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American Express のエアライン インデックス過去 3 ヶ月間のチャート  赤線はダウ平均 

このインデックスには、C-11 企業を除く米 10 航空会社がリストされている。 （関連 P.-18 参照） 



DTW, 8/26/2005 

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

米国旅行消費者動向 （第 3 回） 

 
（１） More Than Location: What Makes A Destination Popular? 

   デスティネーションの観光客誘致努力 

 

米 50 州の観光客誘致プロモーションは、全く代わり映えしない。 だから、訪れてみ

たい州の人気順位は、毎年殆ど変化が見られらない。 
長年、フロリダ、カルフォルニア、ハワイが、ユニークなアトラクションと特性でもっ

て、旅行者を惹きつけている。 
 

Travel Industry Association（TIA）の最近の調査によると、米国の観光地人気トップ 10
は、次の通りである。 
1 位 Grand Canyon 
2 位 Statute of Liberty 
3 位 Yellowstone National Park 
4 位 White House and national monuments in Washington, D.C. 
5 位 Niagara Falls 
6 位 Hawaiian Islands 
7 位 Mount Rushmore  
8 位 Redwood Forest 
9 位 the glaciers and fjords of Alaska 
10 位 Rocky Mountains 

 

The four heads on Mount Rushmore are said to represent 

the nation's founding, political philosophy, preservation, and 

expansion. 

 

各デスティネーションのプロモーションに変化が見られないのは、致し方無いのかもし

れない。 国内旅行者の嗜好は、直ぐには変化しないし、デスティネーション自身も、

大きな変化をする訳ではないのだから。 
 

しかし、Louisiana と Massachusetts の 2 州は、“次の 2 年間で訪れてみたい目的地”のラ
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ンキング投票で、かなり多くの票を集めている。 
事実、2005 年の 1 月～4 月の間の、Louisiana のホテル販売は＋8％増加し、オキュパン

シーは＋6%も上昇している。 
Louisiana は、文化とスポーツに関連したプロモーションと投資を、積極的に展開した。 

観光客の誘致に成功したのは、ミュージアムと史跡と、10 のゴルフコース Audubon Golf 
Trail への戦略的な投資のお陰、と州の広報係は言っている。 
Massachusetts の場合は、ホテルとアトラクションと協力して、国内観光誘致に的を絞り、

州上げての 1 年中の“プッシュ”が、成功している。 Web サイトでは、通常では考え

られないほど多く（33,000 件）の資料請求や質問を受けている、と同州の観光部が言っ

ている。 
 

海外旅行の目的地の人気番付も、変化が見られない。 しかし、南太平洋に対する旅行

者の関心が、最も大きく増加（+5％P）している。 多分、テロの脅威が殆ど無い地域

が選ばれているのだろう。 海外旅行を手控えている潜在的旅行者を、この地域に惹き

つけている。 欧州も、安全と思われている。 米国の旅行者達の、欧州旅行に対する

安全度感覚が、9-11 以前のレベルに戻っている。 
（注）この旅行者動向調査は、昨年 12 月に実施されている事に注意が必要。 
 

欧州の国別人気度は、イタリア、フランス、イギリスがトップで、得票数が大幅に増加

している地域は、イタリア、フランス、スコットランド、デンマークとなっている。 こ

こでも、旅行者の安全に対する配慮が働いている。 彼等は、スコットランドやデンマ

ークには、アルカイダの隠れ家は存在しないと思っている。 特にデンマークの人気が

高まっているのは、バルチック海や北海クルーズが人気を得ている事を証明している。 
 

為替の影響も、海外旅行の増減を左右する。 ドル安になれば、60％の人々が、海外旅

行には出かけないと、言っている。 ドル安で旅行を取り消す人達もいるが、中には、

バジェット型旅行に切り替えている層も存在する。 
 

デスティネーション毎の問題もさることながら、レジャー旅行に対して、極度に、ある

いは、最も望ましいと考えられているモノ（attributes＝特性）は、唯一インターネット 
アクセスである、と或る旅行コンサルタントが言っている。 旅行者は、インターネッ

トを、旅行計画の調査の為の使用は勿論の事、旅行最中にも利用し続けている。 たと

えば、博物館の開館時間をチェックしたり、レストランを探したりしている。 インタ

ーネットは、日常生活の無くてはならないものになっている。 ★ 
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（２） The Incredible Vanishing Vacation: No Time For Travel 

   休暇返上 休みを取らない米国人 

 

数十億㌦（数千億円）が、毎年、旅行プロバイダーの手から流れ出て行ってしまってい

る。 
長時間働く事が仕事の成功の道、と考えている米国のワークホーリックなワーカーが、

多過ぎるのだ。 彼等は、仕事詰で、休みを取らず、折角の有給休暇を返上してしまっ

ている。 だから、旅行プロバイダー達の商品も、その幾分かは売れなくなってしまっ

ている。 
 

米国にはびこっている、この現代病“vanishing vacation”が、ヤット最近になって、注

目され始めている。 休暇返上は、家族との時間を無くし、ストレスを解消できる時間

を無くし、健康を害してしまう大きな原因なのだから、ワーカーに、もっと休みを取ら

せなければいけない。 
 

最近の National Leisure Travel Monitor は、この事に気が付いて、今年の調査より、「何故

休みを取らないのか？」と言う設問を加えている。 そうしたところ、休暇を取らない

人達のナント 30％の人達が、セキュリティーや経済的な理由ではなくて、「仕事から離

れられないため」と回答している。 
 

米国の、週 50 時間労働と低い休暇の取得率を生み出しているビジネスモデルは、非効

率そのものである上に、家庭の崩壊に繋がる、と社会活動家達が警鐘を鳴らしている。 
週 35 時間労働で、1 ヶ月の休暇が確保されているフランスの生産性は、米国よりも高

いと言う調査も存在する。 欧州では、4 週間～5 週間の長期休暇の取得が､法令で義務

付けられている。 日本では、雇い主は、最低 2 週間の有給休暇を従業員に提供しなけ

ればならない。 中国では、最近、年間、最低 3 週間の休暇を義務づける法律が制定さ

れた。 
 

National Sleep Foundation の調査によると、40％の米国ワーカーは、週 50 時間以上働い

ている。 また Expedia の調査によると、平均的アメリカ人は、1 年目で 8 日間、3 年

目以降では、タッタの 10 日間しか休みを取らない。 
最低休暇取得を義務付ける法案を準備するべきだ、と言う声も出て来ている。 しかし、

より柔軟な雇用条件を確保したい企業は、口では休暇を奨励はするが、具体的な法制化

への協力には消極的だ。 
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休暇取得の増加により潤う筈の旅行業界は、この運動を、業界レベルで開始していない。 
休暇を取得する全ての人達が、クルーズやパック旅行に出かける訳ではないが、休暇取

得奨励策は、必ずや旅行消費を増加させるだろう。 ★ ■ 
 
 
 
PhoCusWright, 8/23/2005 

2. At NBTA: Why The Customer Steals The Show 

“出張者”、全米ビジネス旅行協会年次総会の話題独占 

 

全米ビジネス旅行協会（National Business Travel Association=NBTA）の年次総会では、

しばしば忘れがちな法人旅行者（出張者）に、焦点が当てられている。（トラベルマネ

ジャー・法人取扱旅行社・GDS・サプライヤーではなくて・・・・。） 
 

企業が、法人セルフ予約ツールを導入して、アダプション率（注）を上昇させる為には、

セルフ予約ツールや優先サプライヤー遣いを社員に義務付ける、マンデート（命令）が

手っ取り早い方法だ。 マンデートを導入している企業のアダプション率は、確かに優

秀な結果を示している。 
アダプション率=adoption rate=実際のセルフ予約ツール使用 ÷ オンライン可能予約 
 

しかし、マンデート導入は、一方で、社員の反発と不満足を招き、企業ディール以外の

サプライヤー使用や、セルフ予約ツール不使用（rouge practice）を引き起こす場合も多

く存在する。 特に、その社員が、お気に入りのオンライン旅行社や、特定の旅行社を

抱えている場合は、この傾向は更に強くなる。 
逆に、マンデートを導入しない場合は、出張者は、却って、最低価格の旅程を選び出す

かも知れないが、企業ディールを締結している優先サプライヤーが使用される保証は、

何処にも存在しない。 
 

問題は、法人旅行は、B2B 市場であるとは言うものの、その主役（出張者）は、消費者

であると言う基本的な事が、法人セルフ予約導入企業に、必ずしも理解されている訳で

はない、と言う事である。 
つまり、企業は、一つの店（セルフ予約ツール）から継続して購入が実施される様に、

消費者（出張者）を、口説き落とさなければならないのだ。 便利な使い勝手の良い、

そしてポジティブなサービスと、パーソナライゼーションや、それ等の行動を動機付け
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る低価格が、消費者の継続的セルフ予約ツール使用には必要となる。  
 

従って、アダプション率の向上は、オンライン セルフ予約とオンライン プロセスの両

者に対するカスタマー･ロイヤルティー（顧客忠誠心）を、消費者（出張者）に染み込

ませる事が鍵となる。 この関係は、消費者と、銀行やクリーナーや薬屋やコンビニと

の関係とチットも変わらない。 
一度、消費者（出張者）の心を捉える事が出来たならば、企業は、アダプション率の上

昇と、ポリシー遵守による優先サプライヤーのシェアー向上（割引の拡大）を、獲得す

る事が出来るだろう。 つまり、オンライン セルフ予約導入の本来の目的である、出

張旅費の大幅な削減に成功するだろう。 
 

このダイナミズムに参加しているのは、法人旅行取扱旅行社（Travel Management 
Firm=TMF）、オンライン予約ツール ベンダー、そして幾つかの新規参入企業（GNE＝
GDS new entrants ではなくて）達だ。 彼等に共通している点は、オンライン予約ツー

ルを、旅行と旅行周辺プロダクト（や、その他のプロダクト）の調達を行う事が出来る、

重要なプラットフォーム（integral platform）として位置付けている点にある。 このプ

ラットフォームは、ポータル（小規模なショッピング センター、或いは一連のソフト

ウエアーのような）的な機能を果たし、旅行のエクスペリエンスのハブを構成する。 
 

そしてアダプション率の向上は、以下の 4 段階に従って実施される。 
 

（１） 法人セルフ予約ツールの使い勝手の改良（よりユーザー フレンドリー化） 
より少ないキーストローク、単純化された画面、より拡張されたパーソナライ

ゼーションなど、使い勝手の向上が先ず実施される。 
 

（２） その他の旅行関連サービスの予約機能への統合 
地図や座席チャートの提供から始まり、エンターテイメント、レストラン、地

上輸送手段、その他等の情報を提供する。 また、旅行終了後の、エアー・ホ

テル・カーなどの清算データの出張報告への利用を可能にする。 
 

（３） 出張中の社員に対する情報とサービスの提供 
旅行途次の出張者に対し、天候、便の遅延や欠航情報や、代替便予約を提供す

る。 ここでは、①リアルタイムの情報、②自動的な情報提供（受け手の操作

は必要とされない）、③旅行社からのプロアクティブな連絡、の三拍子が揃って

いる必要がある。 
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（４） 非旅行関連商品とサービスのツールへの統合 
旅行途次の出張者に対する、コモディティー プロダクトやサービスの購入機能

の提供。 例えば、コンファレンシング、オフィス サプライ、小規模会議やア

クティビティーの編成の提供である。 オンライン予約を、企業のための調達

プラットフォーム（店）の一部として位置付ける事により、旅行以外の任意費

用（discretional expenses）の、より良い管理が行える。 
 

オンライン ツールに対する出張者のロイヤルティーを醸成する事が、将来のオンライ

ン法人旅行の成長を大きく左右する事になる。 出張者の忠誠心と購入癖を作り上げる

様に作られたオンライン予約は： 
 

（１） 一層のコスト削減と、データ収集のために、企業に対して、旅行途次のアドホ

ックな支出のより良いコントロールを提供し、 
（２） トップの任意費用の一つのより良い管理と社員の生産性向上によって、企業に、

業界内でのローコスト プロバイダーのポジショニングを獲得するのを助け、

（？） 
（３） オンライン予約の障害を取り除き、予約ツールに対する依存をより増加させて、

将来の、より複雑な国際線オンライン予約機能の開発への道を開き、 
（４） チャネル プレイヤー達のレベニュー モデルの再編と、彼等のオンライン ト

ランザクションがカバーする領域を拡大するのを助け、 
（５） レジャー旅行とビジネス旅行の境界線がなくなり始めているので、異なる旅行

商品のためのクロスセル サービスの大きな機会を提供し、 
（６） ポイント・オブ・セール地点における、その他のプロダクトとサービスの販売

プッシュを助ける事が出来る、マーチャンダイジングとプロモーショナルな機

会を創造し、 
（７） 法人旅行領域へ、旅行以外の、法人調達機能エクスパートの新規プレイヤー達

を招き入れる。 
 

そして、最低運賃やレート或いはデータ集合と、コンテント ソーシング比較は、重要

なコスト削減のダイナミズムであり、業界（コンファレンスを含めて）内に革新をもた

らすものであるが、オンライン法人旅行領域には、注意を払う価値の有る、同じ様に重

要なイノベーションとターゲットが有ると言う事実を忘れてはいけない。 ■ 
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PhoCusWright, 9/8/2005 

3. Online Travel Overview Preview:  
Saturation Looms Amid Consolidation,  

Internationalization and Margin Pressures 

米オンライン旅行概観 (PCW preview) 

 

米国のレジャーとアンマネジッド ビジネスのオンライン旅行市場は、2005 年に 654 億

㌦（7 兆 2,000 億円）に到達し、総旅行市場の 1/3 を構成するだろう。 そして、2007
年には、法人旅行を含めた全オンライン旅行市場（936 億㌦≒10 兆 3,000 億円）が、総

旅行市場の 50％を超えると予測されている。 
 

倍々ゲームの急成長を謳歌して来たオンライン旅行市場の成長カーブは、2006年～2007
年にかけて前年比＋20％以下の、なだらかなカーブに平準化しつつある。 
 

 

 

このレポートは、PhoCusWright が近々発行する、米国のレジャーとアンマネッジドの

オンライン旅行を分析した、「Online Travel Overview Fifth Edition」のプレビューである。  
 

以下に骨子を箇条書きにする。 
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・ 米オンライン旅行市場をリードしているエアラインは、流通コスト削減のために、

直販自社サイト販売の増加は勿論のこと、GDS から GNE へのチャネルシフトを計

画している。 （トップ 11 社の内 3 社のオンライン化率は 60％を超えている。） 
・ オンライン旅行社は、コンソリが進展し、今では御三家の Expedia（IAC）、 Travelocity

（Sabre）、Orbitz（Cendant）3 社に加えて Priceline でもって、オンライン旅行社市場

の 95％を席巻してしまっている。 
・ ①オンラインサプライヤー直販サイトの拡大、②マージン率の低下、③オンライン

市場のサチュレーションが、オンライン旅行社の成長の三つのインヒビター

（inhibitor）である。 
・ オンライン旅行社は、海外（特に欧州）展開を拡大して、米国市場の成長鈍化をヘ

ッジしようとしている。 
・ 長期的には、これに加えて、新しい流通チャネルが最も重要なインヒビターとなる

かも知れない。 
・ 消費者に、旅行プロダクトの価格を並べて表示する、メタサーチ サイトが 2004 年

から出現している。 これらのサイトは、オンライン旅行社に真っ向から競争を挑

んでいる。 オンライン旅行社は、中小の旅行社を除いて、メタサーチへのコンテ

ントの提供を拒否している。 しかし、メタサーチは、サプライヤーのマーケティ

ングツールとして、また、中小の旅行社へのトラフィック提供者として、堅固なニ

ッチを形成するだろう。 
・ 時間をかけた、最も重要な開発は、オンライン流通仲介者をバイパスするテクノロ

ジー（本質的には World Wide Web をバイパスするテクノロジー）に関連する開発

だろう。 サプライヤーのインベントリーにダイレクト コネクトする予約エンジ

ンは、アフィリエート、第三者、法人ポータルなど、エンドレスな潜在的流通ポイ

ントを提供するが、同時に、新しい種類の仲介業者バイパスのためのコンセプトと

ツールを提供する。 
・ これには、Microsoft Outlook のプラグインの開発努力が有る。 このプラグインは、

カレンダー機能と支出管理能力（expense management capability）を併合した、予約

ツールのためのインベントリーに接続する、XML コネクションを使用している。 
・ これらのアプローチは、現在インターネット上で完結しているトランザクションを

支配することになる、ワイアレス器機使用の時代に容易に対応する筈である。 
・ これに加えて、RSS フィードが存在する。 RSS は、情報過多に悩まされているエ

ンドユーザーに、カスタマイズし、サマライズし、アップデートした Web ベースの

ニュースとデータ フィードを提供する。 煩わしいネットのサーフィングが不要に

なり、コンピューティングへの負荷が減少する結果、既存の家庭のインフラで事が

足りてしまうだろう。 
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・ 「向こう 2 週間の金曜日午後の LGA から LAX、帰りは日曜日の 300 ㌦以下の往復

航空運賃？」と言う質問を与えれば、回答が、プルダウン メニューに（“9/9-11/05, 
$286”）の如くアップデートされて行く。 そして、既にユーザーの個人情報を保

有している予約ページへリンクする 
・ 或る程度は、ブラウザー自体が、メタサーチ エンジンとなってしまっている。 そ

して、これは、何も旅行の世界に限った事ではない。 
・ これらは、長期的なトレンドの話であるが、サプライヤーも仲介業者達も、このト

レンドの確実な実現をシッカリ認識している。 
・ この様な環境にあって、 

① レンタカーは、direct-to-desktop 予約ツールを追及する。 
② オンライン旅行社は、ユーザーを確定したコンテントとデスティネーション情報

を集めたサイトを立ち上げている。 旅行の実体験談を書く事が出来るレビュー

やチャットやブログを備え、より高いマージンが得られる商品（例えばクルーズ）

を販売する。 と同時に、ホワイト レーベルにより、彼等のテクノロジーを販

売する。 
（オンライン旅行社は、商品説明を伴った旅行販売サイトと言うよりは、予約機

能を備えたデスティネーション サイトと言う趣が強くなって来ている。） 
③ エアラインは、顧客ロイヤルティーの強みを利用して、第三者サイトとダイレク

ト コネクトし、完全なクロスセリング機能を備えたオンライン パッケージ旅行

販売に手を出している。 （エアラインのサイトが、オンライン旅行社サイトに

似て来ている。） 
■ 
 
 
DTW. 9/19/2005 

4. Apollo’s Loss: One Giant Step For Amadeus 

 ユナイテッド航空 アポロを捨てて、アマデウスに移動 

 

UA 航空が、社内予約インベントリー管理システムを、Galileo/Apollo のプラットフォー

ムから Amadeus に、2008 年末までに移動させる計画は、必ずや、GDS 市場の絵柄を大

きく塗り替えるキッカケとなるだろう。 
 

これは、スター アライアンス全 16 社の共通 IT プラットフォーム採用計画の一環で、

航空業界に於ける最大のマイグレーションである。 35 年ほど前に Apollo 開発した UA
にとっては、Amadeus への移動は格別の意味を持っている。 
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UA と Amadeus の契約は、15 年間の長期に亘るもので、マーケティングに関する戦略

的提携（具体的内容検討中）を保有している。 
 

Cendantの子会社Galileoは、他のGDSとは異なり、二つのGDSプラットフォーム（Galileo
と Apollo）をサポートする、ユニークな体制を敷いている。 Apollo は、北米と日本で

使用されている。 その他の海外地区は Galileo が展開されている。 開発リソースと

幾つかのシステム（運賃・ホテル・カー）はシェアーされている。 
 

UA は Galileo の最大顧客で、Cendant の Travel Distribution Services（TDS）の 8％（＄140m
≒154 億円）を売り上げている。（2004 年） UA と Cheap Tickets（Cendant TDS）の

両社合計で、Apollo の 25％を構成する。 Cendant は、20 以上も有るビジネス ユニッ

トの中で、8％の UA 収入は、大したシェアーではない、と語っている。（Cendant は、

2003 年には、UA が Amadeus に RFP を出した時点から、UA が Apollo から離脱する事

を予知している。） 
Galileo の海外収入が大きい事から、Cendant は、Apollo を破棄するかも知れない、と匿

名希望の消息筋が伝えている。 UA が離脱するので、この際、Cheap Tickets を Orbitz
のダイレクト コネクトのテクノロジーに移動させて、Apollo を廃棄する案（Cendant
は、長年このオプションを検討している）の可能性が増していると言うのだ。 
 

Amadeus への移行スケジュールは、先ず、UA と LH の 2 社が、Amadeus の Altea ソリ

ューションに、2007 年末までにマイグレートされる。 UA のインベントリーと予約シ

ステムは 2008 年初めに、そして、デパーチャー コントロール システムは、2008 年末

までの移動が予定されている。 
 

北米のシェアーが最下位の Amadeus は、これで、この地区に於けるシェアー拡大が期

待されている。 業界筋は、このマイグレーションが、向こう 15 年間で、150 億㌦（1
兆 6,500 億円）以上の収入を、Amadeus にもたらすだろうと予想している。 
 

Cendant は、Apollo の廃棄は考えていないと、言っている。 また、北米の Apollo 使用

旅行社への影響も発生しないと言っている。 そして、エアライン ホスティング事業

の再活性化のために、IBS Software Services と組んで、LCC 市場用のシステム販売に乗

り出す。 WestJet（加 LCC）が、この新旅客サービス システム AirRes の、ラウンチ

ング キャリアとなっている。 Cendant は、現在、約 6 社の LCC と、このシステム売

り込みの協議を行っている。 ■ 
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5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 

（１）ポルタガ セバーとインターフェスする e メール予約ツール開発 
テクノロジー プロバイダーの Portaga（NYC）が、Microsoft Outlook の中で、Web サー

ビスでもって Sabre と接続し、エアー・ホテル・カーの予約とその変更が出来る新しい

アプリケーション Portaga Travel Manager を開発した。 Outlook で e メールを楽しんで

いる人達（4 億人）の目の前に、予約ツールをセットして呉れる。 つまり、Portaga Travel 
Manager は、ディストリビュター若しくはサプライヤーのブランド名を冠した旅行ボタ

ンを、Microsoft Outlook のタスクバーに置いて呉れるのだ。 Atlas Travel International
が中小企業に、Cliqbook セルフ予約ツールのコストの安い代替ソリューションとして、

Portaga Travel Manager を販売する。 この他、Sabre, Independence Air, Hickory travel 
System, Travel Management Alliance が、Portaga Travel Manager を、旅行社やクライアン

トや消費者に販売する。(DTW, 9/16/2005) 

 
（２）新生エクスペディア 海外展開拡大を狙う 
9 月初めに IAC からスピンアウトした新生 Expedia は、1 億㌦（110 億円）の現金と 10
億㌦（1,100 億円）のクレジット ラインの資金を確保し、欧州、アジア太平洋地域への

展開拡大を狙っている。 
Expedia は、現在、北米の 4％～5％（オンライン旅行では 50％以上）のシェアーを誇っ

ている。 
①第三者流通との競争激化、②サプライヤー自社直販サイトの拡大、③L/F（航空）と

オキュパンシー（ホテル）の上昇により、北米市場の国内航空とマーチャント ホテル ビ
ジネス市場の競争が激化している。 直近の四半期実績では、航空券販売は▲11％低下

し、ホテルのマージン（raw margins）も低下している。 
Expedia は、北米市場の成長鈍化を、欧州展開（特に英独仏）で補うことを考えている。 

事実、海外の収入は、+58％も上昇している。 Cendant が eBookers や Gullivers Travel
を、Travelocity が Lastminute.com を夫々買収して欧州オンライン旅行市場のシェアーを

拡大しているのとは異なり、Expedia は有機的拡大（organic growth＝自社ネットワーク

の拡大）により、欧州展開を拡大している。 そして、法人旅行予約ツールの Expedia 
Corporate Travel（ECT）の展開増を行い、事業の継続的な拡大を目論んでいる。 
アジアでは、潜在的需要が最大の中国市場で、eLong のマジョリティーの株式を取得し
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ている。 欧米旅行社が弱い日本市場では、最大の旅行社 JTB と競争しなければなら

ない。 進出は難しいだろうが、素晴らしい消費者のバリュー ポジションが有る日本

市場を見逃す事は出来ない。 以上は、Expedia の CEO Dara Khosrowshahi（36）の発言。 
Expedia Inc.の下には、以下の 13 の部門が存在する。 こら等の幾つかの統合と、部門

間のシナジーの創出が、新生 Expedia の課題と言われている。 
① Expedia.com, ②Hotels.com, ③Hotwire, ④Condosaver.com, ⑤Anyway.com, ⑥
Classic Custom Vacations, ⑦ TripAdvisor, ⑧ TravelNow.com, ⑨ HotelDiscount.com, ⑩

AllLuxuryHotels.com, ⑪eLong, ⑫Expedia Corporate Travel, ⑬Activity World 
(DTW, 9/20/2005)  

株価は、スピンアウト後に、▲1 ㌦値を下げて 20.94 ㌦を付けている。 
 

 
 

（３）カトリーナ ガルフコースト地域の旅行業界に 50 億㌦の被害をもたらす 
ハリケーン カトリーナによる Alabama, Louisiana, Mississippi 3 州の旅行業界の被害は、

毎日、$50m（55 億円）に上っている。 最も大きな被害を受けた New Orleans と Louisiana
のその他の地域では、毎日$37m（41 億円）の観光収入が消し飛んでしまっている。 今

年末までのガルフ湾岸沿いの州の損害は、50 億㌦（5,500 億円）以上と見積もられてい

る。 そして、少なくとも短期的には、26 万人の観光従事者の職が奪われてしまって

いる。(DTW, 9/20/2005) 

 
 
 

 空 運  
 
（１）2006 年 連邦職員 運賃割引シティーペアー契約 13 社が締結 
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航空会社 13 社が、2006 年の連邦政府職員へ運賃割引を提供する優先サプライヤー契約

City-pare Contract（契約額 10 億㌦≒1,100 億円相当）を、General Service Administration
（一般調達局）と契約した。 割引が提供される city-pare 数は、内際合計で 4,703。 CO
航空は、燃油サーチャージが適用出来ない、Walk-up 運賃への割引が要求される、など

厳しい条件が課される、このプログラムの参加を初めて見送った。 GSA は、この契

約により、▲28 億㌦（3,080 億円）が節約出来ると言っている。(DTW, 9/12/2005) 
 

（２）ジェットブルー ブラジル製のエンブレアー ジェット初号機受領 
jetBlue が、Embraer ジェット機（100 席、101 機発注）の初号機を受領した。 全席革

張り座席で、ライブ TV とサテライト放送が受信できる機材。 今年中に 8 機、2006
年には 18 機を受領し、中規模需要路線に投入する。 路線投入は、11 月からで、A320
機では大き過ぎる中規模路線に投入される。 Embraer 機投入路線は、1,000 路線存在

すると、CEO David Neeleman が言っている。 但し、2005 年の展開では、既存路線の

増便用にも使用される。(DTW, 9/15/2005) 

 
 
 
 
 
 
 

 

（３）破産裁判所 ユーエス航空の再建計画承認 
9 月 16 日、破産裁判所は、US 航空の再建計画を承認した。 早くて、9 月 27 日に、

America West と合併した、新生 US 航空が誕生する。（合併契約書によると、契約完了

日は、破裁の再建計画承認後 11 日目。） US 航空の Chapter 11 離脱は、2 回目の申請

後、丁度 1 年目。(DTW, 9/16/2005) 
US 航空は、新株と転換社債（2020 年満期）の発行で、＄297ｍ（327 億円）を新たに調

達する。(YAHOO FINANCE, 9/20/2005) 
 

（４）ガルーダ航空 ボーイングと B787 (10 機) と B737 (18 機) 発注契約締結 
GA 航空が、ボーイング社と、B787 型機（10 機）と B737（18 機）の発注契約を締結し

た。 この商談は、リスト価格で 20 億㌦（2,200 億円）に上る。 B787 型機（240 席）

のデリバリーは 2011 年から。 B737 型機の導入は、2006 年初めからで、リース機

B737-400 型機（5 機）を代替する。 
この契約は、GA の債権者団達を驚かせている。 GA は、現在債務のリスケ交渉の最
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中で、今月、欧州エクスポート クレジット エージェンシーからの債務 $520m（575 億

円）の債務延長（5 年間）計画を発表したばかり。 GA は、今年 7 ヶ月間で、▲4,210
億ルピア（42 億円）の損失を計上している。 政府は、収支悪化の責任を追及して、

今年 3 月経営陣の刷新を行っている。(DTW, 9/16/2005) 

 
（５）年金積立不足解消期間延長 特別法 来週にも議会上程か 
DL（と NW）の確定給付型年金基金の救済の為に、現行の積立不足債務の 4 年間の法

定解消義務を 20 年間に延長する法案が、来週にも上程される模様である。 ブッシュ

政権は、7 年間延長を主張しているが、DL は、20 年延長でなければ、基金を持ち堪え

られないと言っている。 9 月 15 日の Congressional Budget Office のレポートによると、

PBGC（政府年金保険機構）の累積損失は、今後 20 年間で、▲1,420 億㌦（15 兆 6,200
億円）に上ると見積もられている。 これは、民間保険会社のリスク計算による推定額。 

既に、UA 航空が、66 億㌦（7,260 億円）の債務を、PBGC に肩代わりさせている。 DL
の年金が崩壊すれば、PBGC は、UA よりも多い 84 億㌦（9,240 億円）を抱え込む事に

なる。 PBGC が年金債務を肩代わりした場合の年金支給額は、約 46,000 ㌦（506 万円）

にキャップされてしまう。(FT.com, 9/16/2005) 
 

（６）中国東方航空 国内燃油供給の独占排除を要求 
中国東方航空が、中国国内市場の燃油供給の独占排除を要求している、と政府系メディ

アが伝えている。 中国では、現在、China Aviation Oil Holding Company（CAOHC）が、

国内のジェット燃料供給を略独占している。 中国東方航空の、国内ジェット燃油購入

は、全購入量の 70％を構成している。 同社は、供給会社の複数社化による競争原理

の導入と、燃油の先物市場の創出を、政府に要請

している。 
政府は、China National Petroleum Corp（CNPC）、

China Petroleum and Chemical Corp と CAOHC との

合弁石油供給企業を立ち上げる、と China Daily が

先月報道している。 
(channelnewsasia.com, 9/18/2005) 

Passengers board a China Eastern Airlines' plane in Jinan 

 

（７）米航空会社、燃油税と国内交通税の 1 年間免除を政府に要請 
Air Transport Association（ATA）は、上院の航空小委員会に、航空燃油税（ガロン当り

4.3％）と国内線交通税 7.5％の 1 年間の猶予を正式に要請した。 ATA は、今年の米航

空会社欠損を▲50 億㌦（5,500 億円）～▲70 億㌦（7,700 億円）と予想していたが、ハ

リケーン被害により▲90 億㌦（9,900 億円）に修正している。 2005 年の燃油費は、2004
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年よりも＋92 億㌦（1 兆 120 億円）上昇し、総額 306 億㌦（3 兆 3,660 億円）になると

見積もられている。 これは 2001 年の 148 億㌦（1 兆 6,280 億円）の倍以上の規模とな

る。 ATA によると、税の猶予によるセーブは、6 億㌦（660 億円）に上ると見積もら

れている。 
燃油税免除の話は、航空券に掛けられている全ての税についての、より大きな議論に繋

がる事になる。 ナンセ、200 ㌦の 1 回乗り継ぎの往復航空運賃には、26％の税が課さ

れているのだから。 ATA が狙っている本丸は、ここに有る様だ。(DTW, 9/19/2005) 
 

（８）デルタ アメックスから $350m（385 億円）の繋ぎ融資を受ける 
DL 航空は、American Express から、$350m（385 億円）の繋ぎ融資を受ける事になった。 

これに先立ち、DL は、2004 年の第 4 四半期と 2005 年の第 1 四半期に American Express
から得ている前受金 $500m（550 億円、マイレッジ前払い）を返還する。 
DL は、American Express との、コーブランド、会員リワード プログラムとカード ア
クセプタンス契約の継続を希望している。(DTW, 9/19/2005) 
 

（９）エーティーエー航空 パイロット組合と合意 C-11 離脱間近 
ATA 航空が、パイロット組合（ALPA）幹部と、労務費削減で合意した。 ATA は、こ

の合意に加えて、更に$100m（110 億円）の融資先を探し、今年末若しくは来年初頭に、

2004 年 10 月に申請した Chapter 11 から離脱する予定。 ATA は、この合意で、2007 年

までに、更に▲$84.5m（93 億円）の労務費削減を図れる事になる。 パイロット組合

は、15 ヶ月間で 4 回、会社に譲歩をした事になる。 ATA は、2 年前のダウンサイジン

グ以来、社員を 7,800 人から 3,100 人に減少させている。(nytimes.com, 9/20/2005) 
 

（10）バンコック新空港 形だけの開港 タクシン首相の厳命で 
BKK 新空港 Suvarnabhumi が、タクシン首相の 9 月開港宣言を守るために、9 月 29 日、

形式的に開港する。 実際のオープンは、早くて来年の 6 月と言われている。 9 月 29
日に、タクシン首相以下政府高官や航空関係者が、TG の真新しいエアバス 2 機に分乗

して、BKK Don Muang 空港から未完成の Suvarnabhumi 空港への往復初便行事に参加す

る。 この為だけに、600 人にも上る職員が Suvarnabhumi に配備され、TG は、トーイ

ング トラクターから全てのグランド ハンドリング機器の搬入を強いられている。 空

港の安全性を確認出来ていない段階での飛行となる為に、国際航空当局は、特別許可の

承認を取り付けるのに四苦八苦している。 公式には、テクニカルな試験飛行の第 1 便

とされる様だ。(FT.COM, 9/20/2005) 
 

（11）デルタとノース破綻 マイレッジ プログラム価値低下  
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DL と NW が破綻した。 航空会社のマイレッジ プログラムの価値が、ドンドン低下

している。 或る航空コンサルタントの調査によると、過去 20 年間で、破綻企業は、

Chapter 11 申請後 1 年間で、平均▲5％から▲10％の供給を削減している。 従って、そ

れでなくても高いロードファクターで、マイレッジの座席の確保が難しくなっている時

に、マイレッジのアワード償還が益々難しくなって来る。 最近では、ルール上は、国

内線片道は 25,000 マイルが必要とされているが、実際は、なんだかんだで、50,000 マ

イルも要求されてしまう。 
9 ヶ月前のアワード座席予約で、上海ビジネスクラスの往復

に、24 万マイルを請求されたケースも存在する。 それに

拘らず、航空会社は、カード会社と第三者に、マイレッジ

販売に余念がない。 そのため、未償還マイルが天文学的

数値にまで増加している。 
マイルの価値は、更に低下して行くだろう。 マイルは貯

めておかないで、出来るだけ早く使用するのが好ましい様

だ。 さもないと、エンロンのストック オプションを、何

とか実行しようと足掻く間抜けになってしまう様だ。

（nytimes.com, 9/20/2005） 
 

（12）中国 2,600 機（総額 $213≒23 兆 4,300 億円）の民間商業機が必要 
中国は、向こう 20 年間で、2,600 機（総額 $213≒23 兆 4,300 億円）の民間商業機が必

要になるだろう。 そして、世界で 2 番目の航空輸送国となるだろう。 ・・・・とボ

ーイング社が予測している。 同社の 2005 年のアウトルックによると、中国の国内線

需要は年率 8.8％、国際線需要は年率 7.3％で増加する。 この増率は、世界平均の年率

4.8％を大幅に上回る。 最も需要の高いのは B737 型機（110 席～180 席）。 2,600 機

の内 1,678 機が、これ等の小型機需要となるだろう。 また、ボーイング社のレポート

は、中国では、500 万人以上の人口を抱える都市数が 12 を数えるのに対して、北米で

は、タッタの 5 都市しか存在しないと言っている。 7 月時点で、中国の総フリート数

826 機中、523 機がボーイング機材と言っている。 エアバス機の市場シェアーは 28％。

(channelnewsasia.com, 9/20/2005) 
 

（13）タイガー航空（シ LCC）路線拡張計画 
Tiger Airways が、インド、南中国、カンボジアへの路線開設を計画している。 シ政府

は、既に、Tiger のインドのカルカッタ乗り入れを許可している。 路線拡張のために、

Tiger は、現有フリート 4 機を、来年 9 機に増機する。（2007 年には更に＋3 機増機） 
創業 2 年目には 300 万人旅客の獲得を目指す。 初年度 50 万人旅客。 
(channelnewsasia.com, 9/21/2005) 
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（14）American Express のエアライン インデックス 
アメックスのエアライン インデックス。 9 月 20 日。 

Symbol Name Last Trade Change Volume 

AAI AIRTRAN HLDGS INC 10.39 4:01PM ET  0.04 (0.38%) 1,144,100

ALK ALASKA AIR GROUP INC 30.62 4:04PM ET  0.09 (0.29%) 284,200

AMR A M R CP 11.30 4:02PM ET  0.04 (0.35%) 6,532,100

CAL CONTL AIRLINES CL B 10.84 4:05PM ET  0.14 (1.28%) 2,581,500

FRNT FRONTIER AIRLINES 9.63 4:00PM ET  0.05 (0.52%) 224,423

JBLU JETBLUE AIRWAYS CP 18.40 4:00PM ET  0.27 (1.45%) 2,873,142

LUV SOUTHWEST AIRLINES 14.20 4:01PM ET  0.08 (0.56%) 6,255,900

MESA MESA AIR GR INC 8.20 4:00PM ET  0.09 (1.09%) 424,038

SKYW SKYWEST INC 24.42 4:00PM ET 0.12 (0.49%) 426,440

XJT EXPRESSJET HLDGS INC 8.78 4:01PM ET  0.01 (0.11%) 279,000

 
（15）DL と NW C-11 で供給削減か？ 
先週、Chapter 11 を申請した DL と NW が、供給削減を計画している。 アナリストは、

両社が、▲10％～▲15％の供給を削減すると予想している。 折角の供給過剰の是正チ

ャンスが到来したにもかかわらず、LCC や競合メジャー各社は、DL と NW が撤退した

“穴”を埋めようとしている。 Southwest は、DL のいなくなった市場で、供給拡大を

実施すると、明言している。 Southwest は、過去に、US 航空撤退時に、特に Pittsburgh
と Philadelphia で、増便攻勢をかけた実績を有している。 DL も NW も、未だ具体的

な計画を発表していないが、DL は国内線をカットして、国際線を拡大すると言ってい

る。 NW は、10 月 31 日から 2 回にわたる、▲900 人の客室乗務員と、▲400 人のパ

イロットをレイオフする計画を検討している。(FT.com, 9/21/2005) 
 

（16）英国航空、ヒースロー空港山猫ストの犯人探し開始 
BA 航空は、先月、LHR 空港で発生した、山猫ストを扇動した犯人探しを開始した。 
（BA 専属機内食ケータラーGate Gourmet の 660 人レイオフに同情して、BA の LHR 空

港社員約 1,000 名が、8 月 11 日、山猫ストに突入した。 この影響で、BA の 700 便以

上が欠航し、全世界で、11 万人がストランドした。 これによる損害は、▲£40m≒80
億円と言われている。） 
既に主犯格 3 名が判明し、BA は、この内 2 名の給与を停止し、残りの 1 名の懲戒処分
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の方法を検討している。 BA も組合も、再度の労使紛糾を極度に恐れて、公式のコメ

ントを一言も発していない。（FT.com, 9/21/2005） 

 
 
 

 水 運  
 

（１）カーニバル クルーズ 第 3 四半期利益 2 年連続で 10 億㌦突破 
世界最大のクルーズ Carnival Corp は、第 3 四半期決算（6 月－8 月）で、11.5 億㌦（1,265
億円）の利益を計上した。（昨年同期は 10.3 億㌦） 収入は、＋11％の 36.1 億㌦（3,971
億円）であった。(DTW, 9/20/2005) 
 

（２）シルバーシー クルーズの初めての世界一周クルーズ 
Silver Cruise が、初めて、世界一周クルーズ（2007 年 1 月出港）を提供する。  
2007 年 1 月 15 日に Fort Lauderdale（フロリダ）を出港し、同年 5 月 22 日に NYC に帰

港する、世界の 61 の港を訪れるクルーズ。 料金は、1 人当たり 52,794 ㌦（580 万円）

から。(DTW, 9/21/2005) 
 
 
 

 陸 運  
 

（１）両岸貨物チャーター便、近く実施の可能性高まる 

消息筋によると、両岸間における旅客、貨物輸送の航空機チャーター便の運航準備は、

既に終了間近の段階に入っており、台湾政府は、早ければ中秋節（９月18日）前後に、

本件についての重大な方針を発表する見通し。 両岸間での交渉では、貨物輸送が先行

実施される事がほぼ決定されている模様。 中国側は、貨物輸送開始の３カ月後に旅客

輸送を始めたい意向を示している。 両岸の政府間交渉はなかなか進んでいないが、航

空業者間の交渉は、積極的に進められている。 元・台北航空運輸商業同業公会（同業

者組合）理事長の楽大信氏らは、これまでに何度も香港を訪れ、中国側の代表と意見交

換している。（日刊台湾通信, 9/16/2005） 
 

（２）ハーツ レンタカー 150億ドルで身売り 
Clayton Dubilier & Rice（CD&R）、Carlyle Group、Merrill Lynch Global Private Equityを含

む投資家集団が、Hertz Corp.をFord Motor Co.から150億㌦（1兆6,500億円）で買収する。 

Hertzは、全世界に、7,000ロケーションを保有する年商250億㌦（2兆7,500億円）の世界
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第2位のレンタカー会社。（1位はEnterprise。）(DTW, 9/19/2005) 
 

（３）アムトラック 運賃値上げ当面撤回 
Amtrakは、9月20日から予定していた燃油の高騰に伴う運賃値上げ（北東回廊路線で＋3
㌦～＋4㌦）を、当面の間見送る決定をおこなった。 見送りの原因は、「当局及び関

係者との相談の結果」、とAmtrakは言っている。(DTW, 9/20/2005) 
 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）ディズニー香港 2時間行列 行儀の悪い入園者で往生 
アジアで2番目のディズニーランドが香港でオープンしてから2週間ほどが経つ。 
アトラクションの数が他に比べて少ない（テーマパーク業界人はディズニー ライトと

呼んでいる）こともあってか、待ち時間が優に2時間を超えている。 4つの乗り物に乗

るのに、12時間を費やしているケースも存在する。 香港特別行政府は、入園者数の制

限をDisney香港に働きかけている。（現在の入園者数は1日3万人） 
入園者の、行列に並ぶ行儀がなっていないようだ。 特に中国本土からの入園者が、並

ぶ事に慣れていない。 
文化社会学的な考察を加えている学者が、ディズニー香港に限った話では無いが、アジ

アの文化や心理的な要因が、行列の仕方に現れていると指摘している。 
アジアの人達は、並んでいる前の人達の数で判断している。 つまり、長い行列は、キ

ット面白い事（良い事）が有るから行列が出来ていると判断して、如何に長蛇の列でも

並ぼうとする癖があると言う。 反対に西欧人は、長い列に並ぶ煩わしさを避けて、列

には並ばないと言う。 彼等は、より自己制御していると言う。 
Disneylandによると、欧州Disneyでは、英国人の行儀が良く、フランス人やイタリア人

は列を乱すと言う。（PAR Disneyは、行列をキチンと並べさせる柵を狭めて、押し合い

へし合いを、させないようにしている。） 
驚くべき事は、東京Disneylandで、日本人の忍耐心は、他のどの国民にも勝っている、

とDisneyは言っている。 その反対に、決して並ばないのが中東諸国の人々だ。 彼等

への対応は、アトラクションの数を増やす以外に方法が無いようだ。(nytimes.com, 
9/18/2005) 

 
（２）センダン ウインダム ホテル ブランド ＄100ｍで買収 
Cendantが、アップスケール ブランドWyndhamのブランド ネームとフランチャイズ シ
ステムを、Blackstone Groupから＄100ｍ（110億円、現金）で購入する予定であると発
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表した。 
（Blackstoneは、6月に、32.4億㌦≒3,570億円で、Wyndhamの全資産を買収している。） 
米国とメキシコの、82のプロパティーのフランチャイズ契約に加えて、このディールに

は、29のホテルの運営権の譲渡が含まれている。 Cendant自身が、ホテル運営ビジネ

スに手を出すのは、これが初めてとなる。 Days Inn, Super 8, Ramada等の経済的な中級

ホテル ブランドを所有するCendantは、Wyndhamブランドの買収で、初めて高級＝アッ

プスケールのホテルを、同社のポートフォリオに加える。 
Wyndhamの親会社Wyndham Internationalを保有するBlackstoneは、継続してWyndhamの

全資産を保有する。(DTW, 9/19/2005) 
 

（３）ホテルはベイビーブーマーからジェネレーションXの両方に対応できるのか 
米国にはベイビーブーマー（BBY、1946-1964生まれ）が7,800万人いる。 そして、そ

の次の世代ジェネレーションX（G-X、1965年-1980生まれ）が5,800万人いる。 ホテル

は、性格の異なる、両方の需要への対応に四苦八苦している。 
しかし、静かな安らぎを求めるBBYと、活動的な豪華さを求めるG-Xへの両方に対応す

ることは、容易な事ではない。 後2年もすれば、G-Xの最高年齢が42歳を迎える事に

なる。 つまり、これからは、G-Xがホテル顧客の主役に踊り出る。 
ホテルは、主役となるG-Xへ、より照準を合わせているようだ。 
Starwoodは、G-Xへの対応のために、1998年に、トレンディーなライフ スタイルを追求

したWブランドを立ち上げた。 現在、世界で20軒のWが運営されている。 
「W は、カッコ良過ぎて性に合わない」、と言う G-X 需要も存在する。 そのために、

Starwood は、W をトーン ダウンしたホテル（コードネーム XYZ）を 2007 年に、

Raleigh-Durham 地区（NC）、Tampa（Fla.）、Palo Alto（加州）でオープンする。 
Marriott や Hilton や InterContinental も、Starwood を無視している訳ではない。 
彼等は、テクノロジー好きの G-X のために、Wi-Hi ホット スポット環境を整備し、高

速インターネット接続を展開し、部屋には高画質の大型薄型テレビやサテライト ラジ

オを装備している。 そして、フィットネス クラブは勿論の事、全てのベッドを、よ

り快適なベッドに交換している。 Marriott の Courtyard Hotel は、ロビーを全面改装し、

そこに 24 時間サービス“grab and go”のパントリーを提供している。 
InterContinental は、昨年、新ブランドの Indigo を立ち上げている。(nytimes.com, 9/20/2005) 
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The bar scene at the stylish W hotel near Times Square is likely to appeal to young business travelers if not the more 

tradition-minded. 

 
 
 

 その他  
 

（１）スカイプ イーベイが 41 億㌦で買収 
eBay が、Skype を、最大 41 億㌦（4,510 億円）

で買収する。 41 億㌦の内訳は、26 億㌦が現金

と株式、残りの 15 億㌦が、潜在的パーフォーマ

ンス ベースに従って支払われる。 
Skype は、2006 年に＄200ｍ（220 億円）の収入

が期待されている、未だ利益計上を見ていない

インターネット（無料）電話企業だ。 
 

Meg Whitman, eBay president and ,Niklas Zennstrom, CEO Skype 

アナリストの一部は、eBay の“高い買い物”に疑問を呈している。 eBay の社長の

Meg Whitman は、次の様に語っている。 
・ 競売ビジネス（1 億 5,600 万人が利用）に Skype を付け加えることにより、売り手と

買い手が、音声で連絡し合える様にする。（特に不動産売買や大量のチケット販売に

は、これが有効。） 
・ 広告サイトや競売サイトに通話機能を取り込み、広告を見た人が問い合わせの電話

をかけたら、売主や広告主から通話料を徴収する。（新たな収益源の確保） 
・ eBay が所有する e コマース決済の PayPal と Skype の両輪でもって、ネット上に最

強のビジネス環境を立ち上げる。 
・ この買収で、eBay が、Yahoo や Microsoft や Google の様に、ポータルとなる事を目
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論んでいる訳ではない。 
・ 伝統的な通信業者に挑戦するために、テレコム プロバイダーとなる事を目論でいる

訳でもない。 
Skype だけが、ピアツーピアの音声ソフトウエアーを提供している訳ではない。 Google
は、先月、Google Talk を立ち上げ、Yahoo は、ネット電話プロバイダーの Telco を買収

する。 テレコム業界では、音声、プレゼンス、テキスト メッセジング、その他の IP
ベース アプリケーションが、将来の最重要な構成要素となるだろう。(nytimes.com, 
9/13/2005) 
 

（２）AOL と MSN 提携協議 
タイムワーナー所有の AOL と、マイクロソフト所有の MSN の、インターネット グル

ープ 2 社が提携交渉を開始している。 一部には、マイクロソフトが、AOL 株をタイ

ムワーナーから買収すると言う憶測記事も流れたが、話はそこまで進んでいない。 
弱いポータル同士が一緒になって、ポータル 2 強の Google と Yahoo に対抗しようと言

うのが、提携の本当の狙いの様である。 両社は、ダイアルアップ会員を急速に減少さ

せているが、ブロードバンド顧客を増加できないでいる。（Yahoo は、米英加のテレコ

ムとケーブル TV 企業と、ブロードバンド会員獲得の契約を締結している。） AOL は、

有料会員の減少に直面し、無料ポータルでのオーディエンス増加と、オンライン広告獲

得に必死になっている最中。(FT.com, 9/15/2005) 

 
Time Warner 株 9 月 21 日 18.08 ㌦  52 週 低 15.82－高 19.90  時価総額 833 億㌦≒9 兆 1,650 億円 

 
（３）ウオールマート 中央アメリカに進出、 西友株の買い増しには慎重 
世界最大の小売業のWal-Martが、中央アメリカのCentral America Retail Holding Company
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（CARHCO）のマジョリティー株を取得する。 Wal-Mart は、以前から CARHCO の

1/3 株式を保有していたが、今回オランダの Ahold の保有株を買い取り、マジョリティ

ー株を取得する。 CARHCO は、ガテマラ、コスタリカ、エルサルバドル、ニカラグ

ア、に 383 の店を持つ中米最大のリテーラー。 Wal-Mart は、CARHCO が店を構える

中米諸国から、衣類を、年＄350m（385 億円）直接買い付けている。 
一方、Wal-Mart は、日本の西友株の買い増し（50％以上）特権行使を逡巡している。 

（Wal-Mart は、現在、西友株を 42％所有している。）  
①継続した欠損、②高い販売管理費（27％：米 Wal-Mart 17%）、③Wal-Mart の Everyday 
Low Prices 戦略の浸透遅れ、④何層にも重なり合う複雑な流通、などが Wal-Mart の西友

株マジョリティー取得を逡巡させている。（FT.com, 9/18-20/2005） 

 
 
 
 
 
 
 
 
編集後記 
 
 
 
 
先週号の編集後記で、DL 航空と NW 航空の破綻について書いた。 
 
今週号で、その続きを書く。 
 

SouthwestのCEO Gary C. Kellyは、「社員を正しく処遇しなければ、その航空会社は、“シ

ッペ返し”を必ず受ける」、と言っている。 
Southwestは、米航空業界で、最低（総）コストを誇っているにもかかわらず、社員に

は、最も高い給与を支給している会社だ。 
 
 

この話で思い出させられるのは、何処かで読んだ、UAの退役パイロットの話である。 
 

彼は、「Southwest航空が、皆が赤字で苦しんでいる時に、黒字を謳歌出来るのは、単位
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当たりのコストCASMやPRASMの話とは全く関係ない」、「LCCのビジネスモデルの技

術的な話とも関係ない」と言っていた。 
彼は、「そこで働く社員の高い勤労意欲（モチベーション）が、Southwestを、黒字街道

をばく進させている原動力だ」と言っていた。 
 

この退役パイロットのコメントは、Southwest CEOのKellyのコメントと一致する。 
 

そして、これらの話は； 
『①見えない、②在庫の効かない、③生産と消費が同時に行われる財を、④乗員や整備

員や空港ないし営業の社員達がチームワークを組んで、⑤生産すると言う、“人”中心

のサービス産業の本質と一致する』・・・・と思う。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      TD勉強会 情報186（ 以 上 ） 
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