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Morning Edition, 8/8/2008 

1. 2008 America’s worst airline industry year ever 

 2008年  米国航空業界  史上最悪年  

 

燃油費高騰が、略全てのメジャー米国航空会社の事業遂行能力（バイアビリティー）を

脅かしている。 既に小さな航空会社 9社が 破産を宣告した。 2008年の業界の損失

は、▲$13bn（1兆 4千億円）にのぼるだろう。 

損失の拡大にも拘わらず、航空会社は運賃値上げを 顧客が手に届く範囲にとどめてい

る。 彼等は、手荷物や機内食の如くの補助的なチャージを追加し、使用航空機を小型

化して コスト上昇の相殺を試みている。 しかし、それでも旅客輸送で、運べば運ぶ

ほど損失を発生させている。 

格安航空会社と競争するために、AA 航空の如くの航空会社は、彼等の運賃を 本来あ

るべき市場バリューの▲25%以下のレベルに設定しているからだ。 例えば、旅客が現

在往復 $375を支払っているとするならば、航空会社は それを $470にしない限り損益

分岐点に達することはできないのだ。 この運賃は割引運賃なのだから フライトがし

ばしば満席になっているのにも拘わらず、AA航空は 各四半期に ▲$350mの損失を計

上してしまうことになる。 

 

航空会社が十分な運賃値上げを躊躇しているのは、満席のフライトを空けたくないから

だ。 過去 10年間の安い油とインターネットが、この航空会社の罠を作ってしまった。 

Air Transport Associationの Dave Castelveterは、消費者も 航空会社の危機に対して責任

を共有していると言っている。 彼は、航空会社は オンラインで競争力を維持するた

めに航空運賃を据え置かざるを得ない状況に追い込まれていると言っている。 消費者

が、Travelocityや Expediaの如くの旅行 Webサイトを訪れる際には、良くしばしば“最

低運賃をリスト”のボタンをクリックしてフライトを検索する。 航空会社の幹部は、

利益捻出を願う一方で、それ等の検索結果の第一画面に居続けるためのあらゆる努力を

惜しまない。 これが、航空会社が 例えば手荷物や通路側座席の“ヒドンコスト”

（hidden cost）を追加し始めている 1つの理由だ。 これ等の補助的手数料は、Travelocity

や Expediaのフライトの価格ポジション（画面上のリスティング位置）に影響を与えな

い。 

 

しかし、航空会社は、冷酷な算術的ロジックからは逃れることはできない。 航空会社

は、本格的な運賃値上げを開始しなければならなくなるだろう。 そして ゆっくりと

顧客をアンハッピーな現実向かわせるだろう。 向こう数ヶ月間で、航空会社は先ず供

給をカットし、それから運賃を値上げするだろう。 
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■ 
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nytimes.com, 8/3/2008 

2. Sipping Costs Start to Crimp Globalization 

 グローバリゼーションの翳り  

 （アボカドサラダは 1月に食べるべきではない） 

 

世界経済は高度に統合されているので、今では Wal-Martや Targetで made in U.S.A.の T

シャーツを見つけ出すことは殆どできない。 しかし、過去四半世紀にすっかり定着し

た このグローバリゼーションが勢いを無くし始めている。 そして、ドーハの自由貿

易協定の合意成立が失敗したように、政治的イデオロギーの新たな難問も浮上して来て

いる。 

 

世界のサプライチェーンの根幹をなす 廉価な運輸システムが、石油価格の高騰で崩壊

するかも知れない。 それに加えて、地球温暖化に対する懸念、先進諸国の失業対策、

食料安保の問題に対する心配、先週の世界貿易自由化協議の破綻、等の目白押しの諸問

題も、グローバリゼーション促進の足枷となりつつある。 

 

Wal-Mart や日本が開発し今では世界標準となっているジャストインタイムの如くの燃

油多量消費型のモデルは、地元で生産し流通される消費モデルに見直されることになる

かも知れない。 多くのエコノミストは、石油価格高騰が継続したとしてもグローバリ

ゼーションは決して逆戻りはしないだろうと言っている。 しかし、多くの企業は、生

産拠点を消費地に近い場所に移動させつつある。 ブラジルの鉄鉱石を使って中国で製

鉄し、その鉄を使って電気洗濯機を生産して カルフォルニアの Long Beach港まで輸送

し、そこからシカゴの電気店までトラック輸送する方式は、数年前までとは違って今で

は余り意味をなさなくなっている。 スエーデンの家具メーカーIkeaは、5月に初の米

国工場をオープンした。 また幾つかの電気会社は数年前にメキシコ生産を賃金の安い

中国生産に切り替えたが、今では再びメキシコ生産に復帰させている。 これらの生産

地変更は、すべて高騰した輸送費の節約の為である。 

 

 

消費地近接生産効果（Neighborhood Effect）  

 

これらの生産シフトの決定を、経済学者達は“消費地近接効果”と呼んでいる。 40

フィート コンテナの上海から米国までの輸送費は、10 年前の $3,000 が今では $8,000

もする。 21 世紀経済の担い手であるコンテナ船は、燃油消費を節約する為にスピー

トを▲20%も落としている。 つまり、荷主にとっては、貨物料金の値上げと共に時間
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コストも余計に負担させられている。 

 

5月に発表されたカナダの投資銀行 CIBIC World Marketsの調査は、最近の海運コスト

の急増により輸送コストが、9%の関税と等しくなってしまったことを明らかにした。 

そして、今日の世界経済の最大の障壁は、最早関税コストではなくて財の移動コストに

なってしまい、その結果、過去 30年間を費やして何とか進めて来た貿易自由化を 効果

的に相殺させてしまったと結論づけている。 

 

輸送コストの上昇は、環境問題の高まりのタイミングと丁度 軌を一にしている。 多

くの企業は、特に欧州の企業は、過去数年間 二酸化炭素ガス規制の厳しい国から 規制

の緩い中国やインドへ生産拠点をシフトさせた。 しかし、環境規制が世界的に厳しく

適用されれば、中国やインドの生産コストも上昇することになるし、ガス排出を削減す

る為に（特にこれらの諸国はエネルギー使用が非効率）生産を抑制しなければならなく

なるだろう。 

 

政治状況も変化しつつある。 ラテンアメリカでは、グローバリゼーションに対する不

満が、保護主義的な政府の成立を促している。 米国では、オバマやヒラリー クリン

トンが米国の自由貿易協定の見直しを約束している。 

先週、2001 年から開始されたドーハ貿易交渉が、中国やインドと米国間の農産物の関

税を巡った刺々しい交渉の後に行き詰まって破綻してしまった。 グローバリゼーショ

ンに批判的な団体や環境保護団体は、寧ろこの挫折を歓迎している。 しかし、経済学

者達は、基本的なグローバリゼーションの流れが変わってしまうと考えるのは早計だと

言っている。 経済学者や企業は、輸送コストが唯一国際貿易の流れを律する要因では

ないことを理解している。 為替、消費意欲、労務費、政府の規制、熟練工の調達など

の複雑な要素の分析が、生産地の決定には必要となるのだ。 

 

 

人々は、酷使されている  

 

新鮮な鶏肉や魚を遠いアジアに輸送し、安い労働力を使用して そこで切り身に加工し

てパックし、再び米国に送り返す価格一辺倒の奇妙な決定は 終わることになるかも知

れない。 安い労働力のために、アジアの人々が酷使されている。 

 

輸送コスト高騰で最も影響を受けている業界は、重い嵩張る財を生産している産業だ。 

鉄がその最たる財で、中国の米国向け輸出は 前年比▲20%以上も低下した。 反対に、

数年間減少し続けていた米国の製鉄が増加し始めている。 モター、各種の工作機械、
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自動車部品、工業プレス機、冷蔵庫、TV、その他の家電製品も影響を受けている。 

 

インフラ投資が比較的少なくて済む産業、例えば家具や靴や玩具の製造が、輸送費のコ

スト上昇のために 既に生産地シフトの兆候を見せている。 最近まで 家具産業は、米

国産の木材を中国に輸送して家具を製造し、製品を米国に送り返していた。 しかし輸

送コストの上昇で、伝統的な家具生産地であったノースカロライナやバージニアに工場

を戻している。 

 

 

アボカドサラダは 1月に食べるべきでない  

 

輸送費の上昇は、バナナからスモークサーモンまでの食料品にも影響を与えている。 

チリや南アから輸入されるメープルシロップやアボカドやブルーベリーも影響を受け

るだろう。 ミネアポリスで 1月にアボカドサラダを食することは難しくなるだろう。 

 

GE, DuPont, Alcoa, Procter & Gambleは、環境対策の為に燃料消費と二酸化炭酸ガス排出

量を節約し始めている。 この環境問題への取り組みは、製造業者や小売業者に グロ

ーバル サプライチェーンに対する厳しい見直しを促進させるだろう。 グリーン化は、

企業にとっての最優先課題且つ永続したトレンドとなっているが、その実現には時間が

かかるだろう。 

 

それに加えてジャストインタイムは、機能しなくなるリスクを抱えることになるかも知

れない。 企業は、より多くの倉庫と調達ソースの多様化と生産の分散化を実施し、そ

のリスクヘッジをするだろう。 

輸送コスト高が継続し、世界貿易がより地域化するとなると、中国は鉄鉱石をブラジル

から購入せずに より近場の豪州から より多く調達するだろう。 そして中国ですら、 

多くをベトナムやタイに下請けに出すだろう。 米国国境地域に組立工場が集中してい

るメキシコのマキラドーラは、米国市場をターゲットした製造工場の場所としての魅力

を益々増加させるだろう。 

 

しかし地域化の傾向は、必ずしも米国に有利に作用する訳ではないと エコノミストが

警告している。 米国は、過去四半世紀の間に 製造ベースと熟練工を失い、最近の景

気低迷による消費意欲の減退を経験しているばかりか、アジア諸国の如くのダイナミズ

ムを失ってしまっている。 

 

コンロビア大学教授の Jagdish N. Bhagwatiは、「これらの全てに拘わらず、米国経済は
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依然として世界最大である」と言っている。 そして、「商品をあちらからこちらに移

動するコストが高くなると言うことは、商品をこちらからあちらに移動するコストも同

様に高くなってしまう」と言っている。 

■ 

 

 

 

DTW, 8/7/2008 

3. American takes search company to court over fare displays 

 アメリカン航空、メタサーチを提訴  

 

AAが、8月 5日 メタサーチの Kayak/Sidestepを テキサス Tarrant County裁判所に訴え

た。 AA は、Kayak に対して全ての AA 運賃の予約とチケッティングは AA.com で実

施することと、マスキング テクノロジーの使用を禁止する契約を 5 月 12 日に Kayak

と締結した。 AA は、この契約で、Kayak のサイトにおける AA 運賃の不利なバイア

ス表示も禁止し、且つまた AAの商標の使用についても事前の書面による承認の取得を

条件とした。 

 

Kayak は、8 月 1 日に AA.com 運賃の表示を中止したが、AA の了解無しに依然として

AA便を表示し消費者を直接 Orbitzや CheapTicketsに送り込んでいる。 これらのサイ

トは、Kayakに対してトラフィックと予約リフェラルに対して、或はある種の優先権に

対して支払いを行っている。 AAは、裁判所に Kayakの契約不履行を訴えると同時に、

AA便のリスティングの差し止めと損害賠償を請求した。(DTW, 8/7/2008) 

 

 

AAは、自分自身の運賃、フライト スケジュール、座席インベントリー、商標は AAの

所有物であり、従って その流通と販売方法は AA が支配することができると考えてい

ると言っている。 チョット聞くと これは至極まともなことを言っていると聞こえる

かも知れない。 しかし良く考えてみると、AAの言い分は間違っているのではないだ

ろうか。 AAを電気製品のメーカーと仮定すると、このメーカー（AA）は小売店（Kayak）

に対して自社製品をどの陳列棚に並べなければいけないとか、割引方法は かく有るべ

きだとかを言えるのだろうか？ 小売店（Kayak）何処へ陳列しようが、いくらで販売

しようが、それは小売店の勝手ではないのだろうか。 Kayakは、裁判で戦うと言って

いる。(tripso.com, 8/7/2008) 

■ 
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ReadWriteWeb, 7/30/2008 

4. Women Outnumber Men on Most Social Networks 

 SNSユーザー、女性が男性を上回る  

 

オンライン人気度調査会社の Rapleaf社が 6月 10日に約 5,000万人を調査したところ、

SNS の利用者は、女性が男性を上回る事が判明した。 MySpace, Facebook, Bebo, Hi5

を含む人気 SNS サイトでは、女性のユーザーがかなり大きく男性ユーザーを上回って

いる。 Facebook では、最大ユーザーの 18 歳~24 歳の層では、女性の 1,685,029 に対

して男性は 977,753 にとどまる。 MySpace の同年齢層でも女性 7,091,214 に対して、

男性が 5,226.788となる。 その他の特記事項は； 

・ 14歳~24歳の層では、女性が中心で且つ友人も多く保有している。 

・ 35歳以上の層では、男性が中心で且つ友人数も多く保有している。 

・ 平均的なユーザーは、友人を 2~25人有している。 

・ 65歳以上のユーザーが予想以上に多いのは、年齢をごまかしている可能性がある。 
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■ 

 
 
 

5. 其の他のニュース  

 

 

 旅行流通・TD  
 

（１）ジェネシス運営停止  

旅行社が開発し運営管理していた GDSである Genesis Travel Distribution Systemが運営

停止した。 航空会社が彼等のコンテンツを GDSからWebに益々移動させている為に、

旅行社は GDSと ARC/BSP以外のエアー予約の新たなオプションを獲得している。 レ

ジャー旅行社と在宅旅行社は、これらの新たなコンテンツ ドメインにフォーカスして

おり、伝統的なチケッティングやホスティングやフルフィルメント モデルは、最早意

味をなさなくなりつつある。(DTW, 8/1/2008) 
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（２）プライスライン、雨天払戻保証の期間延長  

Priceline.comが、Sunshine Guaranteedプロモーションの適用期限を 8月 16日から 11月

16 日まで延長する。（但し予約は 9 月 12 日まで） 同社は、このプロモーションに従

って 既に 200パッケージを払い戻したと言っている。 これは、1日当たり 0.5吋の降

雨が少なくとも全旅程の半分以上となった場合に、エアー・ホテル・レンタカー料金（場

合によってはテーマパーク入場料）を全額払い戻すシステム。 これには、最低 3日間

から最大 8日間の旅程で、ツアー出発の少なくとも 12 日間前に予約が実施されなけれ

ばならない。(DTW, 8/5/2008) 

 

（３）トラベロシティー、 iPhoneと iPodにホテル検索機能追加  

Travelocityは、今年初め iPhoneと iPodのユーザー用の http://travelocity.comを立ち上げ

た。 そして、先月、ホテルを検索することが出来る Hotels Near Me機能を有する Travel 

Toolsを導入した。 iPhoneと iPodのユーザーは、近辺のホテルを探し出し、そのホテ

ルの情報を取得し、そして予約することが可能となる。 Travel Tool は、Apple Store

で無料ダウンロードが可能。(DTW, 8/6/2008) 

 

（４）プライスライン増益、オービッツ欠損幅縮小  

Priceline.comの第 2四半期利益が、+56%増益して $54.1mとなった。 収入は +44%増

の $514m であった。 海外サイトの Booking.com と Agoda.com の収入が +80.1%増加

してグロス予約 $1.2bn になったことが、この決算に大きく貢献している。 同社の米

国販売は +59%増の $872m であった。 国内マーチャント販売は、消費者がお買い得

商品をより多く求めたために +36%増加した。（Priceline のマーチャント販売は、バケ

ーション パッケージとエアー・ホテル・カーのオペーク販売で構成されている。） 

Orbitz の第 2 四半期は、前年の欠損▲$32m から▲$5m に欠損幅を縮小させた。 収入

は、+1%増の $231m であった。 グロス予約は +4%増の $3bn、海外グロス予約は  

+41%増（為替調整後 +26%）の$476m。 国内グロス予約は▲1%減の $2.6bnであった。

(DTW, 8/6/2008) 

 

（５）カリフォルニア州、YTBをねずみ講で起訴  

カリフォルニア州は、違法なねずみ講を実施しているとして YourTravelBiz.com（YTB）

を訴えた。 加州は、YTB が巨大なねずみ講を動かし、一部のトップの人達が旅行も

販売せずに新たな会員から巨額の富を稼いでいると指摘している。 そして、裁判所に

対して、即刻このねずみ講を停止させると共に、少なくとも$15mの罰金（civil penalty）

とぼったくられた人達への $10mに上る損害賠償を要求している。(DTW, 8/6/2008) 

イリノイ州の検事総長は、ねずみ講の嫌疑で YTBを調査していることを明らかにした。 

そして、カルフォルニア州との共同歩調をとることを検討している。 一方 YTBの St. 
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Louisで開催された会議には、15,000~20,000のデレゲートが参加した。(DTW, 8/8/2008) 

 

（６）ディズニー、テーマパーク入場料値上げ  

Walt Disneyは、テーマパーク入場料を +4%から +5%値上げした。 

3歳~9歳 $56 → $59 +5.3% 
Anaheim 

10歳以上 $66 → $69 +4.5% 

3歳~9歳 $60 → $63 +5.6% 
Disney World 

10歳以上 $71 → $75 +5% 

(DTW, 8/7/2008) 

 

（７）ITAソフトウエアー、QPXをインドで展開  

革新的な Software as a Service（SaaS）ソリューションのリーディング プロバイダーで

ある ITA Software, Inc.が、8月 7日、インドのオンライン旅行社 Cleartrip.comに航空運

賃のプライシングとショッピングの管理システムである QPX を導入したと発表した。 

Cleartrip.comは、インドのオンライン旅行市場で 35%のシェアーを有している 3大オン

ライン旅行社の 1 社。(PhoCusWright, 8/7/2009) 

 

 

 

 空 運   
 

（１）イベリア航空、上半期▲72%減益  

IB航空が、上半期で前年比▲72%減益の €20.7mの利益を計上した。 この予想以上の

結果は、BAとの合併の発表も有り、同社の株価を+6%押し上げた。 

 1st Half’08 前年同期比  備 考  
収 入 €2.67bn 略±0 NAD=BCN高速鉄道開業（4月）影響大 
利 益 €20.7m ▲72%  
EBITDA €259.2m ▲34%  

燃油費 €732m +37.5% 総コストの 30% 
燃油費以外コスト  ▲6.2% ▲13機退役、▲2機 wetリース機返還 

(FT.com, 8/5/2008) 

 

（２）デルタ航空、機内 Wi-Fi導入  

DLが、来年夏までに、国内線全便で機内プロードバンドのインターネット サービスを

開始する。 COも、来年から同様のサービスを国内線の大部分の便に導入する。 ど

ちらも、米大陸内の路線でこのサービスを展開する。 DL は、空中通信プロバイダー
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の Aircell社のシステムを国内線フリート×330機以上に装置する。 料金は、3時間以

内の便では $9.95、長距離便では $12.95 となる。 ゆくゆくは、国際線とリジョナル

便でも このサービスを開始する予定であるが、今の所は具体的な計画は示されていな

い。 その他の航空会社も機内 Wi-Fiを導入する計画を持っているけれども、DL や CO

ほど大規模ではない。 AAは、B7676-200型機×15機に Aircell社のシステムを装置す

る。 JetBlueは、米大陸横断路線で Wi-Fiサービスを開始する。 USは、今秋にも同

社のエアバス機で試験を開始する。(nytimes.com, 8/6/2008) 

 

（３）キャセー航空、上半期▲HK$663mの欠損計上  

時価総額でアジア第 3位の CX航空が、上半期決算で▲HK$663m (US$85m) の欠損を計

上した。 これは、過去 5年間で最初の中間損失。（前回の欠損は 2003年の SARS危機） 

CEO Christopher Prattは、航空業界が未曾有の危機を迎えているという業界コメントを

エンドースし、石油価格が $100 以上であれば より小規模の航空会社が破綻するだろ

うと語った。 彼は、特定路線の便数削減を予定するが、燃油費対策で路線運休や人員

のレイオフを実施しないと言っている。 だが、年度の利益見通しについてはコメント

を回避した。 

 上半期’08 前年同期比  備 考  
収 入 HK$42.2bn +22.6%  

利 益 ▲HK$663m HK$2.5bn  
燃油費 HK$19.3bn +83% 営業費用の 45.3% 

(FT.com, 8/6/2008) 

 

（４）BAA、ライアン航空提訴  

BAAは、4月からの空港着陸料 +15%の値上げを拒否している Ryanairの提訴に踏み切

った。 Ryanair は、過剰な値上げに対して徹底抗戦すると言っている。 同社 CEO 

Michael O’Learyは、7空港を管理している BAAの独占と、LHR, LGW, STNの空港料金

を管理している CAAに対して 厳しい批判を繰り返している。 彼は、ほとんどの英国

と欧州の空港が使用料の値下げを行っている時に、物価上昇率を 3倍も上回る空港使用

料の値上げは許されないと批判している。(FT.com, 8/5/2008) 

 

（５）AF/KLM第 2四半期決算  

欧州最大の航空会社 AF/KLMは、8月 5日、第 1四半期利益が、前年の €410mから 

€168m に大幅減益したと発表した。 収入は、+6%増加して €6.3bn となった。 L/F

は、80.3%を達成した。 今夏と冬期の供給を、+4%から+2%に縮小する。 ビジネス

クラス旅客が好調で、長距離トラフィックを +4.1%増加させた。 燃油費は €1.09bn

から €1.36bn に上昇した。 2008 年の燃油費は、昨年の €4.57bn から €5.68bn となる



情報 335 平成 20年 8月 11日 - 13 - TD勉強会（Ithaca, N.Y.） 

と予想されている。 同社は、今年度利益見通し €1bn（前年度利益の▲1/3減）を維持

した。(FT.com, 8/5/2008) 

 

（６）BA、ヒースロー空港ターミナル 5宣伝  

BAが、数百万ポンドをかけて LHR T5の宣伝を開始する。 £4.3bnをかけて 3月末に

オープンした LHRの T5は、BAの移転のつまずきで大量の運休便を発生させた。 BA

は、大々的な宣伝展開により T5の過去の悪いイメージの払拭を目論む。 宣伝費は明

らかにされていないが、年間マーケティング予算 £60mの 10%程度が注ぎ込まれる模様

である。 BA の 4 月のトラフィックは、▲4%減少しており その後もこのマイナス傾

向が継続している。 この減少の一部は T5 の移転失敗に影響されているという。

(FT.com, 8/5/2008) 

 

（７）BAAボンドホルダー、リファイナンスの条件に合意  

BAAが社債保有者達の合意取得に成功し、数週間の内に £9bnのリファイナンスを完了

する見通しを付けた。 BAA は、8 月 6 日、約 £4.8bn の社債を、LHR、LGW、STN、

LHR Express鉄道サービスの規制資産（regulated assets）をバックにした新たなリングフ

ェンス ストラクチャーに統合する案を含む リファイナンス計画に対する圧倒的支持

を取り付けたと発表した。 ジャンクステータスへの格下げを回避し、新たな案に対す

るインベストメント グレードの評価を獲得する為には、社債保有者のリファイナンス

への合意が不可欠であった。 しかしながら、BAAは、先週、2031年満期貸付残高 £900m

のボンドの 25%以上を所有する UBSが、7月 29日を期限とした同社の顧客の為の意思

表示を明らかにしなかったことを明らかにした。 この期限までにリファイナンス案に

合意したボンドホルダーには、早期インセンティブとして追加 +0.025%が付与されてい

る。 拒否権を発動出来る投資家には、Polygon Investment Partnersが存在する。 2031

年満期シリーズの社債保有者の過半数の支持獲得に失敗したとすると、BAA は、およ

そ £1bn の返済と早期償還ペナルティーの支払いを余儀なくされる。 スペインの

Ferrovial がリードするコンソーシアムによって支配されている BAA は、社債の格付け

を維持する為に、投資家達に 年間 約 £15m 追加利子と一時払いのインセンティブ 

£12mをオファーしていた。 

BAAは、同社の非指定空港のバンキング ファシリティーのアレンジメントの終結の如

くの、リファイナンスのその他のエレメントも完結しなければならないと語っている。

(FT.com, 8/6/2008) 

 

（８）米運輸省、空港スロット  オークション導入に固執  

米運輸省が、先ず手始めに スロット競売システムを EWR に導入する。 9 月 3 日に、

1 便用のスロット（破綻した Eos 航空が保有していたスロットで FAA 預かりとなって
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いる）の 5 年間リースが競売にかけられる。 スロットの競売に反対している Port 

Authority of New York ad New Jerseyは、このシステムによってスロットを購入した航空

会社のゲートやターミナルやその他の空港施設の使用を断固許可しないと言っている。 

両者の軋轢は、法廷へ持ち込まれることになるだろう。 Port Authorityは、空港混雑解

消はキャパシティーの拡大（管制システムの近代化等による）により解決されるべきで

あって、オークション制の導入は何らの効果も発揮し得ないばかりか 航空旅行とその

旅客に悪影響を与えると主張している。 更に、議会の承認を受けていないオークショ

ン制の導入は違法であるとも言っている。(DTW, 8/6/2008) 

 

（９）欧州委員会  競争監視局、DL+NW合併  承認  

DLと NWが、計画している DL+NWの合併について欧州委員会から無条件の承認を取

り付けた。 DL によれば、欧州委員会は、両社の合併は大西洋航空路の競争環境をほ

んの少ししか阻害しないと語っている。 この 2 社は、AF やその他のスカイチーム航

空会社と共に、既に大西洋路線における競争法適用免除を受けている。 

両社は、$17bn に上る合併計画を 2008 年末までに完了させる予定であるが、そのため

には 株主と米司法省の承認を取り付けなければならない。 業界のエキスパート達の

多くは、路線重複が少ない両社の合併は、司法省の承認を取り付けることができると予

想している。(wsj.com, 8/7/2008) 

 

（10）元および現職 BA社員 4人が運賃談合で起訴  

英 Office of Fair Tradingは、8月 7日、BAの元および現職の社員 4人を、BAと VS間

の燃油サーチャージ談合の容疑で起訴した。 4 人は 9 月 24 日の City of London 

Magistrates Courtに出頭することになる。 Enterprise Actは、カルテル違反者に対して

最高 5年の禁固と無制限の罰金を科すことが出来る。 英国法によれば、運賃談合で有

罪と判決された人は、米国で同じ容疑で訴追されることはできない。 

4人は、Andrew Crawley（head of sales）、Martin George（commercial director）、Iain Burns

（head of communication）、Alan Burnett（head of sales for the U.K. and Ireland）肩書きは

何れも 2004年 7月~2006年 4月当時。(wsj.com, 8/7/2008) 

 

（11）アメリカン航空、FFPプログラム変更  

AAが、FFPプログラムに対して、無料航空券やアップグレードに関する 新たな手数料

の導入と償還に必要となるマイレッジ増を含む 一連の変更を加えた。 AAの FFPは、

5月に 25周年を迎え、昨年は 260万以上の人が無償航空券を、843,000人がアップグレ

ードを請求している。 

他社同様 燃油費高騰に直面している AAは、10月 1日からの割引 Yクラス運賃からの

アップグレードに対して 片道 $50の手数料と 15,000マイルを請求する。 今までは手
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数料は必要でなかった。 国際線では、片道 $350（現在は$300）の手数料と 25,000マ

イルが必要となる。（その他詳細の変更＜マイレッジ増＞は省略）(nytimes.com, 8/8/2008) 

 

（12）米航空会社、第 4四半期に供給▲7%削減（OAG）  

OAGによれば、燃油費の高騰に対応して 米航空会社が 第 4四半期に供給を▲7%削減

する。 2001 年の供給削減では席数▲5%（米国内線▲13%）を経験したが、その回復

には 3年間がかかった。 この経験通りとすれば、今回の供給削減の復帰には 3年以上

かかることになるだろう。 米航空会社は、次の 10年間でフリートを▲3,500機減機す

るだろう。 この内 新造機の導入は、▲747機減少されるだろう。(FT.com, 8/7/2008) 

 

 

 

 水 運   
 

（１）ネプチューン  オリエント（シ）減益  

Neptune Orient Linesは、3月~6月の純益が▲19%低下して $75.8mになったと発表した。 

収入は、+24%増の$2.24bnであった。 シンガポールの国営海運は、先行き厳しい経営

環境が予想されるけれども、ドイツの Hapag-Lloydの買収を継続して追求すると言って

いる。 先月 NOL は、ドイツの旅行グループ TUI が売却を予定している Hapag-Lloyd

を買収する非拘束オファーを提出した。 Hapag-Lloyd の価格は $8bn になると見積も

られている。（NOLの時価総額は $2.9bn） NOLは、Hapag-Lloydを買収して、世界第

3 位のコンテナ海運に浮上することを目論んでいる。 この買収計画には、HAM 市が

支援する同市の経済界による対抗ビッドが存在している。(FT.com, 8/7/2008) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス   
 

（１）アスチアーノ（豪）、$2.7bn買収オファーを拒否  

豪運輸インフラ企業大手 Ascianoは、TPG Capitalと Global Infrastructure Partners（GEと

Credit Suisse の合弁企業）の米国プライベート エクイティー企業連合による$2.7bn

（Asciano の負債込みでは $6.5bn となる）に上る買収提案を拒否した。 Asciano は、

買値が会社のバリューを反映していないと言っている。 買収が成立すれば、豪州にお

ける史上最大のプライベート エクイティーの買収と成る筈だった。 豪州における大

型買収は、TPGが率いた QFの買収（A$11.1bn）を含めて、昨年半ばに全て失敗に終わ

っている。(wsj.com, 8/5/2008) (FT.com, 8/4/2008) 



情報 335 平成 20年 8月 11日 - 16 - TD勉強会（Ithaca, N.Y.） 

 

（２）ジブチとイエーメンを結ぶ世界最長海上橋計画  

貧困化したエチオピアと無法地帯のソマリアに

囲まれ、アフリカの角の沿岸海域に出没する海賊

の脅威におびえるジブチは、現在も少数のフラン

ス軍が駐留することは余り知られていない。 紅

海の反対側のアラビア半島南西端には、天然ガス

資源を保有し、裕福な近隣諸国からの投資獲得を

試みている、新鮮な水に不足し、経済的に困窮し、

絶え間ないアルカイダの脅威と北部のシーア派

の反乱におびえるイエーメンが存在する。 この

両国を結ぶ世界最長の橋を建設する民間のイニシャティブによる計画（$200bn≒20 兆

円の資金を集める）が進められている。 紅海の Bab al-Mandab海峡を一跨ぎする全長

30km のこの壮大な計画（多くは空想だと批判している）は、中東最大の建設会社の 1

つである Bin Laden Groupの役員で Osamaの兄弟である Tarek bin Ladenの発案だ。 同

社は、既にジブチ政府から橋の建設の LOIを取得している。(FT.com, 8/6/2008) 

 

（３）エービス・バジェット  第 2四半期  ▲38%減益  

Avis Budget Groupの第 2四半期決算は、▲38%減益の $15mとなった。 収入は、+4%

の $1.58bnであった。 燃油の高騰と景気の低迷で法人のレンタカー需要が減少してい

る。 年間利益見通しでは、収入が前年の $6bnを上回り 約 $140mの利益を計上する

だろうと同社は予測している。(FT.com, 8/6/2008) 

 

（４）ハーツ  第 2四半期決算  ▲39%減益  

Hertzの第 2四半期決算は、▲39%減益の $51.2mとなった。 国際レンタカー収入は、

+5.2%増の $1.8bn であった。 米国と欧州の厳しい経済環境が減益の原因。(DTW, 

8/8/2008) 

 

 

 

 ホテル & リゾート   
 

（１）ウイン  リゾート、LAS景気後退なんのその  

Steve Wynn（66）が、今年末に $2.3bn に上る Encore カジノ プロジェクトを開業させ

る。 このカジノは、2,034 の豪華スイートを有し、ガラスで囲われた幾つかのプール

を見る事が出来るカジノが建設される。 そして高額賭博顧客の為にペントハウスのバ
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カラ テーブルが用意される豪華カジノ レゾ

ートだ。 

しかし、LAS は景気後退に襲われ始めている。 

アナリストは、今度の低迷は以前のサイクルよ

りもズーット影響が大きいと言っている。 5

月までの訪問者数は前年を下回っている。 

Citigroupのアナリストは、第 2四半期の客室料

金が▲12.4%、第 3四半期初めには▲18.4%それ

ぞれ低下すると予測している。 Strip のカジ

ノ収入は 5月までで▲5.6%低下した。（LAS観

光局） 過去 20 年間かけて非賭博収入の増加

に努力して来たことも裏目に出ている。 今で

は総収入の 59%（1990年 42%）に上昇した非

賭博収入が景気後退の影響をモロに受けてい

るのだ。 景気後退局面に強いとされていたカ

ジノが、その影響を受けるようになってしまっ

た訳だ。 大手カジノ企業の株価は、軒並み大

幅下落に苛まされている。 

Las Vegas Sandsの株価は、過去 52週高値から▲70%近くも下落した。 MGM Mirage

（その大部分の株式を Kirk Kerkolianが保有、8 年前に Wynn の古い会社を買収した）

の株価も同様の下げを記録している。 

両社は、LASとマカオで大規模な投資を実施している。 投資家達は、これらの巨大プ

ロジェクトによる負債の増加を懸念している。 MGMは、76エーカーに 7つの高層ビ

ルを持つ $9.2bnの CityCenterプロジェクト（来年後半開業）を建設中だ。 

先週、LASで中級規模のカジノを保有している、そして Atlantic Cityでアップスケール

の Borgataを共同所有している Boyd Gamingは、Stripに建設中の数 10億ドル プロジェ

クトを中断し開業を遅らせる事を決定した。 Boydの株価は▲73%値を下げている。 

Cosmopolitan カジノの $3.5bn プロジェクトは、NYC のディベロパーIan Bruce Eichner

の $760m の不渡りにより計画が破綻した。 しかし Wynn が 24%（$2.3bn）を保有し

ている Wynn Resortの株価は、▲45%しか低下していない。 株価維持の理由としては、

以下が上げられている。 

・ この会社は、競合他社に比較して負債が少ない。 

・ LASとマカオで建設中のプロジェクトは、外部から資金の調達を必要としていない。 

（マカオでは Wynnの 2番目のカジノである Encore at Wynn Macaoが 2010年初めに

開業する。） 

・ MGMや Sandsと異なり、大規模なプロジェクトを進行させていない。 
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・ アップスケールの景気に左右されない富裕層の顧客を対象としている。 

Wynn Resortの不安は、富裕層の顧客が減少した場合だ。 既にカジノ ネット収入は急

減し、RevPARは▲3%低下している。 これらのマイナスは、マカオの大幅なカジノ収

入増で補われている。 

 

 
Seemingly calm about an economic downturn, Steve Wynn is finishing a $2.3 billion casino resort. Some fear that 

high-end gamblers could start to cut back 

 

 
CityCenter, a $9.2 billion project on the Las Vegas Strip, will include seven high-rise buildings on 76 acres. It is a 

joint venture of MGM Mirage and Dubai World, the Mideast investment fund. 

(nytimes.com, 8/3/2008) 
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（２）アメリカ人は、資源の節約文化を持っていない  

欧州では、ホテルのカードキーを扉に差込んだ時に客室の電源が入る仕掛けになってい

る。 エネルギーの節約には当たり前のこの“マスター・スイッチ”のシステムが、米

国では余り採用されていない。 Westinや Sheraton Hotelsブランドを保有する Starwood

は、新たな“グリーン”ブランド Elementを開発した。 多くの自然光を採用し、リサ

イクル用のゴミ箱を用意し、蛇口に濾過器を備え付けてペットボトルの水の使用を抑制

している。 しかしマスター・スイッチは採用していない。 環境に優しいエコブラン

ドを開発する際に 顧客にアンケートを取ったら、彼等からは「冷房が効いていない部

屋は嫌だ」、「暗い部屋はセキュリティーが不安だ」という声が多く、このシステムの導

入を見送ったそうだ。 Starwoodは、将来は電球と TVだけに作動する（エアコンには

作動しない）マスター・スイッチを考案すると言っている。 

米国のホテルは、顧客を失う事を恐れてマスター・スイッチの採用を躊躇している。 

アメリカ人は資源の節約の文化を持っていない。 

先月オープンしたマンハッタンの低価格ホテル Jane Hotel

は、鍵とは連動しないマスター・スイッチを採用した。 真

鍮製の小さなシリンダーを扉の脇の穴に差し込む事によ

り電源をオンにしたりオフにしたりする、スタイリッシュ

なシステムを採用した。 

マスター・スイッチの採用コストは、客室当たり +$300

割高となるが、ホテル建設費の0.25%以下にしか過ぎない。 
Put the cylinder into the slot, 

and the power comes on. Take 

out the cylinder on your way 

out, and the power goes off. 

 

もう 1 つ米国で普及していないのが、トイレ

のデユアル・フラッシュ システムだ。 これ

は、0.8 ガロンの水を流すのと、1.6 ガロンを

流す（大便用）の 2 つのフラッシュを備えた

トイレで、旧式のトイレが 7 ガロンの水を使

用するところ 平均 1 ガロンしか使用しない。 
Water is saved by offering two flushing options for the toilet. 
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アメリカ人は、このシステムを上手くいかないと考えている。 サンアントニオの

Hilton Palacio del Rioでは 2007初頭にこのシステム（1台 $80）を採用したが、顧客か

らのクレームは発生していないという。 このホテルではシャワーの水の量も調節して

大量の水の使用量を節約している。 しかし Hiltonは、このシステムを自社ブランドの

他のホテルで未だに採用していない。(nytimes.com, 8/3/2008) 

 

 

A room at the new Jane Hotel in the West Village in Manhattan is especially modest in size, but it does have a master 

key switch that helps reduce energy use. 

 

 

（３）888 Holdings第 2四半期決算  増益 36% 

オンライン ゲーミング グループ 888 Holdingsが、第 2四半期決算で 増益 36%の $69m

の営業利益を達成した。 ビンゴ新商品“bingo babies”がこの好決算に影響をおよぼし

ている。 ビンゴ部門は、収入が 4倍の $12mに増加した。 男性がサッカー中継に夢

中となった間に、女性のビンゴ ファンが急増している。 旗艦のカジノ ゲーム部門は 

+27%増の $35m、ポーカー部門は±0 の $20m であった。 888 は、2 年前の米国のオ

ンライン賭博禁止法成立で▲50%の収入を失ったが、その後 勢力を盛り返し始めてい

る。 オンライン ビンゴの好調は、全英のビンゴホールの不振と際立った対象を見せ

ている。 先週 賭博グループの Rankは、上半期で▲40%の減益（除く特別項目）を余

儀なくされたと発表した。(FT.com, 8/4/2008) 
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（４）MGM Mirage 第 2四半期▲70%近く減益  

Bellagio, Milage, Mandalay Bay カジノを保有する世界最大のゲーム グループの MGM 

Milageが、第 2四半期決算で▲70%近く減益した。 オキュパンシーは、前年同期と変

わらない 97%を達成したが、顧客の消費額が減少した。 スロットマシン収入は▲10%

低下した。 RevPARは▲5%低下した。 MGM Grand Macauの成績不調が影響してい

る。 同社は、未だ 2四半期の成績だけでマカオを評価するべきではないと言っている。 

LAS で建設中の $8bn に上る City Center プロジェクトの $3bn のファイナンシャル パ

ッケージの内、$1.65bn のコミットを銀行団から取得する事に成功した。 City Center

は、来年開業を予定している。 マジョリティー株は Dubai World が保有している。

（Dubai Wroldは、$2.7bnを City Centerプロジェクトに投資している。） アナリストや

投資家はコンドの売れ残りを心配している。 LASのコンド市場は特に低迷しているか

らだ。 しかし資金獲得成功のニュースは、MGMの株価を+10%押し上げ 1株 $34.11

とした。 第 2四半期の収入は、$1.9bn（昨年同期 $1.94bn）であった。(FT.com, 8/5/2008) 

 

 

 

 
MGM's Bellagio Hotel and Casino and its other Las Vegas 

properties are facing a tougher sell amid a slowing 

economy. 

 

 

 

（５）モスクワのホテル料金  

MOW のホテルの値段が、2004 年から 

+93%上昇し 1泊$540になっている。（HRG

調べ）（NYC は $384） 市の中心部のホ

テルは $1,000以上もする。 クレムリン

を眺める事が出来る Baltschug Kempinski

は $1,600（週央レート）、Ararat Park Hyatt

は  $1,300 する。 悪名高かった Hotel 

Intouristの跡に建てられた Ritz-Carltonは、

最低でも $1,300する。 
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ホテル不足が深刻な上に、オイルマネーで潤って

いるロシアにビジネスマンが殺到しているから需

給関係が猛烈にタイトになっている。 春や秋の

ピークには、2ヶ月~3ヶ月前に予約をしないと何

処のホテルも取れないことになる。 ツアーの予

約は 1年前以上が必要だ。 MOW郊外の Holiday 

Innは $280する。 MOW市は、2010年までに現

在の 219 のホテルを倍以上の 556 にすると言って

いるが、現在の建設ペースではこの目標を達成す

るには 79 年間が必要となるだろう。(wsj.com, 

8/6/2008) 

 

 

 

 

 

 

Rooms in Moscow's posh Hotel Baltschug 

Kempinski can cost $1,558 or more per night. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moscow's Ritz-Carlton was built on the site of the 

Communist-era Hotel Intourist. 
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（６）豪華ホテル  意気軒昂  

米国の信用市場の収縮が広がり、石油価格の高騰が旅行需要を抑制させ、広範囲な経済

の見通しが曇り、世界のホテル業界がパニックモードに入っている。 

そんな状況下にも拘わらず、Ritz-Carltonの元 COO Horst Schulze（68）は、元 Ritz-Carton

の幹部達と共にホテル管理会社West Paces Hotel Groupを設立して 豪華ブランドのホテ

ル Capellaを立ち上げた。 最近 DUSに Breidenbacher Hofをオープンし、今後 10ヶ月

間に世界に Capellaブランドの豪華ホテルを 7 つ建設する。 彼は「低迷が存在すると

すれば、それはホテルや豪華な事業の為ではなくて、銀行が融資しないからだ」と言っ

ている。 ホテル業界は、過去 10 年間良好な営業を継続して来た。 運営業者と開発

業者は、ロシアの St. Petersburgから中国の深圳までの振興市場の急成長と米国や欧州市

場の安定的成長に支えられ、継続した利益を計上した。 

ホテルは市場の変化を察知したようで、第 1四半期までにファイナンスを確保したプロ

ジェクトを争って開始している。 第 1 四半期では、建設中の新たなホテル プロジェ

クトは最高の 582に達した。 しかし、新プロジェクトの発表は 173に前四半期の 186

よりも低下した。 建設中のホテル数は、経済の周期よりも遅れる傾向がある。 ホテ

ルの開業のピークは 2008年と 2009年となり、2010年から 2012年には減少するだろう。 

PricewaterhouseCoopersの Scott Bermanは「ホテル経営者は 2009年を心配している」と

言っている。 「NYC, LON, PARのホテルは依然として業績が好調であるが、航空会

社の供給削減（一部路線では▲20%とになる）による需要の低下を恐れている」と言っ

ている。 欧州のホテルは、世界経済の景気後退からは未だ影響を受けていない。 し

かし 5 月末には、ユーロ圏のホテルのオキュパンシーが±0%の 63%になった。 損益

分岐の為には 54%のオキュパンシーが必要だとアナリストは指摘している。 景気低迷

の兆しが見え始めているにも拘わらず、この地域の RevPARは +4.3%も上昇した。 

しかし景気の低迷が続けば、ビジネス旅客も減少するだろう。 そうなれば、新しいホ

テルの開業（供給拡大）と需要減少のダブルパンチを受けることになる。 

Schulze は、そんな予測を意にかけていない。 5 月にオープンした Breidenbacher Hof

は、65%のオキュパンシーと $490 の平均客室レートを達成した。 彼は「ホテル建設

は、2年から 3年スローダウンするかも知れないが、それはホテル不足を生み出し、そ

して価格を上昇させ、そして再び投資家を惹き付けるだろう」と語っている。(wsj.com, 

8/6/2008) 
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（７）スパ  ファクター  

スパが勢いづいている。 今ではリゾートにとって、ゴルフに取って代わる“マストハ

ブのアメニティー”になっている。 1980 年代のプール、1990 年代のフィットネス・

センターに続いて、現在ではホテルやリゾートはスパ一辺倒だ。 郊外のホテルでは、

地元の顧客の強力な利用により採算の良い事業となっている。 世界ではホテルとリゾ

ートのスパの数は 11,489で、世界のスパの 16%を構成する。（Global Spa Economy 2007） 

Stanford Research Instituteのレポートは、世界のスパ業界の規模を $254.7bnと推定して

いる。 この推定は、 $60.3bn のスパ事業と、$194.4bn のスパ間連産業と、$106bn の

スパが関係するホスピタリティーとツーリズムでもって構成されている。 米国では

1999年から 2004年の間に年平均 21%の成長を達成した。 2005年には +9%、2006年

には +13%と成長が低下し始めているが、それでも年に 16,000ものスパが増加している。

（International Spa Association） 何故スパなのか？ 

・ スパ付きの豪華ホテルの ADRは、スパ無しのホテルよりも +$70も高くなっている。 

・ 休暇でゴルフする顧客よりも、スパを訪れる顧客の方が 2倍も多くなっている。 

・ 富裕旅行者の 58%が、“フルサービス スパ”を彼等のホテル／リゾートの必須のア

メニティーとして求めている。 

・ 旅行社は、スパが彼等の顧客の最も重要な休暇計画の選好要素だと言っている。 

・ 米国で建設中の豪華／アップスケール宿泊施設プロジェクトの 40%がスパ施設を保

有している。 これに反して、既存のホテルでは 27%しかスパを所有していない。 

それ以上に、ホテルやリゾートは、スパ事業を戦略的なプロフィットセンターとして捉

えている。 PKF Hospitality Researchによれば、2005年から 2006年の間に、全ホテル

のスパ収入は、有効客室当たり $2,886から $3,166に上昇した。 この間のホテル総収

入は +8.2%増、スパ以外のオペレーションからの収入は +5.9%増であった。 

そして、ほとんどのホテルは、特定ブランドとのタイアップ提携を行っている。 Wは、
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スパのパワーハウス Blissと提携し、健康増進とフィットネス プログラムへの幅広い展

開を試みている。 Hiltonは、L’Occitaneプロダクトと提携し、Starwoodは、ホテル ブ

ランド毎に異なるスパ ブランドを開発し、InterContinentalは、LaPrairie and Elemisと、

Wyndhamは Blue Harmonyスパとそれぞれ提携している。 

業界のエクスパートは、スパ人気の高まりは、ライフスタイルの変化に起因していると

言っている。 慌ただしい時間に追いかけられている人々は、健康と家族の幸せの為に

健康に気を配り始めている。 男性の 30%が、今ではスパ利用を利用している。 そし

て、この比率は、間もなく 40%を超えるだろう。 10 代のスパ利用も増加している。 

ホテルやリゾートは、各世代に相応しいスパ トリートメントを開発しなければならな

くなっている。(DTW, 8/6/2008) 

 

（８）ラドブルックス  減益  

英国ブックメーカー最大手 Ladbrokes が、半期の利益を 前年同期の +£154.4m から 

+£126.7mに減益させた。 収入は、£586.9mから £614.8に増加した。 富裕顧客から

の収入の減少が減益の最大の原因。 オンライン賭博部門は、収入増 +19.4%の £86.6m

を達成し、安定的な利益 £26.2mを計上した。(FT.com, 8/7/2008) 

 

（９）ドバイがシルク・ドゥ・ソレイユを買収した  

ドバイの 2社（Dubai Worldの投資部門 Istithmar Worldとディベロパーの Nakheel）が、

Cirque de Soleil（1984年にカナダで設立したサーカス中心のエンターテイメント集団、

及びそれを管理する会社）の 20%を買収した。 Nakeelと Cirque de Soleilは、ドバイ

の Palm Jumeirahに 1,800席の劇場を建設する。 昨年ドバイで 1ヶ月間 Nakheelの Ibn 

Battuta Mallで興行した Cirque de Soleilの“Quidam”は、大人気で 100,000人の入場者

を獲得している。(channlenewsasia.com, 8/7/2008) 

 

（10）タプコープ（豪）14年間で初の欠損計上  

豪州最大のゲーミング企業 Tabcorpが、ビクトリア州におけるスロットマシン運営ライ

センスの大幅な評価損の計上で、会社設立後 14年間で初の欠損▲A$165mを計上した。  

前年は +A$450mの利益計上であった。 賭博税の値上げと禁煙法とウマのインフルエ

ンザの流行が決算に影響を与えた。 また下半期では、利子と生活費の上昇が可処分支

出を減少させ、賭博収入に影響を与えた。 Tabcorpとライバル企業の Tatts Groupは、

2012年までのスロットマシン 27,500台の 2社独占権を保有していたが、Victoria州政府

は 4 月にパブとレストランにおけるスロットマシンの運営を許可した。 Tabcorpは、

州政府を相手に損害賠償の請求訴訟を開始した。 この影響で、評価損▲A$488mの計

上を余儀なくされた。 同時に、賭博事業の評価損▲A$194m も この決算に計上され

ている。(FT.com, 8/7/2008) 
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 その他   
 

（１）米国では、個人の犯罪歴がインターネットで検索出来る  

先月、サクラメントの PeopleFinders 社が、個人の犯罪歴を無料で閲覧出来るサイト

CriminalSearches.com を立ち上げた。 このサイトは、広告を掲載して事業を営むビジ

ネスモデルを採用し、全米 50 州と 3,500 のカウンティーの犯罪アーカイブを通じて個

人名によるその人の犯罪歴（交通違反までが含まれる）の検索を可能にしている。 更

には、特定地域で逮捕者が出たり、犯罪暦を有した人が移り住んで来たりした時には

e-メールで知らせるサービスまで実施する。 個人のプライバシーの問題はどうなるの

か？という問題が有るが、この種の個人情報がインターネット上を行き交っている。 

PeopleFindersは、セキュリティー対策上も必要だと言っている。 司法省は、犯罪歴の

開示が悪い方向に使用されていないか調査したが、支持政党などの政治に関する個人情

報を流したサイトへの注意をしたにとどめている。(nytimes.com, 8/3/2008) 

 

 
Bryce Lane, president of PeopleFinders, which offers a free service that uses government records to let users check 

on others’ backgrounds. He says it can contain errors because governments vary in their updating of digital archives. 

 

 

 

編集後記  
 

 

AA 航空が メタサーチの Kayak に離縁状を突きつけた。 AA が思う通りに Kayak が

AAを販売してくれないというのが この三行半を突きつけた理由だ。 
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AA は、Kayak が  AA.com の運賃のリスティングの優先順位を  Orbitz.com や

CheapTickets.comのオンライン旅行社（Online Travel Agency = OTA）のそれよりも低く

し、AA便を選択した顧客を AA.comにでは無くて それ等の OTAに送り込んでいるの

は、契約違反だとクレームしている。（Orbitzと CheapTicketsは Kayakの提携先） 

 

そして、そのために AA は、Orbitz や CheapTickets に対して 本来は支払わなくても済

む流通コストが発生してしまい 損害を被っていると主張している。（AAは損害賠償を

請求する裁判を起こしている。） 

この出来事は、サプライヤーと仲介業者間の微妙な関係（サプライヤーにとって、ある

時は販売協力者であるが、ある時は流通経費コストが嵩む目の上のタンコブ）を浮き彫

りにしている。 

 

この AAのケースには、以下の 2つの疑問が存在する。 

１）果たしてサプライヤーは、AA のような再販売価格維持行為もどきの 仲介業者に

対する“売値”や“売り方”までを規制することができるのだろうか？ 

２）景気が後退局面に入っている現在、量販店を敵に回してしまって 果たしてサプラ

イヤーがこの時期 喉から手が出るほど欲しい“量”を稼ぐことができるのだろう

か？ 

 

ある業界紙は、家電メーカーに例えてこう解説している 

「どのメーカーも、小売店に対して自分の商品を、特定の陳列棚にしか置いてはいけな

いなどとは言える訳が無いし、売り方や価格を規制することはできない。」 

「どのように売ろうとも、それは小売店の勝手だ」と説いている。 

 

同じ様な話が、数年前に InterContinental Hotels Group（IHG）と Expediaの間でも発生し

た。 この場合は、Expediaが、IHGが決めた販売スタンダードを受け入れて 同ホテル 

グループのインベントリーの取り扱いを可能にした。 Expediaは、世界に 60万室近く

の世界最大のホテル客室インベントリーを保有する IHGを失いたくなかったのだろう。 

—— サイトの品揃えの為にも —— 

一方、IHGは、ホテル好況期に支えられた“売り手サイド有利”の状況を梃にすること

ができたので買い手に対して強気の駆け引きをしかけられたのだろう。（でなければ

IHGだって、世界最大の OTAを敵に回すことはできなかったのではなかろうか。） 

 

確かに、この業界紙が言っているように、AAは Kayakに対して「ああせい、こうせい」

等とは指図できない筈だ。 しかし、AA が どの流通に自身のインベントリーを流す

かは、AA の勝手ジャないか。 つまり、AA は、嫌ならば Kayak からインベントリー



情報 335 平成 20年 8月 11日 - 28 - TD勉強会（Ithaca, N.Y.） 

を引き上げれば良いだけの話ではないのか。（事実 AAはそうした。） 

だが ここでは、Kayak を袖にして 果たして売り上げ減少を招かないのか？ というこ

とが AA にとって大きな問題となる。 ましてや景気の低迷で 人々はより格安ディー

ルを求め、サプライヤーの商品の売れ行きには翳りが見られるので 現在は“買い手サ

イド有利”な状況となっている。 AAは、そんな状況下であっても AA.comや他の OTA

での AA売りによって、Kayakの販売分を補填できる（つまり減収回避できる）と踏ん

だのだろうか・・・？ 

 

“売り手”と“買い手”の駆け引きは、いつも尽きることがない。 そして、サイクリ

ックな市場で振り子がどちらかに振れる度に、どちらかのサイドが より有利となるよ

うだ。 しかし、最近は インターネットによるオンライン流通の出現が、サプライヤ

ーと仲介業者の関係を複雑化している。 （H.U.） 
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