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1. ソーシャル・ネットワーキング 2題 

 

travelweekly.com, 8/03/2009 

(1) American enables fare searchers on Facebook 

 アメリカン航空、フェースブックで運賃検索開始 

 

AA 航空が Facebook の Travel Bag セクションで、“fare-finding”機能を追加した。 

Facebook利用者は、サイトを離れないで運賃検索が可能になる。 そして、この新機能

のネーミング募集コンテストを開始した。 Travel Bagでは、利用者は旅行体験やレビ

ューやコメントや写真を共有している。 

 

 

 

(2) フォーチュン 100社の SNS 3サイト使用状況（2009年 7 月調査） 

 

■ 
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2. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）YTB第 2四半期で継続事業利益計上 

YTB International CEO Scott Tomer が、第 2四半期で継続事業から税前利益を計上する予

定だと語った。(travelweekly.com, 7/31/2009) 

YTB の第 2 四半期決算収入が▲59%減少した。 損失は、RezConnect の売却関連コス

ト $2.6mのために▲$1.6mとなった。 継続事業からは +$1mの利益を計上した。 景

気低迷が影響して、3つの事業のどれもが減収を余儀なくされた。 Webサイト販売は

▲59%減の $13.8m（サイト利用者数は▲47%減少した）、旅行販売は▲51%減の $3.8m、

教育とマーケティング  イニシャティブは▲ 87%減の  $285,000 であった。

(travelweekly.com, 8/08/2009) 

 

（２）旅行者は、OTAにうんざりしている 

Forrester Research主席研究員 Henry Harteveldt は、旅行者は OTAの陳腐化した複雑な検

索にうんざりしていると報告している。 この 18 ページに上るレポートは、以下を指

摘している。 

・ OTA 利用に満足している旅行者が、2008 年の 39%から 33%に減少しており、2008

年の 23%より多い 26%の人達がオフラインの旅行会社に復帰したいと考えている。 

・ 小売りや銀行やメディアの Web サイトが使い勝手を向上させているのに対して、

OTAはイノベーションに遅れている。 

・ 旅行者は、OTA サイトで 追加手数料を見つけ出し、細かい文字の注書きに目を凝

らし、デラックスとスタンダードの違いを理解しなければならない苦痛を味わってい

る。 

・ OTAは、旅行者があたかも旅行会社のように振る舞ってくれることを期待している。 

(travelweekly.com, 8/04/2009) 

 

（３）航空会社の顧客満足度が低下 

J. D. Power & Associate は、2009年航空会社調査で、航空会社に対する顧客満足度が 3

年連続で低下していることを報告している。 6月末に発表した 12,900人の旅客を調査

したこのレポートは、航空会社の満足度が 2006年の 692（1,000点満点）から 3年連続

で低下して 658ポイントになったと言っている。 この低下は、アラカルト運賃の導入

で、手荷物まで有料化したのが原因だろう。 運輸省統計によれば、平均運賃は昨秋の 
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$360から今年第 1四半期には $315 に値下げされているけれども、その減収の一部分は

手数料収入の増加で補填されている。 ホテルは、幅広い商品群を揃えて航空会社より

も比較的高い顧客満足度を達成している。 American Customer Satisfaction Index は、最

近の航空会社を 64（100 点満点）としているのに対して、ホテルは 75 としている。

(travelweekly.com, 8/04/2009) (nytimes.com, 8/03-04/2009) 

 

（４）消費者トレンド 2009 

Ypartnership/Yankelovich 2009 National Travel Monitor は、その序文で 以下要点の如く 旅

行者が大きく変わり始めていることを述べている。 

✓ 世界的な契機低迷の影響を受けている旅行者は、今迄以上に価格に対して敏感に

なっている。 

✓ しかし、バリューに対する 2 つの貢献要素である“品質”と“サービス”に対し

ては、最後まで譲歩しない。 

✓ 旅行者は、価格以外にも環境への対応とか企業倫理についても今迄以上に注意を

払っている。 これらの要因が、彼等の購入意思決定に大きな影響を与えている。 

✓ インターネットによって情報を容易に獲得する事が出来た旅行者は、単純な旅行

手配の領域では 旅行会社よりも勝るスキルを保有するまでに成長している。 

(travelweekly.com, 8/05/2009) 

 

（５）ベンチャー・キャピタル、新興旅行会社に投資 

オンライン・レビューや提案からバケーションレンタル管理ソフトウエアーに至るまで

の幅広い旅行の会社に対する少なくとも 10 の投資が、今年に入ってからも実施されて

いる。  Forrester Research は、今年の米国に於けるオンライン旅行消費は $115.6bn（約

11兆円）に、2013年には $157.8bn に達すると予測している。 SNSは、膨大な利用者

を集め それを金に変えることを考えている。 多くの投資家は、これ等のベンチャー

に賭けている。 1990 年代の初めに OTAの最初の波が起こり、2000 年代の初めにそれ

が大きなコンソリを経験し、そして今度は SNS やモバイルを含む今迄出現しなかった

新たな旅行イノベーションを開発する新興企業ベンチャーが誕生するだろう。 

Expedia や Orbitz は、消費者の購入方法を大きく変更し、ここ数年間の事業運営に成功

して来た。 しかし、5年前と何も変わっていない。 新たなベンチャーは、ビデオツ

アー案内、自動価格警報、ニッチ休暇旅行の提供、家族旅行に最適な旅行計画の助言な

どの新機能を開発して、旅行分野に革新をもたらすだろう。(wsj.com, 8/04/2009) 

 

（６）オービッツ、第 2四半期 +$10mの利益計上 

Orbitzが、第 2四半期決算で +$10mの利益を計上した。 昨年同期は▲$5mであった。 

収入は▲19%減の $188m であった。 収入減少は、航空予約手数料の廃止とホテル手
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数料の値引きが原因している。 しかし、航空予約数は、Expediaの傾向と同様 手数料

廃止により +22%も増加した。 グロス販売額は、▲12%減（米国▲9%、海外▲27%）

であった。 

 

(travelweekly.com, 8/04/2009) (wsj.com, 8/05/2009) (orbitz.com, 8/05/2009) 

 

（７）トラベルポート GDS 事業で増益 

Travelportの GDS事業（Apollo, Galileo, Worldspan）の第 2四半期決算は、旅行会社のト

ランザクション数が▲15%減少したにも拘わらず、イールド増のために利益（earnings）

が $167mに増加した。 2007年 8月に買収したWorldspanのシナジー効果で $165m以

上のコスト削減を実現した。 Travelport の総合収支（GDS事業＋ホールセール部門＋

Orbitz WW:株式 48%保有）は、前年同期比▲32.2%減益の $40mの利益計上となった。 

収入は、▲15.8減少の $592mであった。(travelweekly.com, 8/06/2009) 

 

 

 空 運  

 

（１）サウスウエストのフォロンティア買収は賢明 

Southwestが Frontierを $113.6mで買収する非拘束の申し出をNYC南部地方裁判所破産

法廷に提出した。 アナリスト達は、Southwestの Frontier 買収は、メキシコやカナダの

国際線と DEN の支配的なシェアーを獲得できるので賢明な戦略だと言っている。 来

月 10 日の競売閉め切りまでには、対抗競争入札が出て来るかも知れない。 既に

Republic が約 $109mで買収入札を実施している。(travelweekly.com, 7/31/2009) 

 

（２）エンブラエール、流動性確保 

ブラジル航空機メーカーの Embraer が、第 2 四半期決算で $67.8m の純益を計上した。 

前年同期 $134.4より▲50%減益した。 ネット収入は、▲11%減の $1.46bn であった。 

営業費用は、$244.9mから $161.9mに▲33.9%低下した。 2009 年配当を実施するか否

かは、未だ決めていない。 負債合計は 35.7億ブラジルリアル（$1.9bn）に上る。 内

49%が短期借入金である。 キャッシュフローがポジティブなので、流動性不足は全く
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心配していないと言っている。 第 2 四半期末の現金流動性 36.4 億ブラジルリアルを

確保している。(wsj.com, 7/31/2009) 

 

（３）AF/KLM、2010会計年度も供給削減 

AF/KLM は、経済状況が極めて不安定であるので、2011 年 3 月に終了する会計年度も

供給を削減する予定であると発表した。 旅客供給は▲6%減、貨物供給は▲17%減を

予定する。 そして来年 3 月末までには、従業員数を 106,564 人に▲2.6%減少させる。

(wsj.com, 7/31/2009) 

 

（４）各社の燃油ヘッジ状況 

原油価格がバレル $69 になっているので、今がヘッジのしどころかも知れない。 し

かし航空各社は躊躇している。 $40に値下がりした時に、大きなヘッジ損を計上した

からだ。 第 2 四半期で、DL▲$390m、jetBlue▲$42m、Lan（チリ）▲$53m、CX は、

2008 年に▲$980m のヘッジ損を出している。 これに加えて各社は、流動性不足でヘ

ッジ原資の捻出が困難となっている。 

UAは 2010年の燃油使用料の 9%を、DLは 9%、JetBlue

は 10%をヘッジしている。 一方 COは、来年のヘッジ

を取り止めている。 2009 年上半期で▲$350m のヘッ

ジ損を出したからだ。 AAは、▲$465mの損を計上し

た。 Southwest は、依然としてヘッジを積極的に実施

している。 2010年の使用料の 47%をヘッジしている。 

そして、2013 年までのヘッジ予約で契約先に $425mの

担保を差し出している。 競合他社は、それだけの財

務力を有していない。 依然としてヘッジ能力の有る

無しが、強力な航空会社を創りだす重要な要素となっ

ている。(wsj.com, 8/01/2009) 

 

（５）LHの AUA買収は、オーストリーに致命的な影響を与えるだろう 

オーストリーのバジェット航空会社 Niki のオーナーである

Niki Lauda（右）は、只同然のしかも墺政府による 500mユー

ロの負債肩代わりを伴う LHに対する AUA売却は、オースト

リーにとって致命的な損害を与えると非難している。 しか

し彼は、Niki 航空がドイツの発着枠 7 回分をこれで獲得する

ことに対して満足していると語っている。 

(channelnewsasia.com, 8/03/2009) 
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（６）キャセーCEO、航空需要回復の兆し見えず 

CX CEO Tony Tyler は、最近の同社の収入が少しばかり回復したけれども、需要の安定

した回復の兆しが見えないと、社員に対して語っている。 CX の上半期収入は、燃油

ヘッジ益が幸いして HK$812mの利益（paper profit）を計上した。 ヘッジ益を除去し

た場合の税前営業損失は▲HK$765m となる。 収入は、▲27%の減収となった。 貨

物機と旅客機をそれぞれ 6機非稼働とした。 2010 年には 12機の新造機を受領するこ

ととなっているが、エアバスとボーイングに対してデリバリー延期を要請している。

(wsj.com, 8/03/2009) (FT.com, 8/06/2009) (channelnewsasia.com, 8/05/2009) 

 

（７）ジェットブルーが FFPを開始 

jetBlue が、FFP プログラムを 9 月 28 日より開始する。 このロイヤルティー報奨プロ

グラムは、顧客が支払った 1ドルに対して 3ポイントを付与するもので、アワードの航

空券は、使用する便や日時により必要ポイントが決定される仕組みが採用されている。 

ブラックアウト日は設定されていない。(travelweekly.com, 8/04/2009) 

 

（８）カンタス CEO、コンソリやマイレッジ事業上場を考えず 

QF CEO Alan Joyce は、8 月 5日の会見で次のように述べている。 

・ コンソリは、今後 10 年間考慮しない。 過去の BA との合併協議や、MH や SQ と

の話し合いで、合併が非常に難しい問題であることを学習した。 政府の規則を含め

て困難な問題である。 

・ FFP事業の上場計画は、無期限に延期した。 

・ 業界の景気は 4月以来安定して来ているが、今

年中に更に 20社程度が破綻するだろう。 米国

や欧州で、コンソリが促進されるだろう。 

・ V Australiaと DLが新たに参入した豪米間の太

平洋路線では、今後 18ヶ月以内に少なくとも 1

社が撤退するだろう。 QF は、豪州国内線で

65%のシェアーを確保する。(wsj.com, 8/04/2009) 

Qantas CEO Alan Joyce expects at least one 

competitor to abandon the route between 

Australia and the U.S. 

 

（９）FAA長官、パイロット安全規則の変更を約束 

FAA長官 Randy Babbittが、パイロット疲労問題に対処するために、パイロット安全規

則の見直しを約束した。 米国最大のパイロット組合で、同長官は特にコミューター航
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空のパイロットの疲労問題へ取り組むことが必要であり、現在の大手ネットワーク航空

会社と一緒に適用されている規則を見直す必要があると述べた。 彼は、1日に 5或は

それ以上の区間を操縦したり、1区間であれば何時間でも乗務させたり、何時間でも勤

務させているのは安全上問題があると語っている。(wsj.com, 8/05/2009) 

 

（10）アメリカン航空、航空機担保に私募債発行 

AA航空が、 $276mの私募債（secured notes private placement）を発行した。 これは、

航空機×12 機を担保にしたイールドが 13%の 2016 年満期債で、10月 15 日に満期とな

る $401mの航空機信託証書（equipment trust certificates）のリファイナンスである。  

この借り換えがなければ AAは、$401mの債務返済コベナンツに違反（詰まり債務不履

行？）しただろう。 航空会社の流動性不足と信用市場の逼迫で、航空業界では高金利

のファイナンスが当たり前となりだしている。 第 2四半期末で AAは、現金ポジショ

ン $3.3bnを保有し、ネット負債 $11.4bn を抱えている。(channelnewsasia.com, 8/06/2009) 

 

（11）エアーチャイナが、海運会社シノトランスと戦略提携 

中国国際航空が、中国海運 Sinotrans と商品設計と開発、ロジスティック問題の協調、

インフラ投資の可能性の検討、海外市場の共同開拓で戦略的提携を行なうことに合意し

た。 国際航空は、上海証取上場の Sinotrans Air Transportation Development に対する出

資も検討する。(channelnewsasia.com, 8/06/2009) 

 

（12）BA 7月輸送実績 

BA の 7 月プレミアム旅客輸送実績が、前年同月比で▲11%減少した。 これは最近数

ヶ月間の▲17%減よりも減少幅が縮小した。 RPK は、Yクラスの増加 +3.5%が貢献し

て +1%増加した。 L/F は +3.1%p 上昇して 84.6%となった。 BA は、第 1 四半期で

税前損失▲148mポンド（前年同期は+37mポンドの利益）を計上した。 米法人旅客を

対象に、1,000 枚の無料航空券を提供するキャンペーンを展開している。 

一方 Ryanairの 7月の旅客輸送実績は、+19%の 670 万人であった。 同社は新路線を開

設し供給を拡大している。 そして今年、利益倍増を目指している。(FT.com, 8/06/2009) 

 

（13）マレーシア航空、第 2四半期利益計上 

MH航空の第 2四半期決算は、+876mリンギ（245 億円）となった。 上半期の結果は 

+181mリンギの利益となる。 この決算には燃油ヘッジ（1Q ▲640mリンギ、2Q +1.3bn

リンギ）が影響している。(channelnewsasia.com, 8/07/2009) 

 

（14）エアーアジアが A320×8機のデリバリー延期 

AirAsia が A320 型機×8 機の受領を 2014 年まで 4 年間遅らせる。 この延期は、KUL
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国際空港の取扱容量の問題のためであると説明されている。 この延期で、AirAsia の

2010 年の受領機数は 24 機から 16 機に減機することになる。 この延期には、ペナル

ティーはかからない。 AirAsia は、2011年〜2014 年の間に、更に 8機のペナルティー

無しの 10 月末迄有効なデリバリー延期権利を有している。 2005 年〜2014 年の間で

175 機の A320 型機を発注している。 マ政府は、今年 2 月、AirAsia の $460m に上る

野心的な KUL専用空港建設計画を拒否している。(channelnewsasia.com, 8/07/2009) 

 

（15）エアバス 118機受注 

エアバスが、７ヶ月間でネット 118 機を受注した。 

 
エアバス 

1月〜7月 

ボーイング 

8月 5日まで 

ネット受注機数 

118 

2009 年目標 300機 

取消 ▲22機 

40 

 

取消 ▲89（787▲73） 

デリバリー機数 

288 

含む A320×235, A380×4 

(2008年 483) 

279 

含む B737×216 

(channelnewsasia.com 8/08/2009) 

 

（16）エアーカナダ第 2四半期決算 

AC の第 2 四半期決算が、営業損失▲C$113m となった。 前年同期は C$7m の営業利

益であった。 為替差益などを加えた場合は、+C$155m のネット利益（前年同期は 

+C$122m）がとなる。 収入は、▲16%減少して C$2.33bn であった。 流動性不足を

回避する為に、C$1bnに上る一時的救済の新ファイナンスを得ている。 更に C$600m

を捻出する為に 5組合との協定再交渉を行なっている。(wsj.com, 8/07/2009) 

 

（17）フィンエアーCEO辞任 

FY の 6 月 30 日に終了した四半期で、純損▲26.1m ユーロ（昨年同期 純益 13.4m ユー

ロ）を計上した。 これは 4 四半期連続欠損となる。 収入は▲22%低下して 545.2m

ユーロであった。 CEO Jukka Hienonen（46）が辞任することとなった。(wsj.com, 

8/07/2009) 

 

（18）コンチネンタル、増資で $162m調達 

CO 航空が、8 月 12 日に Class B 普通株 1,440 万株の公募増資をすることを計画してい

る。 昨年 6月にも 1,100 万株を発行し約 $162mの資金を調達している。 

(travelweekly.com, 8/07/2009) 
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（19）機内 WiFi装備 航空会社が増加 

米国内線で、機内 WiFiを装備する航空会社が増えている。 AirTran は、地上アンテナ

経由の WiFi（Gogo 社製）を全機に装備した最初の航空会社となった。 3 時間以内の

便で $5.95、3時間以上の便で $9.95 を徴収している。 アナリストは、機内WiFi が航

空会社のマストのサービスとなりつつあると言っている。 利用に当たっては注意が必

要だ。 機内の全ての座席には電源コンセントが付いていないので、バッテリーが不可

欠だ。 そして、ストリーミングビデオや VoIP は、周波数やその他の理由で利用でき

ない。 幾つかの航空会社は、不適切なサイトへのアクセスを禁止している。 

JetBlue は、A320型機×1 機で無料の WiFiを試験している。 しかし多くの航空会社は

少しでも収入増を達成する為に WiFi の有料化を考えているが、今の所は明確な料金体

系を完成できていない。 各社の現在の料金は、次の通りである。 

CO Fクラス無料、Yクラス $6  LiveTVと契約してWiFiサービス提供 

Alaska B737 型機×1 機で無料試験中 衛星ベース WiFi 

Southwest 4機に WiFi設置 $10〜$3徴収 衛星ベース WiFi 

US 2010年初頭から開始 $5.95 ~ $12.95 Gogo 社製地上アンテナ経由 WiFi 

AA $12.95長距離、中$9.95、短$5.95 Gogo 社製地上アンテナ経由 WiFi 

DL 既に 200機に装備 AA並み料金 Gogo 社製地上アンテナ経由 WiFi 

UA F/Cクラス$12.95、Y装備無し Gogo 社製地上アンテナ経由 WiFi 

(travelweekly.com, 8/08/2009) 

 

 

 

 水 運  

 

（１）ドイツ船舶ファンドの深刻な危機に直面 

ドイツの船舶ファンド KG（合資会社）1,000社の内で 20社以上が倒産もしくはその他

のリストラ或は船舶の売却を迫られている。 海運危機が長引けば、100社以上が投資

家に追加投資を要求するだろうとアナリスト達は予想している。 

1970 年代に設立された KG システムは、今迄も危機に遭遇して来たが今回のような金

融危機との同時危機は初めて。 船舶ファンドは、1992 年〜2008 年の間に 331 億ユー

ロ（4兆 6,000 億円）を主に個人投資家から集め、主としてコンテナ船に投資している。 

ドイツは、世界のコンテナ船フリートの 35%を保有している。 コンテナ海運の急落で、

傭船契約の取消が続発し、契約できてもほとんど航行コストを賄えないレートが設定さ

れている。(FT.com, 8/02/2009) 
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（２）ネプチューンオリエント、第 2四半期決算 減収減益 

シンガポール国営 NOL（世界第 5位の APLを保有）の第 2四半期決算は、前年同期の 

+$76m の利益から▲$146m の損失となった。 収入は、▲38%減の $1.39bn であった。 

上半期では、損失▲$391m（前年同期は +$196m）、収入 $2.9bn（▲37%）となった。 

年間見通しでは、大幅な損失計上となると警告している。 この欠損は、2002 年以来

の欠損となる。 業界から一目置かれている 大手コンテナ海運の中では最も保守的

NOLは、継続的な利益を計上し新造船発注も控え目で負債をほとんど保有していない。 

7月には $972mの株主割当増資を行ない、他企業の買収資金に充当すると言っている。 

世界のコンテナ海運業界では、Zim（イスラエル）が今後 4 年間で $1bn の現金を流出

せざるを得ないと言っている。 ドイツの Hapag-Lloyd は、中核コンテナターミナルの

売却を余儀なくされた。 香港の Orient Oversea International が大幅損失を計上すると警

告した。 デンマークの AP Moller-Maerskは、第 1四半期決算で▲$555mの欠損を計上

した。(FT.com, 8/06/200) 

 

（３）アジア最大手コンテナ海運大幅損失計上 

アジア最大手のコンテナ海運が、揃って大幅損失を計上した。 

世界第 12位 OOCLの親会社 Orient Overseas International 香港は、上半期決算で▲$232m

の損失（前年同期は +158m の利益）を計上した。 コンテナ輸送量は▲17.2%減少し

たが、レートが大幅に低下した為に収入は▲37.2%減の $2.05bn となった。 負債は 

$295mから $724mに増加した。 中間配当を見送った。 

世界第 10 位のコンテナ海運会社 韓進海運（韓国）の上半期決算は、▲ $516m（前年

同期は +254mの利益）となった。 輸送量は▲20%減、収入は▲38.6%減の $2bn であ

った。 韓進は、韓国政府の海運救済機構に船舶フリートの一部を売却している。 

(FT.com, 8/07/2009) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）ナショナルエクスプレス買収期限設定 

National Express（英）買収に興味を示している Stagecoach とスペインのコンソーシアム

は、9月 11日までに最終的な買収入札の提示をしなければならなくなった。（Stagecoach

は、先月、非拘束の買収入札から手を引いている。） 

スペインのコンソーシアムは、買収条件として National Express が c2c と East Anglia 両
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鉄道路線のフランチャイズ運営権確保を要求している。 しかし Lord Adonis 運輸相は、

East Coast線フランチャイズ放棄の罰として、両路線の運営権の剥奪を計画している。

(FT.com, 8/05/2009) 

 

（２）ダラースリフティー 第 2四半期決算 減収増益達成 

Dollar Thriftyが第 2四半期決算で、コスト削減策の成功による $12.4mの利益を計上し

た。 一方 Avis Budget は、▲$2mの欠損計上となった。 しかしこの決算には、レイ

オフに伴う特別退職金引当金 $8mの計上が含まれている。 

 Dollar Thrifty Avis Budget 

収 支 +$12.4m (+$10.8m) ▲$6m (+$15m) 

収 入 
$389 (+10.3%) 

レンタル日数▲20.3% 
$1.3bn (▲17%) 

(travelweekly.com, 8/04-05/2009) 

 

（３）ハーツ、NYCでカーシェアリング拡大 

Hertz が、NYC マンハッタンでカーシェアリングを 420 台（170 ロケーション）に拡大

した。 Hertzは、昨年 12 月からカーシェアリング事業に参入し、先行の Zipcar を追い

上げる。(travelweekly.com, 8/05/2009) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１） アンチブラックリスト法案提出 

米政府は国会議員が旅行する際にレジャー目的と認識されそうなホテルをブラックリ

ストに掲載しようとしている。 それに対して米議会議員たちが反対法案を提出した。 

彼等は、「ブラックリスト掲載は Las Vegas や Reno の差別に繋がる」、「Orlando 地域は

手ごろ価格の第一級の設備を有しており当地のコストの有利さを考慮に入れず、単にレ

ジャー目的地だとみなして排除するのは政府が浪費しているようなものだ」と非難して

いる。 今年、会議開催ビジネスが米国内で▲20%減少している。 （travel weekly.com, 

7/29/2009）(travel weekly.com, 7/31/2009) 

 

（２）MGM Mirage 赤字 

MGM Mirage が、Las Vegas の厳しい不況で 第 2四半期に赤字となった。 だが株価は

回復傾向が見られる。 先頃 MGM は、Genting（マレーシア賭博企業）に株式を売却

した結果、$9bnの City Center 完成に向けての資金調達が可能となり、積み重なった負
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債も再構成することが出来た。 Bellagio, Mirage, MGM Grand の所有者は、ここ数ヶ月

の Las Vegas 市場の低迷で倒産に危機にさらされていた。 しかし負債を再構成して新

規に $1.5bn の社債発行と新株 $1.15bn の売却の結果、財政を持ち直すことが出来た。 

MGMは、短期間の資金調達は安定したが、賭博部門では Las Vegas からMacao まで収

益減少に苦闘し続けている。 長期の負債は、2008 年末から▲$1.1bn 減少して$12.3bn

となった。 Rev PARは、Las Vegas のMGM Mirage のカジノでは▲31%下落した。 コ

ンベンション予約の減少のために、オキュパンシーや宿泊料金は低下しているが、今後

の予測は強気だ。 飲食の売り上げは下落したが、エンターテイメント収入は横ばい状

態を示している。 Las Vegas では部屋数の過剰供給状態が宿泊料金を圧迫しているが、

更に新たなCity Centerの完成で益々部屋数が増加することになる。 New Jersey当局は、

今年、MGM のジョイントベンチャー相手であるマカオの Pansy Ho が不適切だとして 

この事業からの撤退を忠告した後、Atlantic Cityでの Borgata Hotel Casino and Spa に於け

る MGM の賭博ライセンスの見直しを再開した。 MGM は、昨年同時期の純利益 

+$113.1m から今期▲$212.6m の損失に落ち込んだ。 しかし収入は、予想外の $1.9bn

から $1.5bn の下落であった。 昨年同時期一株に付き +$0.41の利益に対して今年は一

株当たり▲$0.60の損失となった。 8月 3日前場で株価は +5%上がって $7.64 となっ

た。（FT.com, 8/3/2009）（wsj.com, 8/3/2009）（wsj.com, 8/4/2009） 

 

 

 

CEO James Murren said 'all roads to an MGM Mirage recovery went through City Center,' seen in March after it was 

on the verge of shutting down. 
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（３）ウイリアムヒル苦境 

2,250の賭博店を保有しているブックメーカーWilliam Hill（英）は、スポーツ賭けで胴

元利益のマイナスが影響して、予想に反して通期決算が欠損となると警告した。 幾つ

かの競馬とサッカー賭博で顧客が勝利したために、上半期の税前利益が 111.1m ポンド

から 91.5mポンドに▲18%減益した。 オンライン賭博の人気上昇で、伝統的 B&M 賭

博事業が曲がり角に来ているようだ。 William Hill は、これへの対応策として 昨年の

Playtechと提携して William Hill Online を立ち上げている。 今年には、350mポンドの

割当増資を行ない、負債を 992.7mポンドから 636.7mポンドに減少させた。 オンライ

ン部門を Taxヘブンのジブラルタルに移転させて、約 10mポンドの法人税を節約する。

(FT.com, 8/04/2009) 

 

（４）トランプ、アトランティックシティーのカジノ支配権 再び獲得 

Donald Trump と Beal Bankが、Atlantic Cityの Trump Entertainment Resorts を買収するこ

ととなった。 この買収で Trump と BNAC（Beal Bank Nevada の姉妹会社）は、現金 

$100mを投資して この非上場企業のオーナーになる。 Trump Entertainment Resorts の

債務 $486m の返済期限は、2012 年から 2020 年に延期されることとなった。(wsj.com, 

8/05/2009) 

 

（５）ハイヤットが上場を計画 

シカゴの Pritzker 家が支配するホテルチェーン Hyatt Hotelsは、$1.15bnで Hyatt を上場

する計画（registration statement）を米証券取引委員会に申請した。 上場予定日や株式

数は明らかでない。 これは、現在予定されている上場計画の第 3番目に大きな上場と

なる。 Hyatt は、413 のホテルを展開し昨年には $168m の利益と $3.8bn の収入を計

上したが、今年上半期では▲ $3m の損失と収入  $1.6bn を計上している。

(travelweekly.com, 8/05/2009) 

 

（６）ラドブロクス収支悪化 

ベティングとゲームの最大手 Ladbrokes（英）の上半期税前利益が、130mポンドとなっ

た。 依然として安定した利益を計上しているが、収入は▲7%低下して 565mポンドと

なった。 ハイストリートの賭け金合計が▲5%減少している。 オンライン賭博でも

▲2%賭け金が減少した。 不況により小額の賭けを楽しむ需要が減少している。 

Ladbrokes は、オンライン部門をジブラルタルに移動させ、法人税の減少を計画する。

(FT.com, 8/06/2009) 
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 その他  

 

（１）グーグル CEOがアップル社の非常勤重役を辞任 

 

(wsj.com, 8/03/2009) 
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編集後記  

 

 

 

 

 

＜＜＜ 最近印象に残った旅行業界関連ニュース ＞＞＞ 

 

 

旅行業界関連ニュースで 過去 2ヶ月間で 印象に残ったものを 3つ拾ってみた。 

 

（１）ソーシャル・ネットワーキング・サービスと旅行業界 

 

YouTube, Facebook, Twitter などのソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の

人気が世界中でますます高まっている。 それを反映してか、旅行関連ニュースでも こ

のニュースが最も多く紙面を賑わしている。 旅行業界を含めて全ての業界が、世界の

数億人の人達が参加しているソーシャル・コミュニティーを、何とか将来の事業に役立

たせたいと願っている。 旅行のサプライヤーでは、SNSを自社プロダクトの PR活動

や宣伝に役立たせている他、航空会社などは顧客からの苦情の処理にも活用している。 

 

サプライヤーは、これ等の実験的な利用を通じて SNS を新たなチャネル（販路）とし

ても利用しようとしているのかも知れない。 そうなると、仲介業者である旅行会社に

とっては、サプライヤーの自社直販サイトに加えてもう 1つの極めて強力な“中抜き”

のチャネルが誕生することになってしまうので、競争がますます激化することを意味す

ることとなる。 
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（２）3大ポータルの旅行分野におけるツール強化 

 

Microsoft が、5 月に新型検索エンジン Bing を立ち上げた。 Bingは、大量の情報を整

理して、その中から最適と思われる“ベストマッチ”の検索結果を表示する意思決定支

援型エンジンだ。 そして、ショッピング・ローカル・旅行・健康の 4つのカテゴリー

をターゲットにしている。 この内、人気が高い旅行のカテゴリーでは、2008 年に $115 

millionで買収したメタ旅行検索エンジンの Farecast とMicrosoft Travelを Bing Travel に

統合した。 

一方、Googleが 6月に旅行計画支援ツールの City Tours を導入した。 このツールは、

訪問する目的地を入力するだけで、そこでの 3日間の旅程を作成してくれる。 そして、

更に 7月には Favorite City（私の好きな場所）を立ち上げて、Google Map と連動した目

的地紹介を実施している。 

 

そうかと思ったら、7月 29日は、Microsoft と Yahoo!がヤットのことで提携に合意した。 

ポータルの検索市場シェアーの 2位と 3位が提携して、トップの Google（63%シェアー）

を追いかける魂胆だ。 M＋Yの提携は、Mの Bing Travel（Farecast）と Yの Yahoo! Travel

（FareChase）の提携強化にも繋がるのだろう。 そうなれば、Google との競争どころ

か、オンライン旅行会社（OTA）との競争も激化するだろう。 OTA は、予約中心の

ビジネスモデルから広告収入増を目論んだ “予約（トランザクション）事業＋媒体広

告事業”のハイブリッド型に自身のモデルを変更しつつある。 何のことはない、OTA

は、ポータルの旅行ツールと何の違いもなくなってしまうじゃないか！ 競争が激化す

るのは当たり前だ。 

 

 

 

（３）オンライン旅行会社の予約手数料廃止 

 

Expedia, Travelocity, Orbitzの米大手 OTA 3 社が、3月末から 4月初めにかけて 相次いで

航空便の予約手数料（約$7）を廃止した。 Priceline は既に廃止しているので、これで

大手 OTA ４社が全て航空便の予約手数料を廃止したことになる。 手数料を廃止した

ので収入が大幅減になるかと思ったら、価格が航空会社の自社直販サイトのそれとほと

んどパリティーになった結果、かえって予約数が増加しているという。 景気悪化の局

面では、消費者の価格に対する執着がますます強くなっている。 
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OTA 4 社の内で Orbitz は、航空会社によって設立された経緯もあり、航空便予約の総

グロス収入に占める割合が 73%（第 2四半期実績）と極めて高い。 従って、航空便予

約手数料廃止による収入インパクトも 3 社の中で最も高くなる。 それでなくても

Orbitzは、欧州展開のために買収した ebookers.comでつまずき、米国市場でもホテルの

オンライン販売拡大に失敗し OTA 市場シェアーを低下させている。 そして大きな負

債の返済に苦しんでいる。 株価は、業績の低迷を反映して 2007 年 7 月上場以来 1/3

にまで低下した。 Orbitzがデフォルトを起こして競合他社に買収されると予想してい

る業界人が居るくらいだ。 近い内に OTA 大手 4 社が 3 社にならないとも限らない。 

Orbitz は、第 2 四半期決算では +$10m の利益を計上したけれども（昨年同期は▲$5m

の欠損）、United 航空のクレジットカード手数料廃止が、仮に他航空会社にも広がって

行くようだとすると・・・Orbitzは更に苦境に立たされることになるだろう。 

 

（H.U.） 
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1999年 9月作 


