を超えた 2000 年を 後に減少し始めて、現在

では、790 万人まで低下している。 低下の主な原因は、離島への米本土や日本からの直

行便が増便された為だと言われている。 Go は、低運賃の導入により、この需要が回復さ

れると期待している。 Go は、50 座席のリジョナル ジェット機（リース 6 機）でもって、

HNL から Lihe/Kahului/Kona に毎日 32 便を、今週の金曜日（6 月 9 日）から運航開始する。 

そして、月末までには Hilo 線を開設し、毎日 62 便運航とする予定。 Go は、ハワイ離島

間路線は、そもそも運賃が高すぎたのだと主張している。 タッタ 20 分の路線の運賃が往

復 200 ㌦もするのであれば、需要は低下してしまう、と言っている。 米運輸省データに

よると、1995 年以来、米国国内線の運賃値上げトップ 85 路線で、運賃は、平均 +15%値

上げされている。 その内のトップ 5 路線に、ハワイ路線が 3 路線も含まれている。 HNL
が +47%、Kona が +87%、そして Lihe が倍以上値上げされている。 Hawaiian の CEO Mark 
Dunkerley は、「ハワイ離島路線は既に供給過剰となっている」、「1 社が参入すれば、4 社の

内 1 社は淘汰されるだろう」と語っている。 現在の供給シェアーは、Hawaiian と Aloha
が各約 40%で、Island Air 10%、Go 約 8%が、それに続いている。(wsj.com, 6/5/2006) 
 

（11）長距離便の運航ルールが改訂、ボーイングの長距離機開発に弾み 
10 年間に及ぶ長い論争の後で、欧米間の航空行政担当者達は、ツイン エンジン機の運航

規則を緩和する事に合意した。 米欧政府の承認を得て、早ければ今秋にもこの新規則が

発効する。  
今までは、ツイン エンジン機は、航行中何時でも、3 時間 30 分以内に緊急着陸出来るル

ート上の飛行を義務づけけられていた。  新しい規則は、これを撤廃し、3 発エンジン

機／4 発エンジン機を含めた全機種に適用となる、5 時間 30 分以内の緊急着陸可能ルート

の使用に改める。 また、新規則は、3 発／4 発エンジン機（特に古いモデルの航空機）に

対して、新型のツイン エンジン機並のスタンダードとする為の追加的な措置（例えばディ

スパッチャーや整備員の訓練など）を下す事を要求している。 新規則の導入で、大手の

長距離線運航企業は、エクストラ燃料の搭載を凡そ▲5%減少する事が出来ると期待してい

る。 一方、古い航空機を保有する企業は、応諾コストの増加（extra compliance cost）に
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直面する事になる。 
ツイン エンジン B777 型機のエンジン信頼性が、思った以上の成績を発揮できた事が、こ

の規則改訂の実現化に貢献している。 ボーイング社に寄れば、B777 型機のエンジン障害

は、昨年洋上飛行した 148,000 便の内で、タッタの 6 便（ターンバック若しくは他空港ダ

イバート）しか発生していない。 航行中のエンジン停止は、百万時間に 4 回しか発生し

ていない。  

ツイン エンジン機の運航規則改訂は、長い間、ボーイング（2 発の B777 型機と B787 型

機を開発）とエアバス（4 発の A340 型機と A380 型機を開発）間の大きな論争の種となっ

ていた。  ボーイングは、ツイン エンジン機路線の増加（一部では既に 16 時間ノンス

トップ便まで運航されている）とその運航実績が、規則の緩和をジャスティファイしてい

ると主張して来た。 新規則の導入は、ツイン エンジン機の開発に弾みをつけることにな

るだろう。(wsj.com, 6/5/2006) 
 

（12）米国空会社、燃料高騰下の中で収支回復させ始める 
燃料高騰が継続しているにもかかわらず、5 年連続の損失計上後で、米航空会社が徐々に

息を吹き返し始めている。 彼等は、切った張ったのシェアー拡大競争から、採算性重視

の運営に、路線運営方針を切り替えている。 
AA, CO, DL, NW, UA, US の 6 社は、不採算便をカットして、フリート規模を減少させてい

る。 2000 年に 6 社合計で 3,469 機保有していた航空機を、2005 年には 2,747 機まで、▲

20%減少させている。 AA は、 近、MD-80 型機（27 機）をオングラ（on the ground）
させた。 そして、夏場の国内線供給の拡大を断念した。  

夏場の増収が、その他のピーク時以外の運航コス

トをカバーできず、採算性を悪化させている、と

言うのがこの決定理由だ。 DL と NW は、

Chapter-11 の保護下で、リース機を貸し手に返却

している。 

強い米経済のお陰で、航空需要は堅調に増加して

いる。 2004 年の L/F75.5%は、2005 年に 77.6%
に上昇し、2006 年夏期には 85%の過去 高レベル

に到達するだろう。（ATA 推定） 米国内線供給

は、1 月～2 月の間で▲2.8%減少している。 需

給の改善で、国内線運賃は上昇し始めている。 

四半期ごとの運賃レベルを調査している Air 
Travel Price Index が、昨年の第 4 四半期で、前年

同期比 +9.1%上昇している。（前年同期の ATPI
は 5 年間で 低値） 
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米統計局は、 近の ATPI は、9/11 以前以来、 高の

レベルを付けていると言っている。   LCC の

Southwest でさえ、 近、自ら課していた 高運賃キ

ャップ（片道 高 299 ㌦）を破っている。 

DL は、先週、過去 5 年間で、初めての月次の営業利

益を計上した、と発表した。 米航空業界は、2001
年以来▲400 億㌦（4 兆 4,000 億円）の損失計上と、▲

165,000 人のレイオフを実施して来た。 そして、今

年 2006 年には、損失が 20 億㌦（2,200 億円）弱縮ま

ると期待されている。 

しかし、米航空業界の回復が、継続するのかどうかは

判らない。 全ては燃料価格次第で左右されてしまう。 

ある航空会社幹部は、2006 年がピークで、航空のサイ

クリックな景気循環は、ソロソロ下降局面に入るのか

もしれない、と不吉な予想をしている。 依然として、

航空会社が多過ぎて、供給過剰が継続している、とこ

の幹部は嘆いている。(wsj.com, 6/5/2006) 
 

（13）燃油費が +210 億㌦増加し、世界の航空会社を 6 年連続の赤字にするだろう 
燃油費が+210 億㌦（2 兆 3,200 億円）上昇し、世界の航空会社を 6 年連続の赤字計上に追

いやるだろう、と世界 136 カ国およそ 260 航空会社の会員を保有する IATA の事務総長

Giovanni Bisignani が、PAR で開催された同協会の年次総会（6/12-13）の場で述べている。 

IATA は、今年の業界の営業利益は、昨年の 43 億㌦（4,730 億円）から 70 億㌦（7,700 億円）

に増益すると予想している。 しかし、ネット利益は、▲30 億㌦≒3,300 億円（2005 年は

▲32 億㌦）になると予想している。（この収支見通しは、3 月時点で予測した▲22 億㌦よ

りも悪化している。） 殆どの赤字は、米国企業の赤字（▲52 億㌦≒5,720 億円）によるも

のである。 その他の地域は、欧州+13 億㌦（1,430 億円）、アジア+17 億㌦（1,870 億円）

で、両地域とも利益を計上すると予測している。 IATA は、燃油費の合計は、バレル平均

66 ㌦（前年比 +23%）と見積もって、総額 1,120 億㌦（12 兆 3,200 億円）に達し、総営業

費用の 26％を構成するだろう、と言っている。 そして、2007 年には、業界は、少しばか

りの利益を計上できるかもしれない、と言っている。 世界の航空会社は、この 10 年で、

燃料消費効率を +21%向上させ、人的生産性を +54%向上させ、そして流通ユニットコス

トを▲58%減少させた。 燃油以外のユニットコストを、▲10%削減する事に成功してい

る、と IATA は言っている。 収入は、順調な世界経済の発展と 9/11 後の需要回復の影響

もあり、長期的な業界の平均的伸び率を上回って、過去 3 年間年率 +10%で増加している。 
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しかし、景気後退局面となれば、増収の期待は即吹き飛んでしまう、と IATA は警鐘を鳴

らしている。 Bisignani は、世界の航空会社に、今までのシェアー拡大戦略から転換して、

採算性重視の経営を行う様訴えている。 また、彼は、アフリカの航空機の安全性改善を

強く求めている。 彼は、世界の航空機の安全性が、事故率が 130 万便に 1 便と過去 低

の実績を達成したにもかかわらず、この地域の航空機事故が、輸送量では 4%しか占めて

いないのにも拘わらず、全世界の 25 %を構成していると述べている。(FT.com, 6/5/2006) 
 

（14）IATA 事務総長、e-ティケッティングの採用拡大を訴える（IATA 年次総会） 
IATA 年次総会（於いて PAR、6/5-6）の場で、事務総長の Giovanni Bisignani が、e-ティケ

ッティングの採用拡大を訴えている。 彼は、339 社の BSP 利用航空会社の約半分が、未

だに 1 枚の e-ティケットも発行していない憤慨している。 IATA は、2007 年の 12 月 31
日までの紙の航空券全廃を計画している。 しかし、161 社（BSP 清算額で 90.5%を占め

る）が既に e-ティケットの使用を開始し、期限までには完全 e-化を実現出来る模様だ。 

IATA は、紙の航空券には 1 枚当たり 10 ㌦のコストがかかるのに対して、e-ティケットは 1
㌦で済むといっている。 そして、紙の航空券の全廃は、業界に▲30 億㌦（3,300 億円）

のコスト削減効果をもたらすと言っている。 IATA は、頑として期日までの達成を完遂す

ると言っているが、幾つかの航空会社では IT リソースが不足していたり、ロシアでは税金

徴収法の変更が不可欠となっていたりして、一部の地域の期限までの目標達成を難しくし

ている。(DTW, 6/7/2006) 
 

（15）ユーエス航空 CEO、業界のコンソリが必要と訴える 

5 月 25 日に開催された WAS の米商工会議所に於ける『米国航空業界の危機（America’s 
Aviation Crisis）』と題する講演で、US 航空の CEO Doug Parker は、「行政当局は、もっと航

空会社間のコンソリを認めるべきだ」、と発言した。 US 航空は、昨年 9 月に America West
と旧 US が合併して、順調な業績回復軌道を歩んでいる。 第 1 四半期決算では、+$65m
（72 億円）の利益を計上している。（第 1 四半期で利益計上した米大手航空会社は、

Southwest と US の 2 社のみ。） 

Parker の後に演壇に立った、元 AA 航空の CEO Bob Crandall は、Chapter-11 の庇護が、脆

弱な米航空会社を生き返らせ、航空業界全体を弱体化させていると発言した。 そして、

Chapter-11 の改訂が必要だと訴えた。 Crandall は、現在、オンディマンドのエアー タク

シー会社 Pogo の会長兼 CEO で、2009 年の第 1 四半期に、新事業の立ち上げを計画してい

る。 Pogo は、エアー タクシー事業に適した、数人乗りの超軽量小型ジェット機“microjets”
を探している。(DTW, 6/5/2006)  

関連記事：情報 218「小型軽量ジェット機（VLJ）が、空の新時代をつくるか」参照。 
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（16）ボーイングと FedEx が、MD-10 型貨物専用機で、RFID 付き部品のテストを開始 
ボーイングと FedEx が共同で、FedEx の MD-10 型貨物専用機を使用して、RFID 付き航空

部品の実機装着試験を開始した。 使用される RFID は、40 個のバッテリー内在型で、マ

イクロチップと915MHZで動くトランスミッターを備えるアクティブなタッグ。 これは、

パッシブ タッグの 10 フィート（3 メートル）のリードレンジに比して、300 フィート（90
メートル）までリードレンジを拡大できる。 これに加えて、10 個の、8 キロバイトの

read/write メモリー可能のタッグがテストされる。 タッグは、フライトデッキ・アビオニ

ックス コンパートメント・貨物室・車輪格納庫など航空機の全てのゾーンに設置される。 

FedEx の整備員は、携帯のデータ端末でもって、RFID データを読んだり書き込んだりする

事が出来る他、Memphis の整備基地にデータを転送する事が可能。 FedEx は、RFID の使

用により、部品管理のビジビリティーが飛躍的に向上すると同時に、安全性の向上と在庫

管理のコスト削減が実現できると言っている。(asiatraveltips.com, 6/6/2006) 
 

（17）航空各社の燃料節減策 
Southwest 航空は、昨年、燃料ヘッジで、旅客 1 人当たり▲11.48 ㌦を節約した。 この天

の恵み（ヘッジ）が無ければ、この会社は、昨年の平均収受運賃 94 ㌦（片道運賃）を値上

げしなければならなかっただろう。 
米国の消費者が、ガソリンをガブ飲みする SUV を依然として乗り回しているのとは違って、

航空会社は、燃料節減に必死になっている。 多分、旅客は、搭載されている雑誌の数が

少なくなり、飛行速度が減速されている事に、既に気が付いているに違いない。 タクシ

ングをエンジン 1 機の自走に変更し、機体の小さな凹みを叩き直して空気抵抗の改善を試

みている。 ジェット燃料コストは、今や労務費より大きなコスト項目となっているのだ。 

数年前には、原油がバレル 60 ㌦になったら、航空会社は生き残れないと言われていたが、

現在は 70 ㌦まで値上がりしているにもかかわらず、彼等は立派に生き残っている。 労務

費を中心とするコストを大幅に削減し、燃料消費の悪い航空機の退役を促進させ、日々の

運航の燃料節減の必死の努力と、運賃の値上げでもって、何とか生き延びているのだ。 政

府の統計によれば、米国のマイカーの平均ガソリ消費量は、1982 年から約 25mpg
（miles-per-gallon）で余り変わっていない。 それに引き換え、航空会社の燃料消費量 mpg
（ガロン÷有償旅客マイル当たり）は、1980年代の初めに比べて83%も改善している。（ATA
調べ） UA は、幾つかの便で、燃料を節減するために、クルーズ スピードを下げている。 

幾つかの航空会社は、主にフロリダ発着の路線で、ライフベストを余計に搭載し、洋上飛

行を可能にして、（直行ルートをより選択できる）燃料節減に努力している。 CO は、各

便の運航実績データを持ち寄って、燃料改善の余地が無いか ― エンジンのパーフォー

マンスは正常か？ フラップは指示通りに動いているか？ 正常に位置にキチンと収まって

いるか？ 機体のデントは修繕されているか？ ― 等をチェックしている。 FAA は、

今まで垂直間隔 2,000 フィートを要求していた航空機のセパレ―ションを、半分の 1,000
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フィートに減少させ、 適運航高度の運航チャンスを飛躍的に増大させている。 Alaska
航空は、各便から雑誌の搭載を▲5 冊減少させ、年間▲10,000 ㌦の燃料代を節約している。 

また同社は、使われない座席の背面に装着してあった電話を取り外し、水の搭載量を減ら

している。 jetBlue と AA 航空は、パイロットのフライトバッグをラップトップの PC に

変更する。 重い紙のマニュアルを e-化して、重量を少しでも軽減し様としている。 燃

料ヘッジに成功した、Southwest でさえも、B737 型機全機にウイングレットを装着し、燃

費性能を約+3%改善させている。 

これらの努力の甲斐あって、昨年の米国内路線の燃料消費量は、1999 年比で▲4%低下し

て、138 億ガロンの消費に止まった。 この間に旅客数は +4%増加している。(wsj.com, 
6/6/2006) 
 

（18）ライアン航空が、+9.5%増益達成 
欧州 LCC 大手 Ryanair が、2005 年度決算で、前年比+9.5%の増益を達成した。 そして、

2012 年までに、旅客数と利益を現在のレベルの倍に拡大すると言っている。 旅客数で、

AF/KL、BA、LH の伝統的航空会社を上回る、欧州 大の短距離航空会社に成長するだろ

う。（FT.com, 6/6/2006） 
 

 Apr05-Mar06 前年比 備 考 

収  入 1,693m ﾕｰﾛ +28% 旅客数 3,500 万人（+26%） 

ネット利益 306.7m ﾕｰﾛ +9.5% 利益率 18%（WN +7%, BA +6%.easyJet +3%）

2006 年度計画 

+5%～+10%の増益を計画、旅客数+20%→4,200 万人を輸送する。 
基地を現在の 16 から 2 以上増加させる。 
燃油ヘッジ：6 月～10 月、消費量の 90%をバレル 70 ㌦でヘッジ 
機内携帯電話サービスを 2007 年から開始する。 
機内賭博 ryanair.com 経由のインターネット賭博を、今後開始する。 

パイロット 
2006 年度の必要増加数 320 人の内、既に 291 人をリクルートしている。

総パイロット数は、1,096 人から 1,416 人に増加している。 
Ryanair では、パイロット不足は問題となっていない。 

 

（19）サウスウエストの 悪なフィリーボーディング 
Southwest 航空は、座席指定をしていない。 チェックインの早いもの順に、旅客を搭乗さ

せて、彼等に勝手に座席を選ばせる方法を採用している。 同社は、便出発前 24 時間前か

らオンライン チェックイン出来るサービスを提供している。 これに目つけたオンライン

サイトがある。 これ等のサイト（10 サイトほど有るらしい）は、旅客に代わって、便出

発 24 時間前にオンライン チェックインして、 も搭乗の順番が早くなる「A パス」を PC
で発行するサービスを提供する。 これが、旅客の間で人気を集めている。 
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「A パス」は、各便あたり約 45 枚が用意されている。 この 45 人は、イの一番に搭乗で

きる権利を有しているのだ。（つまり良い座席を確保できる） この代行サービスは、旅客

から 5.95 ㌦の料金を取っている。（一部サイトは無料） Southwest には、多くの旅客から、

このサービスの中止を訴える苦情が殺到している。 Southwest は、一つ一つサイトを訪れ

てサービス中止を要請しているが、全てのサイトに言う事を聞いて貰えていない。 

Southwest は、差別的なサービスを実施しているとして、サービスを継続しているサイトを、

DAL の地方裁判所に訴えている。 何故座席指定サービスを実施しないのか？の問いに、

Southwest は、予約システムの改修に後 2 年が必要だと言っている。(wsj.com, 6/7/2006) 
 

（20）コンチネンタル航空が、ボーイング機 34 機発注 
CO 航空が、依然として赤字を計上している 中に、ボーイング機 34 機（カタログ価格総

額 35 億㌦≒3,850 億円）を発注した。 内訳は、B787 型機×10 機、B737 型機×24 機。 CO
は、この発注で、年率+5%～+7%の供給拡大戦略を遂行する。 CO 航空の積極的な供給拡

大戦略は、他の米メジャーと際立った違いを見せている。 大手の AA 航空は、既存の

フリートで利益を出す事を 優先にしている。 その為に、2013 年まで新機材の導入計画

を保有していない。 CO が、今年の米国内線の供給を +4%拡大するのに対して、AA は

▲4%削減する。 CO は、国際便に接続する国内フィーダー便運営が必要だと言っている。 

CO は、供給拡大で、AA よりも 3 年間も有利な立場にたつチャンスを確保した。(wsj.com, 
6/7/2006) 

 

（21）ノースウエスト航空の客乗組合員、労使暫定合意案を批准せずスト突入の恐れ 
NW の客室乗務員 8,700 名（Professional Flight Attendants Association 組合）は、6 月 6 日、

先に労使間で暫定合意した年間▲195m（215 億円）の労務費削減案の批准を、80%の反対

投票でもって拒否した。 組合員は、労使間の暫定合意が結ばれた 3 月以降、2 ヶ月間で、

業界の収支は改善していると主張し、賃金カット幅の縮小を要求している。 3 月の暫定

合意案は、▲21%に上る賃金カットを組合員に要求しており、シニアーの乗務員のケース

では、現行の年収 47,500 ㌦（523 万円）が 40,800 ㌦（449 万円）にカットされた上に、よ

り長い乗務を強いられる事になる。 客室乗務員の合意は、IAM を除いて全て合意に達し

ているその他の合意とパッケージにされている。 従って、今回の客室乗務員達の批准拒

否は、早ければ来年の 1 月と言われている NW の Chapter-11 離脱計画を、遅らせる事にな

るだろう。 NW は、破産裁判所に、客室乗務員組合との協定の、会社一方的破棄の承認

の要請をした。 NW は、協定を破棄して、より条件の厳しい協定（退職手当の廃止、レ

イオフの増加、国際線乗務員の30%の外人客室乗務員乗務）を導入する事を計画している。 

裁判所がこれを認めれば、客室乗務員組合はストに突入すると言っている。 NW は、年

間 25 億㌦（2,750 億円）のコスト（この内、労務費が 14 億㌦を占める）を削減して、早期

の Chapter-11 離脱を計画している。(wsj.com/nytimes.com, 6/7/2006) 
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 水 運  
 

（１）スタークルーズが、ノールウエイジャン クラウン丸を売却 
Star Cruises（シンガポール）が、34,000 ㌧の Norwegian Crown 丸を$110m（121 億円）で売

却し、1 日当たり 30,000 ㌦～46,000 ㌦で、14 ヶ月間チャーター バックする。 このクル

ーズ船の購入者は、Fred Cruise Lines（ノールエー、オスロ上場企業）。 売却により得ら

れる資金は、既存フリートのモトゲージの支払いに充当される。 

Star Cruises は、シンガポールに本社を置く、世界第 3 位のクルーズ船会社で、傘下に

Norwegian Cruise Lines (NCL), NCL America（ハワイ）、Orient Lines（欧州）、Cruise Ferries
（香港）の子会社を保有する。 現在保有するクルーズ船は合計 22 隻。 
 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ユーロトンネル劣後債権者団、会社とアドホック債権者グループの合意案に反対 
債務 61.8 億㌦（1 兆 3,600 億円）を保有する、倒産寸前の Eurotunnel の劣後債権者団

（infra-junior debtors）は、先に、会社と Ad Hoc Creditors Group との間で合意された債務リ

ストラ案に反対する旨の書簡を、Eurotunnel に出した事を発表した。 この案では、劣後

債権者団は、19 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（3,800 億円）の債権を保有していながら、タッタの 150m ﾎﾟﾝﾄﾞ

（300 億円）しか保証されない。 この書簡は、会長の Jacques Gounon の会長としての適

格性についても触れている。 Eurotunnel は、来年 1 月には、キャッシュ クランチの状況

に追い込まれる。(FT.com, 6/4/2006) 
 

（２）韓国と北朝鮮間の国境通過鉄道の試験走行が遅れている 
韓国は、6 月 4 日、国境通過列車の試験走行の復活を、北朝鮮側に強く求めた。 韓国は、

韓国 Jeju 島で開催された 45 分間の両国間会議の場で、北朝鮮の、先月の、一方的な試験

走行の突然の中止を非難している。 この試験走行は、半世紀途絶えていた、両国間の鉄

道連絡を復活させる筈だった。(wsj.com, 6/5/2006) 
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 ホテル＆リゾート  
 

（１）ワールドカップで 独ホテル業界が大弱り？ 
300 万人がサッカー ワールドカップに押しけると期待されているにも拘わらず、FIFA は、

ブロック予約した 100 万室ナイトを売り切れる事に失敗し、5 月初めに、そのブロックを

ホテルに返却した。 国際的ホテル チェーンが、ドイツで、売れ残りの在庫を抱えて困っ

ている。 しかし、独のホテル業界が困っているのは、これだけではない。 彼等は、ワ

ールドカップで増加した客室を、世界大会開催後にどうやって売り捌くのかという、大き

な問題を抱えている。 SYD や ATH の、オリンピック終了後のオキュパンシー激減の前

例を見ているにも拘わらず、同じ過ちが繰り返されている。 （一説によると、ワールド

カップ観戦者は、木賃宿に宿泊して、ブランドホテルには宿泊していないと言う。 そし

て、本来のホテル宿泊客が、ワールドカップの喧騒を嫌って、試合開催地への旅行を回避

しているらしい。 これが本当だとすると、ホテルは、全く泣きっ面に蜂だ。）(FT.com, 
6/1/2006) 

 

（２）ホテルで、ジム用具の導入競争が始まっている 
ホテルの客室に、トレッドミル（運動用の無端ベルト装置）などの体操用のジム用具を設

置するホテルが増えている。 18 ヶ月前ぐらいから、Westin, Marriott, Hilton で、インルー

ムのエクササイズ プログラムの提供競争が開始されている。 これらの 3 ホテル チェー

ンは、体操用のマット、エキスパンダー、ヨガ ボール、鉄亜鈴、インストラクション ビ
デオを揃えたトレーニング キットを提供している。 Marriott や Hilton はフロントで器具

の貸し出しを行っているが、Starwood ブランドの Westin では、一歩先を行って、その幾つ

かのホテルで、インルームにトレッドミルと自転車ペダル漕ぎを設置している。 そして、

その客室を他より一晩 20 ㌦高くして販売している。 多くのゲストは、大抵が決まった時

間、朝 6 時から 7 時にかけてフィットネス センターに来るので、どうしてもジム用具が足

りなくなってしまう、と Westin は言っている。 Times Square のホテルでは、350 ｽｸｴｱｰﾌｨ

ｰﾄの WestinWorkout 室を 2 室用意している。 そしてこれを、夏までに 14 室に拡大する。 

2 つのベッドを 1 つのキングベッドに交換し、ジム用具の設置場所を捻出している。 ジ

ム用具は決して安くない。 自転車ペダル漕ぎで 2,000 ㌦から 4,000 ㌦する。 トレッドミ

ルは、高い物では 10,000 ㌦もする。 Starwood が成功すれば、その他のホテルもフォロー

するだろう。 過去にも、コーヒーメーカー、新聞サービス、バスローブ、で皆が横並び

したように。(DTW, 6/2/2006) 
 

（３）ホテル インジゴ、今年 6 ホテルを開業、そして更に 20 ホテルを追加 
InterContinental Hotels Group の新しいブランドである Hotel Indigo が、今年米加に於いて、
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新たに 6 軒を開業する。 IHG が、2004 年に立ち上げたライフスタイル ブランド ブティ

ーク コンセプトのホテル Indigo は、現在 3 軒のホテルが、ATL, CHI, Chicago-Palatine で開

業している。 そして、更に 20 軒の建設し、2007 年に 21,000 室の Hotel Indigo ブランド

を北米に展開する事が計画されている。 IHG は、このコンセプトのホテルを業界で 初

に導入した、と言っている。(DTW, 6/6/2006 
 

（４）ホテル業界、2006 年度も順風満帆好景気 
米ホテル業界が、２年連続で、空前の有卦に入っている。 昨年に、記録的な好決算（収

入 1,227 億㌦≒13 兆 5,000 億円、利益 226 億㌦≒2 兆 4,900 億円）を達成し、今年、更に増

益 す る 見 通 し 。（ Smith Travel Research ）  NYC の コ ン サ ル タ ン ト 企 業 の

PricewatrehouseCooper は、今年の ADR（average daily rate）が、史上 高の前年比+5.78 ㌦

上昇し、96.69 ㌦になるだろうと予測している。 4 月では、全米のトップ 25 ホテルの

RevPAR（revenue per available room）が、+11%も上昇している。 そして、この空前のボ

ームは、今後２年間は継続すると予想されている。 それにも拘らず、ホテルの供給は拡

大されていない。 Smith Travel Research は、今年のホテル客室の増加を、+75,000 室と見

積もっている。 この数は、2,000 年の増加 +132,000 室の 43%にしか達していない。 ホ

テルは、この環境を利用して、容易にルームレートを値上げしているのだ。 
 

Marriott, Hilton, Starwood のホテル チェーンの株価は一般的に強気な動きを示している。 

これ等のジャイアンツ達は、ホテル資産をプライベート・エクイティー・ファンドと不動

産投資信託に売却し、ホテル マネジメントとフランチャイズ手数料収入を稼ぐビジネスモ

デルに、オーナシップ経営から転換している。 この転換が、現在のホテル ブームのサイ

クルに乗って成功を収めている。 Goldman Sachs のアナリストは、“供給不足と高需要”

なので、ホテル株の「買い」を投資家達にリコメンドしている。 懸念材料としては、テ

ロ、労使関係、燃料コストの 3 つが挙げられている。 特に、ホテル業界の労使関係は緊

張し始めている。 ホテル従業員の労働協約の失効が、全米の各地で連続して発生する。 

今月末には NYC, HNL、8 月には CHI、11 月には LAX, BOS で契約失効が発生する。 SFO
では、過去 2 年間、労使間で契約改定交渉が継続されている。 そして、その間に、スト、

ロックアウト、ボイコットが散発的に発生している。 組合は、従業員達も、このブーム

の恩恵を当然受ける権利を有している、と言っている。(wsj.com, 6/5/2006) 
 
 

以下に、6 月 9 日時点の Marriott, Hilton, Starwood の株価（過去１年間チャート）を、その

順番で表示する。 
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（５）インターコンチの積極的中国展開、2008 年までに 75 新ホテルを開業させる 
世界 大のホテル グループの InterContinental Hotels Group が、積極的な中国展開を実施し
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ている。 現在中国に展開している 51 ホテルに加えて、75 の新ホテルを 2008 年迄に開業

する。 CEO Andrew Cosslett は、1950 年代の初めから 1960 年代にかけて、元アイゼンハ

ウアー大統領が実施した、米中西部のフリーウエー建設と、現在の中国の状況が酷似して

いると語っている。 中国は、今後 15 年間に 85,000km の道路を建設し、全ての面でボト

ルネックとなっている、中国沿岸地域と大陸内陸部の交通路の整備を行う。 Cosslett が、

ワザワザこの話を持ち出しているのは、タッタの 4 軒の Holiday Inn チェーンが開業後 8 年

〜10 年で、1,300 軒以上に成長出来たのは、アイゼンワウアーの道路建設のお陰だからな

のだ。 つまり、中国でも、道路建設と相俟って、ホテル事業が隆盛すると彼は読んでい

る。 中国に展開するホテルは、中国人の国内旅客をターゲットにした Holiday Inn ブラン

ドが中心となるが、アップマーケット ホテルについても、現在 6 軒の InterContinental ブラ

ンドを倍増させる事を IHG は計画している。 そして、中国のアウト バウンド旅客にイ

HG ブランドを浸透させる事を考えている。 

業界のアナリストは、① 急速な経済成長、② 政府の外国人ツーリスト受け入れ促進政策、

③ 2008 年のオリンピック特需などの要因により、中国のホテル供給は、▲100 万室不足し

ている、と言っている。 
IHG は、2008 年までに、世界各地に、今迄のペースの倍の +6 万室の野心的な IHG ブラン

ド拡大計画を持保有している。(FT.com, 6/6/2006) 
 

 

 

（６）世界 大オンライン賭博上場企業 パーティーゲーミング株不人気 
PartyGaming（本社ジブラルタル、LON 証取上場）の 4 人のオーナー達が所有する株式の

売却は、6 月 7 日、市場の鈍い反応を受けている。 4 人の 3 億 5 千万株の売却は、結局 2
億株しか売れなかった。 同社の株価は、▲4.5p 低下して、117.75p を付けている。 
それでも、オーナーの 4 人は、筆頭株主の Anurag Dikshit が 7,000 万ポンド（140 億円）、

Ruth Parasol（元ポルノ販売企業社長）とその主人 Russ DeLeon が、夫々3,200 万ポンド（64
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億円）を得ている。 彼等は、昨年の上場での 10 億ポンド（2,000 億円）の資金を獲得し

ている。 PartyGaming 株は、PTSE 100 銘柄で、 も乱高下の激しい株となっている。 
 

 

 

このオンライン ゲームのスパースターへの市場の鈍い反応は、上場を検討している業界第

3位のPokerstarsに芳しく無い影響を与えるだろう。 彼等は上場を断念するかも知れない。 

米国に於けるオンライン賭博規制強化の動きも、株価の値動きの悪材料となっている。

(FT.com, 6/8/2006) 
 
 
 
 

 その他  
 

（１） ワールドカップを 2 年に 1 回開催に変更する ラジカルな案が検討されている 
欧州のクラブ（欧州の裕福なクラブ G14 グルーピング）が、サッカーの世界大会を 4 年に

1 度の開催から、Grand Slam World と銘打った 2 年に 1 度の開催に変更する案を検討してい

る。 この他に、Grand Slam Euro やクラブ チームによる 4 年に 1 度の World Cup の案が

検討されている。 現在 32 クラブが所属して、125 試合が行われている Champion League
を、48 クラブ 269 試合に拡大して、Champion League の収入を増加させる案も有力だ。

(FT.com, 6/4/2006) 

 

（２） アジアの車に、40％の市場シェアーを奪われてしまっている 
米国の自動車販売が、アジアの車に、40％の市場シェアーを奪われてしまっている。 1960

年代では、Chevrolet の Impala は、king of the road であった。 今ではトヨタのカムリとカロー

ラ、ホンダのアコードとシビックに抜かれてしまっている。(nytimes.com, 6/2-3/2006) 
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編集後記 
 
 
 
 

航空会社ばかりが赤字を出して、この会社と取引している多くの会社が儲けている、と言

う珍現象がズート継続しているのが航空業界だ、と何処かの新聞だったか業界紙に書いて

あった。 勿論、燃料の高騰があっても、30 数年間も利益を計上し続けている世界一の時

価総額を誇る Southwest とか、世界一の利益率 20%近くをキープしている Ryanair とか、は

たまた、欧州やアジアのメジャー達が、立派に利益を計上しているので、これは極一般的

な話なのだろう。 

IATA 事務総長の Giovanni Bisignani が、2006 年の世界の航空会社の赤字は▲30 億㌦になる

だろう、と言っている。（尤も、赤字は米国のメジャーに集中していて、欧州とアジアは、

夫々、+13 億㌦と 17 億㌦の利益計上をすると IATA は予想している。） 
 
 
 

なるほど、そう言われてみれば、確かに航空会社の周辺の会社では、儲けている会社が多

い。 一部は、大儲けしている様だ。 
 

ジェット燃料会社が、原油のバレル 70 ㌦台への値上がりに便乗して、原油価格とジェット

燃料のスプレッドを拡大させ、そして、ボーイングとエアバスが、史上 高の年間受注機

数 2,000 機以上を獲得して、どちらも大幅な利益を計上している。 
航空機調達の為の資金を融資したり、米国の Chapter-11 離脱企業へエクジット ファイナン

スをしている様に、財務的に疲弊している企業へさえも融資したりして、シッカリ利益を

上げている金融機関が、次に挙げられるのだろう。（彼等は、赤字を出している航空会社で

も、融資対象好物件と見ているのだろうか？ 米国の航空輸送安定化局 ATSB が、16 億㌦

の政府融資保証をして、3 億㌦の利益を計上した様に・・・・。） 
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空港だって、儲けている。 世界 大の空港オペレーターである英国 BAA が、スペイン

の Ferrovial が率いるコンソーシアムに、約 100 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（2 兆円）で買収される。 世界の

インフラ投資家達が、継続的に安定収入が確保出来る“儲かる”空港を買いまくっている

のだ。 PAR 3空港を含むフランスの14空港を運営する国営AdP等は、過去5年間で +35%
の空港使用料の値上げをした後にも拘らず、更にインフレ率プラス +3.25%の値上げを、

今後の 5 年間で実施しようとしている。 カナダのトロント空港は、宮殿みたいな旅客タ

ーミナル（10 億円もする絵画が壁を飾っていると言うジャないか！）を建設して、そのツ

ケを航空会社に回している。 
 

それに、GDS の会社が、1 セグメントの予約で、航空会社から 大 500 円近くのブッキン

グ フィーを徴収して、儲けている。 どんなに世界に広いリーチを確保していると言って

も、これではブタックリと呼ばれても仕方が無い！（ 近ヤット軌道修正を始めている様

だが・・・・・。） 千万セグメント以上を有している航空会社であれば、仮に▲100 円

GDS フィーを減らしただけでも、年間▲10 億円以上の TD コストの削減が出来る！ 
 

それに、直接的な取引している訳ではないが、送客先のホテルが、空前のブームに沸き返

っているらしい。 米国の主要都市のブランド ホテル等では、需給関係逼迫に便乗して、

ルーム レートを大幅に値上げしている様だ。 
 
 

周りばかりが儲けて、自分だけが損ばかりしているのは、誠に馬鹿げた話ではないか。 米

国が、GDS の完全規制緩和を実施したり、IATA の Bisignani が、AdP の不当な値上げを訴

えたりして、少しは状況が改善され始めている様だが・・・・。 
 

他人の事はともかくも、航空会社には、コンチネンタル航空が燃料節減の為に機体の小さ

な凹みを叩き直している様に、地道な不断の努力の実行が必要なのだろう・・・・。 (H.U.) 
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