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nytimes.com, 6/28/2005 

1. Convenience, But Not For Everyone 

 障害者に対する航空会社のサービス 

 

AA 航空の PHL 空港のチェックインカウンターで、Peggy Elliott（Grinnell, Iowa の弁護士）

は、小一時間、順番待ちの列に立ちんぼうを余儀なくされている。 ビジネス旅客が、長

い列を尻目に、チェックイン キオスクに真っ直ぐ向かって行ってしまうが、彼女は、キオ

スクを使えない。 目が不自由なのだ。 
 

 

Peggy Elliott, who is blind, would like the airlines to add Braille or voice activation to self-service kiosks so that she could 

use them. 

 

チェックイン キオスクや Web 予約システムは、旅行業界が、顧客の利便性を向上出来る

として、その設置を増やし、積極的にプロモートしている新しいテクノロジーだ。 しか

し、それらの機器は、障害をもつ旅客には配慮された作りとはなっていない。 
空港や、ホテルのキオスクは、モビリティーや視聴覚に障害を持つ人達には、使用が困難

な物になっている。 また、注意深く作られている Web 予約システムを除いて、殆どのオ

ンライン予約システムは、スペシャル スクリーン リーダーを使わなければならない視覚

障害の人達には使えない。 
 

全米で、5 人に 1 人の人が、何らかの障害を持っている。 この人達の中には、930 万人の

視覚或いは聴覚の障害を持っている人達を含んでいる。 一般的に考えられているより、

ヨッポド多くの人達が障害に悩んでいるのだ。 
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“障害者に優しい旅行”の雑誌「Emerging Horizon」の編集人 Candy Harrington は、「基本

的には、航空会社やホテルは、障害者用向けに機器を作っていない」と、言っている。 「旅

行産業の人達は、出来るだけ多くの人達に利用してもらいたい、と言っているけれども、

実際はそう言う風にはなっていない」と言っている。 
 

例えば、チェックイン キオスクを視覚障害者が使用出来る様にするためには、Braille reader
（点字読取装置）か、音声プロンプトを付け加えるための、コストがかかる改修が必要に

なって来る。 この代替として、航空会社やホテルは、ロビーエージェントを置いて、障

害者の人達のヘルプを行っていると言っている。 Peggy Elliott の場合は、まさに、AA 航

空のエージェントのヘルプを必要としていたのだ。 
 

四肢麻痺の障害を持つビジネス旅客の Rick Dagostino（West Barnstable, Mass.の、身体障害

者用の支援機器を作っている R. D. Equipment の社長）の場合も、新しいテクノロジーに“置

いてけ掘り”にされている、と思っている 1 人だ。 彼の好みのサイト Expedia は、身体

障害者用の客室の予約を受け付けない。 「予約をする前に、障害者用の部屋が利用でき

るかを電話で確かめなければならず、それは、四肢が麻痺している自分にとっては、大き

な手間となってしまう」と、彼は言っている。 
Expedia は、その様な場合は、オンラインリクエストの“special request”蘭に、その旨記入

すれば、対応が出来るシステムを採用している、と言っている。 
 

障害者の支援団体は、Americans With Disabilities Act（ADA）或いは Air Carrier Access Act
を持ち出して、障害者が利用出来るキオスクや Web 予約のシステムの開発を迫っている。 

しかし、その効果は僅かなものに止まっている。 
カリフォルニア州の行政当局は、2010 年までに、障害者でも使えるシステムの導入を義務

付ける法案を検討しているが、ホテル業界から、改修にかかるコストが莫大になるとして、

大反対を受けている。 
 

Southwest 航空の Web サイトは、既に視覚障害者のための対応を取っている。 Global Hyatt 
Corporation の U.S. Franchise Systems により所有されている Microtel Inns & Suites は、最近

Web サイトの大幅改修を行い、視覚障害者用の予約を可能にしている。 そして ADA 基

準に従った客室のインベントリーを用意している。 
40 の豪華ホテルを運営する Fairmont Hotels & Resorts は、最近北米ホテルにキオスクを設置

する計画を発表した。 このキオスクには、 “robbing ambassador”コールボタンが取り

付けられている。 ロビーエージェントを、無線で呼び出す事が出来るようになっている。 
 

障害者への問題は、テクノロジーのアクセッシビリティー欠如だけではない。 航空会社
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は、人手を経るコールセンターでの予約や、チケットカウンターでの発券を、有料化して

しまっている。 そして、今後、ホテルが、人手による予約やチェックインを、有料化す

るかも知れない。 そうなると、人手の支援を受けなければならない障害者達は、ますま

す差別されてしまう事になる。 
 

旅行業界の、障害者への、一時凌ぎではなくて、恒久的な対応が望まれている。 ■ 
 
 
 
Forrester Research, 6/28/2005 

2. Videoconferencing Is Coming To The Desktop 

デスクトップ ビデオ会議 ビジネス旅客減少させる？（中） 

 

前週の情報 174 から続く、オンライン ビデオ会議に関するシリーズの 2 回目のレポート。 

これで、Forrester Research のレポートを終了し、次週の情報 176 で、Wainhouse Research の

「Usage Trends of Collaboration Technology by Business Travelers 2004」（シリーズ最終回）を

報告する。 
 
 

今日では、ビデオ会議は複雑ではなくなった 
 

ビデオ会議は、異なったマネジメント コンポーネントを使うマルチポイント会議を可能に

する。 
 

・ファイアウオールとビデオ会議のダイアリングの問題が、採用を抑制して来た。 
暗号データを毀損させずにファイアウオールを通過させた事と、ユニバーサル ダイアリン

グ プランの導入が、ビデオ会議を、IP マルチメヂア コミュニケーションの一画に位置付

けた。 状況は大きく変化し、複雑なプロセスは単純化されつつある。 
 

 

下図-1 のシナリオでは、エンドポイントは、会議室と IP と IP 携帯電話上の DSL/VPN の

デスクトップである。 ボーダーコントローラーと多地点接続装置（MCU=Multiple Control 
Unit）がマルチメディア会議を可能にしてくれている。 
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ステップ 1： 
リモートの社員が DSL で電話して来る。 ビジネス アカウント マネジャーが IP 電話で

電話して来る。 会議は、本社の会議室から始まっている。 
 

ステップ 2： 
IP の利用者のシグナルは、先ずボーダーコントローラーを通過しなければならない。 
ビデオ会議は、暗号化されたデータを毀損する事なしにファイアウオールを通過させ、ダ

イアリングの単純化を可能にする。 
 

ステップ 3： 
MCU が、ネットワーク対する、通話認証と非認証および回線容量を管理し、アクセスを

コントロールする。 MCU は、会議に参加するマルチ会議ユーザーや、音声ユーザー、

データユーザーを、SIP プロトコルによって、束ねて相互に接続させる事を可能にした。 
 
 

 

図-1 

Multiple Control Unit 
多地点接続装置 

情報 175（平成 17 年 7 月 8 日）  TD 勉強会 5



・IP の幅広い採用が、マルチメディア コミュニケーションのコスト効率を改善している。 
IP 以前は、コスト高の ISDN サービスを使用せずには、外部の企業に、“ビジュアリー”に

リーチする簡単な方法は存在しなかった。 現在は、ファイアウオールの通過能力と、通

話の為の共通のナンバリング プランの保有により、マルチメディアのコミュニケーション

は、特定のビジネスの内部環境だけに閉じ込められないで済む様になった。 各種のネッ

トワークからのマルチメディア サービスは、シングル プラットフォームに結合される事

が出来る様になった。 （図-2 参照） 
 

 

図-2 

Public Switched 
   Telephone Network 
公衆交換電話網 
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さしあたってのビデオ会議採用を妨げる問題への挑戦 
 

IP と ISDN の使用により、企業（organizations）は、企業内部のビデオ会議のクオリティー

を維持している。 そして、今日では、ユーザーは、同じ高いクオリティーの IP 会議を、

顧客、提携先、或は企業外のその他との会議に使用したがっている。 しかし、それには、

幅広い採用を拒む、以下の幾つかの問題への挑戦が必要。 
 

（１）依然として、ビデオ会議は高くつく 
コストは下がって来ている。 安い機器投資に加えて、IP は、分当りのチャージが存在し

ないし、ビデオの為の ISDN 専用回線の代りに、回線容量をダイナミックに配分する。 し

かし、ユーザーは、以下の IP 関連コストを考えなければならない。 
① ネットワークの IP 対応 
② QoS（quality of service）導入 
③ セキュリティー リクアイメントの強化 
④ ネットワーク管理とサポートの増加 
⑤ ビデオ会議室の機器装置（15,000 ㌦～30,000 ㌦） 

 
（２）デスクトップ会議・・・どんな時に使用する？ 
デスクトップ ビデオ コミュニケーション システムは、会議や交渉や契約の最終化などの、

企業の幹部の高いコストが掛かる出張を代替してくれる。 しかし、このメリット以外に、

企業がデスクトップ会議を考える時には、幾つかの疑問が発生する。 何時このデスクト

ップ会議が必要なのか？ 情報ワーカーは、これを必要としているのか？ デスクトップ

会議の何の付加的機能が、情報ワーカーの生産性を上げているのか？ と言う幾つかの疑

問が生じる。 人と直接会って話をする事は素晴らしい事だが、それは財務的にジャステ

ィファイされる事なのだろうか？ 
企業は、新製品や、新しいプロシージャーのデモ、コラボレーションの診断への参加、カ

リスマ的スピーカーの演説の視聴、ビジュアルが情報提供の鍵となる議論への参加、等へ

のビデオ会議の利用を考えるべきだ。 
 

（３）リアリズムのファクターは、まだ現れていない 
ビデオ会議のベンダーは、“まさにその場に居る”状況を作り出すと言っているが、殆どの

ベンダーは、そのような自然なプレゼンスを提供出来ないでいる。 多くのビデオ会議ベ

ンダーは、彼等のソリューションの中に、これを加えているが、しかし、その結果はヒド

イものである。 しばしばビデオと音声が完全に同期が取れず、カラーがお粗末で、揺れ

る画面は煩わしく、話し手の顔写真を映した方がマシなくらいだ。 高画質ビデオ会議が、

この問題への取り組みを開始するだろう。 
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（４）ビデオ会議の普及には、プラクティスと学習が必要 
多くのビデオ会議参加者は、カメラの前での積極的な発言に慣れていない。 また他の人

達は、カメラに映し出された自分達を見るのに居心地が悪い感情を持っている。 若い人

達は、容易に適合している様だ。 彼等は、ビデオを、生活の自然な一部と考えている。 
 

（５）過去の経験が、先入観を形成してしまっている 
ユーザーは、ビデオ会議は、①使用するには複雑、②事前の準備やリハーサルが必要、③

品質の悪い映像、④音質の悪さ、等の以前の余り良くない印象を継続して持っている。 実

際に参加させて、より効率的な仕事の助けとなる品質の良いビデオ会議を、彼等に実感さ

せる必要が有る。 
 
 

RECOMMENDATIONS 
コラボレーション ツールとして、ビデオ会議を真剣に考慮する時代が到来している 
 

(ア) 成功しているビデオ会議をフォローしろ 
ビデオ会議が効果を生じるであろう領域、例えば、医療診断のクオリティー、販売達成の

スピード、交渉での成功、などの領域を分析して見る必要が有る。 
 

(イ) 間接費の削減の為にビデオ会議を採用しろ 
フェイスツーフェイスの会議を補完する為にビデオ会議を使って見ろ。 そして、予算を

食いつぶし、社員の生産時間を減少させてしまう、コストの高い出張の必要性を減らせ。 
 

(ウ) ビデオ会議のコストを理解せよ 
高い信頼性の画像と音声品質を伴ったデスクトップ ユニットにと 7,000 ㌦に加え、月間

300㌦～1,000㌦のネットワーク コストが必要になる現実を、正しく理解する必要が有る。 
 

(エ) 直ぐにでも、ビデオ会議へのシフトを計画せよ 
今後 2 年～4 年の間に、幹部と情報ワーカーのデスクトップで、ビデオ会議を使える様に

準備せよ。 交渉、新製品の機能の説明、顧客のサプライヤー役員への紹介、等にビデオ

会議を使用させろ。 特に、良く出張する役員や、その他のワーカーを優先させて、試験

的なビデオ会議に参加させろ。 

 
(オ) マルチのコミュニケーション様式と共に会議システムを選べ 
ビデオ会議、WEB 会議、シングルユーザー体験としての IM（Instant Messenger）の様な、
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異なったコラボレーション エレメントの中での統合を考えて、会議システムを選択せよ。 
 
 

WHAT IT MEANS 
HIGH DEFINITION VIDEOCONFERENCING WILL SPUR THE MARKET 
 
高解像度ビデオ コミュニケーションにより、会議ユーザーは、明確なイメージと忠実な音

声が、実際の臨場感に等しいものを提供する事を体験するだろう。 
5 年以内に、ビデオ会議は、情報ワーカーや、企業で働く以外のその他の人々の、デスク

トップの一部になるだろう。 
価格は、手頃のものとなり、より高い品質は、ボディー ランゲッジや、顔の表情の感知を

可能にし、ユーザーは、このテクノロジーが、簡単に使用出来る事に気が付くだろう。 
デスクトップ ビデオ会議を、アドホック ベースで使用する事は、より優先される手段と

なるだろう。 ビデオ会議のプロセスは、誰かの電話番号をダイアルする、或は e-メール

するのと同様に、相手を見る事が出来ると言うオマケ付きで、速くてシンプルなものとな

るだろう。 
 

Forrester Research 「Videoconferencing Is Coming To The Desktop」 以上   ■  
―― ビデオ会議シリーズ 来週号 情報 176 に続く ―― 

 
 
 
DTW, 7/5/2005 

3. GDS Users Take Heed：Farelogix, PASS Bring New Offering To Table 

フェアロジックス、PASS の新流通オプション 

 

Farelogix と PASS Consulting は、GDS の依存の減少を欲しているサプライヤー･旅行社･法

人に、両社のシステムを統合した、ローコストの、新しいオファリングを提供する。 
 

このオファリングは、Farelogix の FLX Distribution Manager と呼ばれるプロダクトと、PASS
のフロントエンドと、Virtual Travel Organizer（VTO）と呼ばれている GUI を結合したもの

だ。 そして、スーパーPNR を伴った一つのアプリケーションで、ネイティブな GDS コ

マンドによる、マルチのサプライヤーの予約とインベントリー管理の実施を可能にしてい

る。 Farelogix/PASS は、旅行社や法人ユーザーに、４GDS へのアクセスと予約を、Web
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コンテントとプライベートフェアーのアクセスや、サプライヤーへのダイレクトコネクシ

ョンでもって補完する。 
 

Farelogix/PASS は、このソリューションを、GNE とは位置付けていないが、ユーザーの、

マルチの旅行ソースへのアクセスと、そのインベントリーの予約および管理、そして彼等

が保有しているサプライヤー リレーションシップズに則った、カスタマイゼーションを可

能にしている。 
 

Farelogix の CEO Jim Davidson（元北米 Amadeus 社長）は、このソリューションを、「幾種

類もある旅行ソースからのトータルのコンテントを、独立したポイント オブ セールに統

合する、独立した旅行流通モデル」と説明している。 
今までは、Farelogix は、コールセンターや、Sabre インベントリーと AC、CanJet、WestJet
のコンテントを統合させる予約アプリケーションを提供する、コンソリデーターとアグレ

ゲーターを、主たる事業として来た。 顧客には、American Express Canada, Navigant 
International Canada, Carlson Wagonlit の各社を含んでいる。 
 

PASS は、全世界に 650 人の社員を持ち、4GDS･Pegasus Solutions･Travel Weekly を親会社に

持つ Northstar Travel Media（ホテル コンテント）と、ダイレクト コネクトを保有してい

る。  旅行業のコンサルティング会社でもある。 PASS の顧客には、Amadeus e-Travel, 
Worldspan の Trip Manager, Cendant の Travelport, Omega World Travel, MSC Cruises, Brendan 
Worldwide Tours, Thomas Cook, Royal Caribbean, LH 航空を抱えている。 MTS は、VTO を

使用している。 
 

UA 航空は、1 月に旅行社や法人顧客を呼んで、GNE の説明会を開催した際に、彼等に、

ITA（1U）や G2 の GNE に加えて、Farelogix の使用を奨励している。 そして、それ等の

GDS 以外の予約に対して、予約当り 5 ㌦のインセンティブの支払をほのめかしている。 
 

Davidson は、「メジャーは、ブッキング フィーを含めて、Farelogix 経由で、旅行社に 6 ㌦

を支払うと言っている」、「Farelogix のブッキング フィーは 1 ㌦～1.5 ㌦なので、残りが旅

行社のインセンティブと言う事になる」と、語っている。 航空会社は、伝統的な GDS
では利用出来ないコンテント（例えば Web 運賃）や、インセンティブの支払、ないしは、

ネット運賃の提供と言う“人参”で、旅行社を、GNE や Farelogix の予約に誘導し様とし

ている。 GDS への支払は、旅行社に支払われるインセンティブを含めて、平均 12 ㌦な

ので、大きな違いが有る。 G2 のブッキング フィーは、定価は 3 ㌦であるが、片道の場

合や、年間最低予約量を契約したキャリア（G2 の極マイナーな株主でもある）には、値引

きが存在する。 
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Farelogix は、CO 航空と、プロタイプのダイレクト コネクトを有している。 そして、UA
や AC とダイレクト コネクトの契約を準備中の他、AirTran, NW, DL, SQ, Emirates と協議が

継続されている。 Farelogix は、25 人の社員を持ち、新たに販売チームを雇用し、3 月に

は、Sandler Capital Management から、600 万㌦（6.6 億円）の Series C ファンディングの資

金を調達している。 
 

Farelogix/PASS は、“旅行社は、新しい流通チャネルに向かい、伝統的 GDS の使用を減少

させているけれども、『GDS は消滅しない』”と言う、基本的な考え方に成り立っている。 

この様な環境下では、旅行の販売者（travel sellers）は、多くのソースの契約と予約を管理

するツールを必要としている。 
 

Farelogix/PASS がターゲットする顧客は、American Express の TravelBahn や Carlson Wagonlit 
Travel の Symphonie の如くのフロントエンドを保有しない、異なる複数のインベントリー 
ソースへのアクセスを希望している、法人旅行を取り扱っている旅行社群である。 
この様な旅行社群に対して、FLX プラットフォームは、プロダクティブ リクアイアメン

ト（予約クオータ）にミートする為に、1 若しくはそれ以上の GDS 経由の、例えば、最初

の 10,000 予約の作成を、セットアップ出来る様になっている。 またシティーペアーや優

先キャリア別に、予約を集中させる事も、出来る様になっている。 
サプライヤー側に取っては、FLX/PASS ソリューションはポイントオブセールで、『値引き

の真中座席』とか『＋50 ㌦のアップグレード』等の、きめ細かなコンテントのカスタマイ

ズが出来る様になっている。 ■ 
 
 
 
nytimes.com, 7/3/2005 

4. O.K., Japan Isn’t Taking Over The World. But China…. 

日本を叩いたら、今度は中国が伸して来た・・・・ 

 

日本の途方も無い経済的膨張に苦しめられてから、20 年も経っていないと言うのに、今度

は、中国の新しい経済的脅威に、アメリカの重要な戦略的インテレストが脅かされている。 
1990 年代になって、アメリカの景気が回復し、日本ではバブルが弾け、日本経済が世界を

席巻してしまうと言う恐れは、消滅した。 
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しかし、今日では、中国が、米国長期国際の安定的購入は勿論の事、それに加えて、Unocal
社から Maytag 社まで、全ての米国企業を買収してしまう程の勢いだ。 1980 年代に日本

の脅威論をブッタ多くの米経済界をリードする人達が、今度は、中国が、より大きな、よ

り複雑な難問を、米国にぶつけていると、警鐘を鳴らしている。 
 

中国は、今後 50 年で、経済力と軍事力で、世界一の超大国になる可能性を秘めている。 そ

して、この国は、日本と違って、無条件の同盟国（unconditional ally）ではない。 台湾か

ら中東諸国に及ぶ戦略的関心も、米国のものとは異にしている。 中国の急成長は、エネ

ルギー資源の問題一つをとっても、米国に際限ない緊張感と居心地の悪さを与えている。 
 

例えば、米国政府が、China National Offshore Oil Corporation の Unocal 買収をブロックした

ならば、米国が望まない、ロシアやイランとの同様な商談に、中国を追いやってしまう事

になるだろう。 中国との関係は、より複雑で、地政学的な幅広さを持っている。 
 

1980 年代に、日本の米経済侵略に対する警戒を唱えた Clyde V. Prestowitz（レーガン政権時

の貿易交渉官）は、「米中間は、米日間よりも、明らかに双方の利害が相反する（アンビバ

レント）」と主張している。 
 

クリントン政権時の労務長官を務めた Robert B. Reich は、「日本の大きな投資は、アメリカ

を脅かす事にはならなかったが、今日の、中国の、潜在的戦略資産である Unocal の如くの

買収は問題になり得る」と語っている。 彼は、「日本の米資産の買収を妨げる理由が無い

のと同様に、Unocal の中国買収を禁止する事は出来ないが、2005 年の、現下の政治的環境
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を考察すると、その買収のもたらすマイナス面の真剣な検証が必要だ」と言っている。 
 

しかし、経済的、政治的、軍事的の問題に加えて、1980 年代の米日関係と、最も大きな違

いは、米国が中国の成功に、既に大きく関わっている、と言う事だ。 
当時の日本の成功は、米国の失敗によりもたされた面があると見られても致し方ないが、

今日のアメリカのビジネスは、中国が、経済で成功するために支援しつつある。 何故な

らば、米国は、既に多くを中国で所有しているからだ。 「日本では、外国企業が、日本

企業を実質的に買収する事は不可能だった」、「中国では、皆来いである」と、Prestowitz
が語っている。 「アメリカの企業は“中国ロビー”であり、“アンチ中国ロビー”ではな

い」、と彼は言っている。  
 

勿論、中国との相互依存関係を訝る人も存在する。 George Mason 大学の Public Policy 
の教授 Susan J. Tolchin は、米国のテクノロジー企業への中国投資に反対で、「経済的独立を

失えば、アメリカは、外交政策の自由な立案までが、出来なくなってしまう事になるだろ

う」と言っている。 
 

誰しもが、中国が、共産国家から、拡大する資本を携えて、市場経済のグローバル システ

ムに従った繁栄国家へ脱皮する事を望んでいる。 そして、安定的に米国長期債を購入し

てくれるのであれば、米国にとってこんなハッピーな事は無い。  
 

「今日では、米国にとっての最大のリスクは、中国が成功して経済大国になることではな

くて、それに失敗してしまう事だ」と、Prestowitz が語っている。■ 
 

中国 CNOOC の CEO、Fu Chengyu は、同社の 185 億㌦（2 兆 400 億

円）に上る Unocal 買収（all-cash offer）は、Chevron の stock-and-cash
ディールよる買収よりも、価格が 20 億㌦も上回り、Unocal の株主に

とっては、最も有利な提案だと主張している。 CNOOC は、買収後

も、Unocal が取り扱う米国の全ての石油とガスを、米国国内で販売

することを約束し、中国企業の Unocal 買収に対する米国の懸念払拭

に全力を上げている。  
連邦議会 下院は、6 月 30 日、333 対 92 で、ブッシュ政権に対して、CNOOC による Unocal
買収のブロックを要求する、強制力の無い決議案を賛成多数で可決した。（AFP, 7/6/2005） 
 
 
 

TD 勉強会、7/5/2005 
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5. Opportunities Arise For Outbound, Domestic China Travel 

 中国ツーリズムの現状 

 

これは、DTW, 6/28/2005, 6/30/2005   FT.com, 6/30/2005 などから、エッセンスを抜粋して、

TD 勉強会で編集し直したレポートである。 
 

中国ツーリズムの急速な成長 
中国のツーリズムが、急速に成長している。 2008 年の北京オリンピック、2010 年の上海

世界万博の、立て続けのビッグイベントの開催が、中国のツーリズムのブームに拍車をか

けている。 そして、来年 1 月からの、WTO（World Trade Organization 世界貿易機関）と

約束した、旅行業の一層の市場開放も、現実のものとなって来ている。 
 

中国は、長い間、旅行業を国営化し、外資導入を排除して来た。 そして、自国民の国内

旅行までを規制して来た。 外国人ツーリストを受け入れ出したのは、ソビエト経済体制

の継承に別れを告げ、西側諸国との関係をノーマルなものに改善した、1978 年に遡る。  
 

それが、4 年前の WTO 加盟をターニングポイントとして、中国が、外資導入を加速し、

市場経済への道を急速に歩み出すと、ツーリズムに関する規制も、大幅に自由化され始め

ている。 旅行社やツアオペは民営化され、国内旅行や外国人ツーリストに対する制限も

撤廃され、VISA の取得は勿論、その延長手続きも簡便な容易なものに変更された。 今

では、マルチの 1 年間有効の VISA が発給されている。 過去 18 ヶ月間で、中国と Approved 
Destination Status アグリーメントを保有している国は、倍増した。 
 

自由化が進展しているからと言って、全てが自由化されて、門戸が完全に開放された訳で

はない。 中国でライセンスを取得した、米国唯一の政府観光局であるネバダ州の観光事

務所は､ギャンブルと言う言葉を使用した中国国内での宣伝展開を禁止されている。 この

ネバダ州観光事務所は、ファムトリップをオーガナイズして、中国旅行業界の主要な人々

を米国視察ツアーに招待している他、米国の旅行業界のエキスパート達を中国に連れて行

って、中国旅行業界のトレーニング セミナーを中国各地で開催する等して、米中間の双方

向ツーリズムのプロモートに努力している。 
 
 

インバウンド ツーリズム 
インバウンド需要は、昨年 4,180 万人と前年を＋27％上回る（情報 169、 FT.com, 5/20/2005）、 
成長を遂げ、今や中国は、イタリアを抜いて、世界第 4 位の外客獲得国となっている。 米

情報 175（平成 17 年 7 月 8 日）  TD 勉強会 14



ドルに固定化された中国通貨“元”の交換レートも、インバウンド需要増に貢献している。 

WTO（World Tourism Organization = 世界観光機関）は、中国は、2020 年までに、世界最大

のツーリズム デスティネーションとなるだろうと、予測している。  
 

中国のインフラ整備も急速に進んでいる。 新しい空港･高速道路・鉄道が至る所で建設さ

れている。 過去 3 年間で、50 もの新空港が建設され、長時間のバス旅行を余儀なくされ

ていた、中国大陸の旅行絵模様が大きく変更している。 ラクジュリーなホテルがドンド

ン建設され、外国人ツーリストを呼び込む 4 星ホテルが、方々で建設されている。 北京

では、オリンピックまでに、5 星ホテルが倍増すると言われている。 
 

インフラの整備に合わせて、航空路の整備も進んでいる。 中国政府は、最近、国内線を

運航する低運賃の民間航空会社（LCC）にライセンスを付与する政策を取り始めている。 
７月４日付の、香港経済通は、中国民用航空総局が、5 社目の民間航空会社「東部快線航

空有限公司」（上海ﾍﾞｰｽ）にライセンスを付与した。 設立準備期限は、2007 年 6 月 28 日

まで。 
 

中国に乗り入れている UA や CO 等の外国キャリアは、中国キャリアとの提携による中国

内陸部へのフィーダー便の運航を検討している。（OAG 上には、UA:CA､AA:MU の太平洋

線コードシェア便が見つかる） 中国企業との提携関係の模索は、航空会社だけに止まら

ず、旅行関連事業の全てのレベルで開始されている。  
 

中国全土に、10 年間で、75 以上のホテルの運営を計画している Marriott Lodging International
は、中国各地の Marriott ホテルは、外国人ツーリストの受け入れは勿論、地元ローカルの

中国人のための宣伝塔にさせたいと言っている。 ローカルの中国人に、Marriott のレス

トランで食事し、クラブでダンスし、ロビーで休憩してもらって、Marriott ファンになっ

てもらうことを、彼等は願っている。 インバウンドのビジネスを、アウトバウンドのビ

ジネスにも繋げる戦略を採用している。 
 
 

アウトバウンド  ツーリズム 
現在の中国の海外旅行需要（アウトバウンド）は、2 千 20 万人（下表）を数えるが、今後、

インバウンドと同様、急速な成長を遂げて行くと見られている。 アウトバウンド旅行は、

依然として、短距離の地域的な旅行が主体（香港とマカオで全体の半分以上）となってい

るが、今後、欧州を始めとする遠距離海外旅行が増加して行くと予想されている。 
 

レジャーのために自由に使える支出を持つ裕福な中間所得層は、過去 5 年間で＋60％増加
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している。 TIA（Travel Industry Association）の調査は、10 年以内に、海外旅行に金を出

せる中国人は、2 億 4,700 万人に達するだろうと予測している。  
WTO（世界観光機関）は、2020 年までに、中国は、世界第 4 位のアウトバウンド需要の

発生国となるだろと予測している。 
 

Most Frequent Asian Destinations 
Most Frequent International  

(Non-Asian) Destinations 
Hong Kong 6.4million  Italy 605,527  
Macao 4.4million  Russia 518,572  
Thailand 700,000  Germany 238,140  
Singapore 576,213  U.S. 157,326  
South Korea 479.589  Canada 83,730  
Japan 450,089  U.K. 68,000  
Malaysia 411,696  Europe 1.52million  

2003CY 20.2 million Chinese traveled abroad 
 
7 月 4 日の読売は、以下を伝えている。 
－ 中国の邵キ偉（ショウ・キイ）・国家観光局長はこのほど、中国の 2004 年の海外出国

者数がのべ 2,885 万人（前年比 43％増）に達し、アジア最大の「旅行者輸出国」にな

った事を明らかにした 
－ 中国では旅客数増に伴い、国内観光業界の昨年の海外旅行営業収入が、前年比＋75％

増の、約 184 億元（2,392 億円）に達している。 
－ 中国人旅行客の海外旅行でのショッピング支出は、1 人当たり平均 987 ㌦とされ、日

本を抜いて、既に世界のトップである、との調査結果も出ている。 
－ 各国の旅行業界は、中国人客の誘致に鎬を削る状況だ。 
 
 

外資企業の中国でのオペレージョン 
ホテルを中とした外資企業の中国展開状況は、次の通りである。 
 

 Marriott Lodging International は、1996 年から、中国でホテル展開を開始している。 そ

して、今後 10 年間で、75 のブランドホテルの運営を計画している。 （現在、この

半分以上のホテルが、営業を開始している。） 
 Starwood Hotels and Resorts は、27 のホテル プロパティーを展開している。 Sheraton

ブランドの、St. Regis, Westin, Sheraton, W, Four Points を展開している。 
 Cendant は、昨年に、二つの買収を行った。 ① 中国で幅広く活動している Gulliver 
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Travel Associates（英）の買収と、② 中国の e-ビジネス旅行グループ China Youth Tour 
Service の 40％の資本参加、の 2 つがそれである。 

 香港の旅行と不動産開発の Teda Travel Group は、最近、中国最大のタイムシェアー企

業 Teda Resort Alliance Developments のマジョリティーの株式を取得した。 この会社

は、中国タイムシェアー市場の 80%をコントロールしている。 
 欧州最大手旅行社の Tui（独）は、子会社 TQ3 を使って、ビジネス旅行社の買収を模

索している。 
 スイスの Kuoni Risen Holdings は、中国で､ホリデーツアーに特化している旅行社を物

色している。 
 
 

米中間 直行便 路線便数 
2004 年 7 月と、2005 年 8 月の太平洋米中直行便路線の週間便数（旅客便）は、56 便と前

年を＋14 便（＋33％）上回っている。 米東海岸からの中国直行路線の拡大が著しい。 
香港を含めると、97 便から 118 便に、＋21 便増便している。  
米中間航空協定は、2004 年 8 月に新協定が合意され、6 年間かけて、249 便までの段階的

便数拡大と、乗り入れ企業数を 4 社から 9 社に拡大する。 

 
 NYC CHI LAX SFO 合計 

 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

北京 4 11 7 7 7 6 7 11 25 35

上海 0 0 0 7 4 7 13 7 17 21

香港 13 13 7 7 14 21 21 21 55 62

合計 17 24 14 21 25 34 41 39 97 118

 
 
欧中間 路線便数 
現在20社の欧州連合諸国と中国の航空会社が、欧州15都市と、中国10都市の間を結んでいる。 

週間便数は、旅客便 226 便、貨物便 60 便。 便数で単純比較すると、欧中航空路は、米中航空

路の 6 倍強（旅客便）となっている。 

 

欧州連合は、便数拡大と、中国航空産業の外資規制（50％以下に規制、航空会社は 35％以下）

の撤廃を要求している。 そのために、欧州連合は、オープンスカイと欧中双方の外資規制の

完全撤廃を提案している模様。 欧州委員会は、今年中に、欧州連合加盟国の 22 の、中国との

2 国間航空協定を改め、協定に“欧州連合”を反映させる事を計画している。 ■ 
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Nytimes.com, 7/3/2005 

6. Were The Good Old Days That Good? 

 50 年前のアメリカンドリーム 現在は？ 

 

Sloan Wilson の 1995 年の小説「鼠色のフラノの背広を着た男」（“The Man in the Gray Flannel 
Suit”）の主人公 TOM RATH は、勿論、彼なりの問題を持っていた。 ストレスが高い慣

例への服従、継続した成功への上昇志向、郊外住宅地の隣人との表面的な付き合い、妻に

は語れない戦争の悲惨な経験、全てが、彼を悩ましている。 
 

しかし、TOM の様な、第二次大戦後 30 年間の殆どのアメリカ人にとっては、生活水準が

年々上昇して行く事が、当たり前の事であった。 給与は上がって行き、医療費や、ジョ

ブ セキュリティー、子供達 3 人の教育費については、全く心配する必要が無かった。 
 

それから50年経った2005年、Newton､Mass.の3ベッドルームのコンドミニアムに住むTom
と Marie DeSisto 夫婦は、「生活水準は上がっているの？」と聞かれて、「YES」と答えてい

る。 しかし、RATH 一家とはチョット話が違っているようだ。 
昨年、DeSisto 一家の収入は、U ターンして下がってしまったが、予期せぬ出費を辛うじて

ヤリクリし、何とか現状レベルの生活を営む事が出来ている。  
Tom DeSisto は、昨年 Verizon から早期退職を勧奨され、10 万㌦以上の年収を棒に振り、再

就職先の Newton 高校の 36,000 ㌦に、給与を下げられてしまっているのだ。 幸いな事に、

彼の妻のMarieが、Farminghamパブリック スクールのナーシング部長に昇進したために、

彼女の年収が 4,000 ㌦近く増えて、67,000 ㌦になったので、一家の所得の減少をミニマム

に押さえる事に成功した。 それでも DeSisto 一家の収入は、全米所帯収入の平均 53,000
㌦（583 万円）を、倍以上も上回る。 
 

RATH 一家が、収入を上げて、より広い家に住み、レジャーの支出を増やして行ったのと

は正反対に、DeSisto 一家は、Newton のコロニアル風 4 ベッドルームの一軒家を手放して、

狭いコンドに引っ越した。 そして、家の維持費と固定資産税を節約し、ダウンサイジン

グして、老後に備えている。 
典型的な 1950 年代の中流家庭の RATH 一家は、現代の DeSisto 一家よりも、高い生活水準

の暮らし振りを送っていたのだろうか？ 言い換えると、アメリカの生活水準は、実際に、

低下しつつあると言えるのだろうか？ 
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経済学者も、人口学者も、そして歴史家も、これを肯定しない。 結局は、生活水準なる

ものは、少なくとも見せ掛けは、大幅には、殆ど下がるものでは決してないのだ。 今日、

経済は成長しており、消費者支出は大きく上昇し、そして、インターネットから腹クウ鏡

手術にいたるテクノロジーが開発され、全ての世代が経験した様に、嘗ては経験出来なか

った様な、より良い生活が巡って来ている。 
 

 

しかし DeSisto 一家と同年代の人達は、50 年前に、RATH 家族がエンジョイした様な、一
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本槍の上昇カーブを、最早経験出来ない。 成長線は不規則なものとなっている。 実際、

生活水準を表す伝統的な指標である平均所得では、20 年間の僅かな上昇後、1995 年～2000
年にかけて大きく上昇し、過去 4 年間は、ゼロ成長に落ち込んでいる。 
 

持ち家は、記録的な勢いで伸びているが、子供を持った勤労者所帯など、一部のグループ

では、1970 年代の持ち家比率よりも低下している。 
 

「生活水準の満足度は、相対的に感知されるものである」と、南加州大学の経済史学者の

Richard A. Norton が語っている。 「借金が増加しても、他の家庭の借金が、略同じペー

スで増加しているのであれば、ネガティブ要因にはならない」と、語っている。 「2001
年からは、所得よりも、消費の増加率が＋40％も急速に上昇している事や、人々が、借金

を気にせずに、携帯電話を持ち、より大きな家に住み、車や HD 薄型 TV やデジタルカメ

ラを購入しているのは、このパリティー感で説明できる」と、彼は言っている。 
ギャロップ世論調査によると、10 人中 9 人のアメリカ人が、「現在の生活水準に満足して

いる」と、回答している。 しかし、一方で、25％の所帯が、「支払いが何時出来なくなる

か、いつも心配している」と言っている。 これは、1990 年の 21％よりも増えている。 
 

所得以外の物差しで生活水準を計って見ても、芳しい結果は出て来ない。  
30 年前には無料であったパブリック サービスが、有料化されている。 グランド キャニ

オン国立公園さえ有料化している。 公立学校は資金集めを始めている。  
 

教育レベルでは、連邦政府が実施する、全米の学力試験（9 歳、13 歳、17 歳の学力試験）

の成績は、1980 年代よりも僅かながら上がっているが、学校間較差が、異常なほど顕著に

なっている。 殆どの米国家庭が、優良校に子供を通わせたい為に、その学区内に在る、

どんな家でも無理をして購入している。 平気点からの偏差値平均が重要な学校選定基準

値となっている。 
 

平均寿命を用いると、アメリカ人の寿命は、延びているが、フランスに追い抜かれてしま

っている。 日本人 80.5 歳、仏 78.5、独 77.5、米 76.5 と、日独仏の 3 国よりも短い寿命

となってしまっている。 幼児死亡率でも負けて、アメリカ人のホールマークであった、

身長でさえ、今では 6 フィート（183 ㎝）を下回り欧州に追い抜かれてしまっている。 
肥満は、過去 15 年間に、アメリカ成人の 30％に拡大し、年間医療費 700 億㌦（7 兆 7,000
億円）の増加要因となっている。  疾病の増加が、折角の医療技術の進歩を、相殺して

しまっている。 
 

良いニュースは、アメリカの生産性が向上していると言う事だ｡  理論的には、生産性が
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上昇すると、回りまわって、労働者の所得が上昇する筈である。 
この関係は、TOM RATH の場合に見て取れる。 1940 年代から 1973 年にかけて、アメリ

カの生産性は、年率＋3％で上昇した。 TOM の所得も、これに連動して増加した。  
 

しかし、1970 年中頃から 1990 年中頃までの間は、＋1.5％以下に低迷し、この間の平均所

得を、殆ど上げることが出来なかった。 1995 年からは回復し、2000 年までの間は所得も、

再びスマートに増加した。 しかし、それ以降の説明を、どうしたら良いのか、経済学者

を困らせている。 
2000 年以降の平均所得（インフレ調整後）が、各年、より低下し始め、継続した力強い生

産性の上昇は見られるものの､殆ど所得の上昇が止まってしまったのだ。 
 

労働への分配は、歴史的には、総パイの 60％～65％であったものが、過去 5 年間で、この

レンジ幅の最下部にへばり付いてしまっている。  
Northwestern 大学の経済学者 Robert Gordon は、「富の配分が、高所得者層に偏りつつある」

と、指摘している。 彼等は、ストック オプション、配当、特別ボーナス、等により大い

に潤っているのだ。 大戦後の 20 年間は、①強力な組合、②貿易規制、③移民の低下によ

り、所得の不均衡な配分の発生は少なかった。 ところが、現在では、この 3 つが、全て

逆転してしまっている。 つまり生産性向上からの、労働者への富の配分が、最低線に落

ち込んで、そこに止まってしまっている。  
 

上昇しない生活水準と言う問題に加えて、生計を営んで行く事が、ストレスフルな社会と

なっている。 TOM RATH の時代には、当たり前と考えられていた、ジョッブ セキュリ

ティー（雇用の保証）が崩れ始めている。 「人々は、ニュー エコノミーと自己改革の必

要性を語っているが、殆どの人達のセキュリティーは低下している」と、プリンストン大

学のノーベル賞受賞経済学者 Daniel Kahneman が語っている。 
65 歳に近づいた人々の退職後の所得は、彼等の両親のレベルよりも確実に低下している。 

確定給付型年金から、401K 型年金にシフトしている事が影響している。 Urban Institute の
予測によると、退職後の所得は、退職給与の 93％から、次世代は、80％に低下する。 反

対に、65 歳以上の労働人口は、1995 年 12％であったものが、14％に拡大している。 
 

要するに、所得･健康･教育･退職後の所得･ストレス全ての面で、RATH 一家よりも DeSisto
や、その他の現代の人達の生活水準は、確実に低下しているようだ。 彼等は、自分達の

子供の時代のアメリカ生活水準は、今よりも、更に悪化していると予想している。 ■ 
 
 
 

情報 175（平成 17 年 7 月 8 日）  TD 勉強会 21



7. 其の他のニュース 

 
 旅行流通  
 

（１） オービッツ、ホットワーヤーのオペーク使用中止 来年から 
Orbitz は、来年 1 月 1 日から、Hotwire のオペーク インベントリー販売を取り止め、その

代わりに Pegasus のオペーク プロダクトを販売する。 
それに加えて、Orbitz は、Pegasus が所有している Travelweb に参加している Hilton, Marriott, 
InterContinental Hotels Group, Starwood のホテルチェーンと、直接、マーチャント販売契約

を締結する。 Orbitz に対してマーチャント ホテルを提供している Travelweb は、今迄、

ホテルとの、Orbitz の直接交渉を禁止していた。(DTW, 6/30/2005) 
 

（２） セーバーは、今年中に▲150 人のレイオフを実施する 
Sabre は、GNE などの新興流通競争者達へのコスト競争力強化の為に、年内に▲120 人～

▲150人のレイオフを実施する。 レイオフされる人員は、TPF部門6,800人中のProduct and 
System Delivery グループ。 このレイオフは、Sabre で、幾つかの GDS 機能が、メインフ

レームからオープンシステムへ転換している事を、象徴的に代表している。(DTW, 7/1/2005) 
 

（３）ガリレオが ワールド トラベルと契約更改した 
Galileo は、World Travel（Douglassville, Pa.）と、5 年間の契約更改を行った。 この契約は、

排他的な契約ではない。 World Travel は、年商＄350m（385 億円）の旅行社。 (DTW, 
7/6/2005) 
 
 
 

 空 運  
 
（１） ユナイテッド航空 客乗年金基金の政府年金保険機構への移転完了 
UA 航空は、6 月 30 日、客室乗務員組合の年金基金の PBGC 移転を完了した。 これは、

4 月に破産裁判所が承認した、66 億㌦（7,260 億円）に及ぶ年金債務の PBGC 肩代わりの

一部。 客室乗務員組合（Association of Flight Attendants, UA 支部）は、これに抗議して、

指名ストに入る構えを示している。 AFA は、会社の一方的な基金解散は、Railway Labor 
Act により許される、公共交通機関のストの対象になると主張している。 AFA を除いて、

UA の他労組は、全て、基金解散に賛成（やむなく譲歩）している。(FT.com, 6/30/2005) 
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（２） ユーエス航空、 合併の為の開示説明書とチャプター11 再建計画提出 
US 航空は、バージニア州の東部地区 破産裁判所に、America West Group Holdings との合

併を前提とした、disclosure statement と再建計画（Plan of Reorganization）を提出した。 ま

た、両社は、合併に必要となる S-4 と S-1 の registration statements 資料を、証券取引委員会

に提出した。 破裁は、disclosure statement に関し、8 月 9 日に公聴会を開催する。 提案

された再建計画によれば、50,000 ㌦若しくはそれ以下の債権者は、クレームの 10％を現金

で受け取る事になる。 その他の無担保債権については、合併会社の株式と交換される。 

最終的な債権保全額は、合併時の株価とクレームの総額（額の確定が紛糾している債権を

含めて）により決定される事になる。 なお、7 月 1 日を期限とする、競争入札者からの

対抗ビッドは、誰からも実行されなかった。（Yahoo Finance News, 7/1/2005） 
 

（３）ユナイテッド航空、 チャプター11 離脱ロードマップ 
Chapter11 下の事業運営を、殆ど 3 年間も送っている UA 航空は、7 月 1 日、「来月には、

具体的な Chapter 11 離脱の為のロードマップを明示する」、と発表した。 UA は、シカゴ

の破産裁判所に disclosure statement の承認の為の公聴会を、9 月の初めに開催する様、依頼

した。(7/1/2005, MarketWatch) 
 

（４）イギリス航空、国際会計基準採用で配当原資不足 
BA が、初めての IFRS（international financial reporting standard）の採用で、配当原資不足に

陥っている。 BA は、7 月 4 日、IFRS により再計算したところ、13 億ポンド（2,600 億円）

の年金積立不足の貸借対照上の認識が不可避となり、配当可能剰余金（distributable reserve）
が、▲１億ポンドにカットされてしまった、と発表した。 この結果、BA の今年支払う

配当は、見送られる可能性が高くなった。 BA では、2000 年に配当が実施されて以来、

無配が継続されている。（最終的な決定は、取締役会に委ねられる。） 欧州連合の規則で

は、企業は、配当可能剰余金がプラスの場合のみ配当が許される。 BA の CFO John Rishton
は、「IFRS の採用による大幅な影響がグループの貸借対照上に現れるが、損益計算上の営

業利益は、英国会計基準で計算した 5.56 億ポンド（1,111 億円）から、IFRS の 5.4 億ポン

ド（1.080 億円）へ、僅かに減少するに過ぎない」と語っている。(FT.com, 7/4/2005) 
 

（５）エアーアジア（マ）コンソリデーションを模索 燃油高騰への対応 
AirAsia の CEO Tony Fernandes は、Financial Times に、「燃油の高騰が継続している現在、

ビジネスプランの変更を余儀なくされつつある」、と語った。 「バレル 25 ㌦の燃油費と、

安い航空機リース機が存在していた時代は良かったが、バレル 75 ㌦を突破し、リース料も

高くなってしまった現在、域内のバジェット キャリアは、コンソリ化に向かわざるを得な

いだろう」と語っている。 先週、バレル当たりの原油価格が 60 ㌦を突破した際に、シン

ガポールで取引されるジェット燃油は、70.47 ドルをつけている。 小型機のリース需要が
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大幅に増加した為に、リースレートは、過去 12 ヶ月間で＋40％上昇している、と推定され

ている。 Fernandes の発言は、シンガポールの Valuair と JetStar Asia の両社の提携関係検

討開始の発表後、1 週間以内に行われている。 AirAsia は、3 月で終了した前期決算で、

＋326.1ｍリンギ（94.6 億円）の利益を計上している。 これは、前々期比較で▲29％低下

している。(channelnewsasia.com, 7/4/2005) 
 

（６）タイガー（シ） カンボジア路線開設 
Tiger Airways は、7 月 5 日から、カンボジア路線（寄航地名が抜けている）を週間 7 便で

開設する。 また、同社は、ベトナム政府から、Ho Chi Minh City 線の便数枠拡大を許可

された。 10 月から、現行週 4 便を 6 便運航に増便する。(channelnewsasia.com, 7/5/2005) 
 

（７）航空会社 より国際線の供給拡大 
米メジャーを中心として、LCC との熾烈な低運賃競争が存在しない、国際線供給を拡大し

ている航空会社が増えている。 米国発着の国際線旅客数は、過去最高であった 2000 年度

の数値を、今年、上回ると期待されている。 需要増を反映して、国際線イールドは、今

年 1 月から 5 月の 5 ヶ月間で、+3.6%増加している。（国内線は＋1.1%）（Black Aviation 
Solutions 調べ） 5 月の国際線 L/F は 80.2％（国内線 78.7%）と好調だ。 AA の今夏の予

約率は、88％～93％と、略全便が満席の状態となっている。 AA の国際線担当役員 Don 
Casey は、「7 月と 8 月が、年 5 から 6 回あれば、全ての問題が解決してしまう」、と語って

いる。 最近のドル高も、米国発需要の増加に貢献している。(nytimes.com, 7/5/2005) 

 
 

（８）北大西洋線のビジネスクラス運賃 
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北大西洋線のビジネスクラスは、この路線を運航している航空会社にとっては、ドル箱だ。 

現在、NYC=LON の往復運賃は、8,000 ㌦（88 万円）する。 航空会社と、特別な法人契

約を締結している大手企業向けの運賃は、約 5,200 ㌦（57 万円）と推定されている。 
今度 BA の CEO に就任する Willie Walsh が、アイルランド航空の CEO の時に、ダブリン

＝NYC のビジネス運賃を、思い切って、殆ど▲50％値引きし、2,700 ㌦に設定した。 こ

れが大変受けて、アイルランド航空は、この路線の黒字化を達成した。 ダブリン経由の

不便な便で、フルフラットしないビジネスクラス座席にも拘わらず、法人契約の特別レー

トを享受できない、中小手企業の出張者が、この便にドンドン搭乗したのだ。（ダブリンの

乗り継ぎ旅客比率は、5%から 12%に跳ね上がっている。） 
その Walsh が、9 月から、BA の CEO に就任する。 まさか、最高品質の BA クラブワー

ルドの、半額値引きはしないだろう。(nytimes.com, 7/5/2005) 
 

（９）ライアンエアー 6 月輸送実績 前年比+30％ 
Ryanair の 6 月の旅客数が、前年比+31％の 300 万人弱を達成した。 L/F は 87％であった。 

過去 12 ヶ月間で、Ryanair は、2,960 万人を輸送している。 L/F は 84％。 アイルランド

（Cork, Derry, Dublin, Kerry, Knock, Shannon）と欧州域内 40 空港に路線を展開している。

(DTW, 7/5/2005) 
 

（10）ボーイング 3M から CEO スカウト 
空席となっていたボーイングの新 CEO に、W. James McNerney Jr.（55）（現 3M CEO）がス

カウトされた。 彼は、ウオール街のれっきとした実績と、GE の航空機エンジン部門社

長の経歴を有している。 ボーイングは、3M CEO の彼をスカウトするのに、総額＄53m
（58.5 億円）の報酬パッケージ（6 年間）を用意した。 ボーイングは、3M に比して、3
倍の収入規模 525 億㌦を誇る、従業員 159,000 人の企業。 
McNerney は、3M のストックオプション$30m（33 億円）相当を

保有している。 報酬の内訳は、年間給与＄1.75ｍ、ボーナス＄4m
（最大）に＄25m の restricted stock rewards と＄22m の付加的退職

ベネフィットが付加される。 会社のプライベートジェット、ク

ラブ会員権、リースカー、財務相談サービス手当て、などのフリ

ンジ ベネフィットが付けられる。 
ボーイングを含む航空宇宙企業大手 7 社の CEO の年間報酬（給与

＋ボーナス）の平均（メジアン）は＄3.9ｍ。(nytimes.com, 7/7/2005) 

W. James McNerney left 3M to become chief executive of Boeing.  

 
 

 海 運  

情報 175（平成 17 年 7 月 8 日）  TD 勉強会 25



 
（１）e-クルーズ ドット コム 間際クルーズ販売開始 
e-Cruise.com が、クルーズの間際販売を開始した。 出発 1 日前から 60 日前の間際予約が

対象で、1 万以上のクルーズ旅行を、刻々と変化するリアルタイムの価格で以って販売す

る。 取り扱うクルーズは、カリブ、カナダ、ハワイ、地中海、アラスカ、南ア、メキシ

コ、バミューダ、南太平洋、欧州等。(Yahoo Finance, 7/5/2005) 
 

（２）史上初めての船体延長計画 竣工間近 
Royal Caribbean の Enchantment of the Seas 丸（船齢 8 年）を真中で切って、その間に新しく

建造された 9 メートル船体を挿入し、船長を延長する工事が終わりに近づいている。  今

月中には、航海に復帰する。 この改修工事で、船体は 916 フィート（279m）から 989 フ

ィート（301m）に延長される。 掛かった総工費は、$54.5m（60 億円）。 船主は、この

手の新造船を作るよりも、ヨッポド安上がりで済むと言っている。(LAX Daily, 7/2/2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（３）イージージェットのイージークルーズ 今冬のクルーズプラン発表 
easyCruise 丸が寄航する何処の港でも、下船したり

乗船したりする事が出来る、easyJet の社長が興した

easyCruise が､今冬の航海スケジュールを発表した。 

11 月 12 日からの、Bridgetown, Barbados を出港する

7 泊の航海。 船は、毎日どこかに寄航し、そこで

停泊する。 St. Vincent, Martinique, The Grenadines, 
Grenada, St. Lucia に寄航する。 クルーズ料金は、1
人 1 泊 16 ㌦から。 www.easycruise.com でオンライ

ン予約を受け付けている。 
(DTW, 7/6/2005) 

 
 
 

情報 175（平成 17 年 7 月 8 日）  TD 勉強会 26

http://www.easycruise.com/


 陸 運  
 

（１）アムトラック 政府補助金復活で青息吐息 
米下院は、来年度の Amtrak の政府補助金について、先週、北東回廊線以外の全ての長距

離線を含む 18 路線を運休し、政府補助金を、$550m（605 億円）に半減する提案を行った

が、結局、Empire Builder を含む長距離線を維持する事とし、総額 12 億㌦（1,320 億円）の

補助金を支給する事で合意した。 今後、上院での審議に決着を委ねる事になった。 ブ

ッシュ政権は、赤字続きの Amtrak は一度倒産させて、出直しさせる以外に方法は無いと

考えており、10 月から始まる来年度の予算案から、Amtrak 補助金全額を削除している。

(billingsgazette.com, 7/5/2005) 
 

（２）エービス レンタカー ディレク TV を車に装備 
Avis は、レンタカーの Hummer H3 SUV 車に DIRECTV のサービスを装備する。 この車

は、KVH TracVision A5 衛星 TV アンテナを装備し、DIRCTV の 135 チャネルの受信を可能

にする。 これによる料金の追加徴収は、実施されない。(DTW, 7/5/2005) 
 
 
 

 ホテル&リゾート  
 
（１） ハイヤットホテル 米国で XM 衛星ラジオ提供開始 
Hyatt Hotels Corp.は、XM Satellite Radio と長期契約を結び、全米のホテルチェーンの 50,000
室で、今秋から、無料の XM 衛星ラジオを提供する。 ホテルで、衛星ラジオと契約した

のは、Hyatt が初めて。 XM ラジオは、Hyatt の泊り客に音質の良い XM ラジオを聞いて

もらって、彼等が、XM ラジオのサブスクライバーとなる事を期待している。(DTW, 
6/29/2003) 
Digital Satellite Audio Broadcasting 

日本では余り知られていないが、衛星電波を使って、XM とシリウスと言う 2 つの放送局が、計 250 チャンネ

ル以上のラジオ番組を、全米で放送している。 

2001 年からスタートしたサービスで、最初は伸び悩んだが、昨年あたりから急拡大している。 ラジオであり

ながら有料で、XM は月額 10 ドル、シリウスは同 13 ドルの利用料を払う必要がある。 しかし、①「CD 並の

高音質」、②「CM が入らない」、③「音楽番組に司会者のトークが入らない」という理由で、高い評価を得て

いる。 会員数は XM が 320 万、シリウスが 114 万まで伸びている。 また、XM は、2005 年会員数を 550 万

にする計画を発表。 CEA（全米家電協会）は、オーディオ機器の中で昨年高い成長を遂げたのは、サテライ

トラジオと MP3 プレーヤーのみ、と報告している。 

サテライトラジオを聴くためには、カーステレオなどにチューナーとアンテナをつける必要がある。 車で聴
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く人が多いため、主なカーステレオは XM、シリウスのどちらかの会社のチューナーに対応している。 チュ

ーナーの中にはカーステレオから取り外して、家の中で聴けるものもある。（Aero Café Brog, 3/2/2005） 

 
（２） コンラッド 東京で 18 番目のホテル開業 
18 番目の Conrad Hotels チェーンである Conrad Tokyo（37 階建て、290 室 内スイート 68
室）が、浜離宮前の汐止地区にオープンした。 客室は、最低でも 517 平方フィート（48
平米）あり、天井は 9 フィート（275cm）の高さを持つ。 37 吋プラズマ TV、サテライ

ト チャネル、DVD、ビデオ オンデマンド、高速インターネット アクセス、コードレス

電話が標準装備されている。 料金は、一泊 49,000円から 60,000円（ツイン 2人使用）。(DTW, 
7/5/2005) 
 
（３） ゴールドマン 大阪 USJ に 200 億円投資 
Goldman Sachs は、大阪の USJ に 200 億円を投資（議決権なし優先株購入）し、筆頭株主

に踊り出る。 日本開発銀行も、50 億円相当の USJ 株式購入を行う。 新しい株主構成は、

Goldman Sachs 46.5%, 日本開発銀行 11.6%、大阪市 10.5%となる。 
USJ は 2001 年開園以来、赤字続きで、過去 1 年間の入園者数は 810 万人と、2001 年の 1,100
万人から大きく減少している。 現在累損 316.9 億円に達している。 
増資による獲得資金は、銀行からの借入金 814 億円と、大阪市が所有している 230 億円の

一部返済に充当される予定。 
Goldman Sachsは、米国プライベート エクイティー会社Lone Starに次いで、2 番目に多く、

日本のゴルフ場を所有している投資銀行。 同社は、今年初め、日本の温泉リゾート 50
箇所の買収を計画している、と発表している。 投資銀行業務（M&A 斡旋や上場手配）

のマージンが減少している為への対応として、積極的な日本の観光資産の買収に乗り出し

ている。(FT.com, 7/6/2005) 
 
 
 

 その他  
 
（１） ウオールマート 欧州展開拡大 
Wall-Mart が、ポーランド、ハンガリーとロシアへの進出を計画している。 現地のリテー

ラーの買収による進出が有望視されている。 この展開により、Wall-Mart は、同社の海外

販売を、全売り上げの30%に拡大する事を計画している。 現在の米国以外の売り上げは、

総売り上げ 2,850 億㌦（31 兆 3,500 億円）の 21％。 欧州以外では、インドへの進出を検

討している。 今の所、インドには外資規制が存在するため、Wal-Mart のインド進出は阻

まれている。 
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Wal-Mart は、中国製衣料品のクオータが撤廃されたにも拘らず、継続して中央アメリカとバン

グラディッシュから商品を調達し、仕入れ先の多様化を図っている。(FT.com, 6/27/2005) 

Wal-Martの創立者 Sam Waltonの息子 John Waltonが、ワイオミングの Jackson Hole 空港近郊で、

操縦していた自家用機（ultra-right aircraft）が墜落して死亡した。 享年 58 歳。(nytimes.com, 

6/28/2005) 

Wal-Mart は、西友の 50％以上の株式を取得して、年内にも同社を子会社化する方針を固めた。 

合わせて、2009 年までの 5 年間に、総額 500 億円を投じ、西友の 200 店舗を改修する。（日経、

7/4/2005） 

 

（２） 米国、上･下院、キューバ渡航規制緩和を否決 
米上･下両院は、両院の有志議員数名で提出されたキューバ渡航規制の緩和提案を否決した。 

ブッシュ政権は、昨年から、キューバン アメリカンの母国家族訪問（里帰り）を、年 1
回から 3 年に 1 回に、制限を厳しくしている。 （6 月 30 日の下院の票決は、211 対 208
の接戦であった。） 米国は、1960 年に、カストロ政権の人権と自由の抑圧および非民主

化政策に抗議して、対キューバの貿易制裁を発動している。 渡航規制は、その一環。(DTW, 
7/1/2005) 

Virgin Atlantic 航空は、LON=Havana 週 2 便を開始した。 英国人のキューバ訪問が、1997
年の 46,000 人から、昨年には 16 万人以上に増加している。(nytimes.com, 7/5/2005) 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 

中国経済が猛スピードで拡大している。 毎年、+10％に近い経済成長率を達成している

のだ。 日本の成長率は、精々+1％程度なので、中国は、日本の 10 倍に近いスピードで

成長している。  
 

中国の昨年の貿易総額は、1 兆 3,000 ドル（143 兆円）を超え、日本を抜いて、米国、ドイ

ツに次いで、世界 3 位に浮上している。 
 

中国の貿易黒字は、310 億ドル（3 兆 4,000 億円）で、対米黒字は、1,000 億ドル（11 兆円）

＜米国の計算によると、1,900 億ドル≒20 兆円＞  にのぼるらしい。（数値は 2004 年） 
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NYC タイムズの『日本を叩いたら、今度は中国が伸して来た・・・』（P-11）は、米中間

の経済関係は、1980 年代の日米関係とは大きく違って、相互依存の関係にあると言う。 
中国の経済大国化の失敗こそが、アメリカのリスクとなると言うのだ。 
 

何やら、米中（経済）関係は、大きなウネリとなって、同盟関係の強い絆で結ばれている

日米を、飛び越えてしまいそうだ。 
 

その中国と、日本の関係が上手く行っていない。  
 

郵政民営化などの国内問題で、大騒ぎなんかしていないで、もっとインターナショナルな

国家戦略立案で騒いで欲しい！ 国会議員諸君！ ☆ 
 
 
 

昨日発生したロンドンの同時発生テロで、旅行関係企業（BA、Hilton、First Choice=ﾂｱｵﾍﾟ）
の株価が、一時一斉に▲10％近く下落した。（同日の終値は、前日比▲3％～▲5％で引けて

いる。） 
 

ドル高で、増加著しいアメリカ人の渡欧需要（P.-25）が、影響を受けるかも知れない。 
 

このテロ報道で、或る TV コメンテーターが、「日本はサリンのテロを経験している国なの

だから、テロ対策で、もっと世界をリードする役割を担っても良い筈だ」、「常任理事国入

りを目指すならば、各方面で、日本は、世界を相手に、積極的なリーダーシップを発揮す

るべきだ」と、言っていた。 
 

その通りだ！ 郵政民営化どころの話ではない。 ☆ 
 
 
 

『50 年前のアメリカンドリーム 現在は？』（P.-19）で使用されている平均所得の数値は、

全てメジアン値である。 「平均」、「メジアン」、「モード」、「分散」など各種の統計数値

には、紛らわされる事が多い。  
 
 

日本製品の品質の良さは、トヨタの「Lexus」に代表される様に、世界一と言われて久しい。 
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品質管理目標値に対する「分散」が、小さいためだ。 つまり、分布曲線の山の形が、す

そ野の幅が狭く、山の高さが高い、即ち標準偏差が小さいのだ。  
 

“TQC”や、トヨタの“KAIZEN”に代表される、日本の品質管理手法もさることながら、

何でも完璧さを要求する、国民性が、日本製品の品質を高めている、と言われている。 
 
 

この手法と意識を、もっとサービスの品質管理にも使えないのだろうか？ といつも思う。 
 

勿論、そのためには、シッカリした、サービス関連数値の集積と、意味を持った目標値（サ

ービス スタンダード）の設定が必要となる。 （H.U.） 
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