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B737-900ER 型機、2007 年上半期就航。 関連記事：ページ 19 参照。 
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DTW, 8/7/2006 

1. As GDS Deadlines Draw Near, Agents Play Waiting Game 

  GDS 契約更改期限迫る、旅行社“待ち”戦術採用 

 
 

(1) GDS のオプトイン プログラムへの参加期限迫る 
 

Amadeus を除く 3 大 GDS のオプトイン プログラム（オプショナル プログラムとも呼

ばれている）の開始時期 9 月１日が迫っている。 
Sabre と AA と、Worldspan と DL のコンテント契約が、未だまとまっていない。 
 

旅行社は、激変する GDS との流通契約に戸惑っている。 そして、オプトイン プロ

グラムへの参加を決めかねている。 一部の業界通は、GDS の新プログラムの開始は

延期されるかも知れないと言っている。 
 

各 GDS のオプトイン プログラムへの参加方法は、下表の通りである。 
 

GDS 新プログラム 開始時期

Amadeus 新旅行社プログラムを未だ発表していない。  

Sabre 

Efficient Access Solution 
殆どの Simplicity 契約 5,500 旅行社は、不参加の意思表示をしな

い限り、EAS 自動的に EAS 加盟される。 
プレミアムなグローバル旅行社約 500 社は、参加する為のオプ

トインが必要。 

9 月 1 日

Galileo 
Content Continuity Program 
全ての旅行社は、不参加の意思表示をしない限り、CCP に自動

的に参加される。 
9 月 1 日

Worldspan 

Super Access Product 
旅行社は、SAP 若しくは Subscription Access Product への参加登

録の必要が有る。 W.は、8 月 18 日迄に手続きを終える様、旅

行社に依頼している。 

9 月 1 日

 

Amadeus は、北米では、未だ新しい旅行社プログラムを発表していないが、既に、欧

州では 2005 年から Full Content Option を運営している。 このプログラムには、欧州

の航空会社 59 社が加盟し、Amadeus は、これ等の航空会社にセグ当たり 59 ㌣を支払
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っている。（この項 DTW, 8/8/2006） 
 

Sabre は、「今回 EAS 不参加を決定した旅行社は、次に参加を希望しても、自動的に参

加出来る訳ではない」、と強気のポジションをとっている。 Worldspan は、何時でも

Super Access Product への参加を歓迎すると言っている。 
 
 

(2) 各 GDS のインセンティブ協定 
 

オプトイン プログラムを採用した 3GDS のインセンティブは、下表の通りである。 
 

GDS インセンティブ協定 

Sabre 

セグ当たり▲80 ㌣減額する。 但し、 低 20 ㌣は保証される。 
Sabre は、この発表を変更して、インセンティブ削減の代りに、80 ㌣の“プ

ログラム フィー”を導入すると言い出した。（プログラムの中味は、当初

の発表されたモノと全く同一で、 “インセンティブ削減”を“プログラ

ム フィー”に呼び名を変えただけの話。） 

Galileo 

Sabre と同様のフィーを徴収する。 但し、20 ㌣のインセンティブ 低保

証は無い。 旅行社は、セグ当たり 80 ㌣を上回るインセンティブ収入に

ヒットしない限り、Galileo に小切手を切らなければならなくなる。 

Worldspan 
Worldspan は、旅行社毎に財務的条件を決定しているが、ゼロ インセンテ

ィブがベースと言われている。 

 

SabreのEASプログラムについて、インセンティブが 80 ㌣に減額すると、レポートし

て来たが、これは誤訳で、インセンティブが 大▲89 ㌣減額されるが正解。 8 月 5
日に、アーカイブに掲載してある過去の情報を修正した。 
 

【関連ニュース】 
アマデウス、アメリカンとノースウエストを提訴 
Amadeus が、8 月 9 日、Participating Carrier Agreement に違反したとして、AA と NW の

2 社を NYC の連邦裁判所に提訴した。 PCA 契約には、Amadeus のサブスクライバ

ーを、他の GDS のサブスクライバーと同等に取り扱う事が明記されているにも拘わら

ず、AA と NW が 3.50 ㌦のコンテント手数料を彼等から徴収するのは、契約違反に当

たると訴えている。 他の GDS のオプトイン プログラムには、3.50 ㌦の手数料は適

用されないが、オプトイン プログラムを保有していない Amadeus は、非選別チャネ

ル（non-preferred channel）と位置付けられて手数料の対象とされている。 そして、

情報 230（平成 18 年 8 月 11 日）  TD 勉強会 3



裁判所に、9 月 1 日から開始される手数料徴収の差し止めを要求している。 CO 及び

UA も同様のコンテント手数料の徴収を予定しているが、CO は、徴収開始を 10 月 1
日まで延期した為、UA は、米国の Amadeus を選別チャネル（preferred channel）とし

ている（手数料の徴収の対象とならない）為に、どちらも訴えから除外されている。 

Amadeus は、同時にパリの国際商工会議所に AA と NW の 2 社との調停斡旋を依頼し

た。(DTW, 8/10/2006) 
 

アメリカン航空、セーバーが他社 PNR 情報の購入を持ちかけた事を暴露 
AA は、およそ 1 年前に、Sabre から、他社 PNR 情報の購入を持ちかけられていた事

を暴露した。 AA は、この申し入れを即拒否し、AA の PNR の第三者販売禁止を要

請した書簡を、Sabre に発出した。 Sabre は、AA の要請を聞き入れた。 
・・・・と AA は、今になってこの話を公表した。 8 月 10 日、Sabre はコメントを

回避している。 AA と Sabre との流通契約更改は、7 月 31 日に DCA-3 契約が失効し

たにもかかわらず、現在、2 つの問題で行き詰まっている。 その 1 つがデータ守秘

義務の問題だ。 AA は、PNR 販売禁止を新契約にも取り込もうとしている。 もう

1 つの問題は、経済性の問題だ。 Sabre は、Sabre サブスクライバーに対して、より

コストが安い GNE への勧誘禁止（5 年間）を AA に要求している。(DTW, 8/10/2006) 

■ 
 
 
PhoCusWright Channel, July 30, 2006 

2.  Data…. ‘Cause You Still Can’t Get Blood Out of A Stone 

   出張費削減にデータ マネジメント駆使 

 

シカゴで、7月17日〜19日に開催された全米ビジネス旅行協会（National Business Travel 
Association）の年次総会では、コンテントへのアクセスが継続して話し合われたが、

それにも増して、旅行データの駆使による出張予算管理に出席者の耳目が集中した。 
 

① トランザクション コストの削減努力も大切であるけれども、出張費の支出の管理

にモット注目するべきだ。 昔の 95/5 ルールに従って、5%のコスト（ここではトラ

ンザクション）よりも、予算の 95%を構成する支出に注目するべきである。 
 

② その為には、データ管理により多く投資するべきだ。 予算管理マネジャーは、リ

アルタイムでデータを集めて、出張支出全体の管理をするべきである。 そうすれ

ば、今迄以上のコスト削減が出来るだろう。 予約ツールの Amadeus e-Travel 
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Management とデスクトップ アプリケーションの Portage/Farelogix は、マルチ ソー

ス機能を保有している。 GetThere はマルチの輸送手段を、ConCur は其の他の旅行

手配を、取り扱えるツールを発表している。 
 

③ 出張費に占めるエアーの割合は、半分以下となっている。 予算管理マネジャーは、

エアー以外の支出（ホテル、レンタカー、レストラン、イベント チケット、ハイヤ

ー、飛行場駐車料金）に、モット注目するべきだ。 これ等のノンエアー支出は、

ともすれば、出張規程の遵守がエアーほど厳しく管理されていないし、優先サプラ

イヤー契約も存在しない場合がある。 
 

④ 予算管理マネジャーは、 
・ 出張規程の遵守と優先サプライヤー使用を、出張者にヤンワリと訴えるべき

（visual guilt を引き出す様に）である。 
・ 法人ディール価格（エアー・ホテル・レンタカー以外のサプライヤーを含めて）

の使用を奨励するべきである。 
・ Sarbanes-Oxley Act への対応を要する費用を、出張者に見える形でコントロールさ

せるべきである。 この費用は、出張予算の 25%をしばしば超える場合がある。 
 

⑤ ミーティング コスト管理は、出張予算の 1/3〜1/2 を占めるにも拘らず、大きなミ

ーティング設営の場合を除いて、往々にして忘れ去られている。 このコストのデ

ータを精査して効率的管理を実施すれば、大きなコスト削減が可能となるだろう。 

ミーティング手配の為の OnVantage’s Easy Book, RFP Express やホテルの専用ツール

が出現し始めている。 ミーティングのサイト選別から RFP（request for proposals）
サービスまでを含めたオンライン予約ツールや、専門家によるコンサルテーション 
サービスが、GetThere/HelmsBriscoe, MPbid などによって提供されている。 

 

⑥ 旅行データは、なにも旅行支出管理に使用されるだけではない。 特に、海外に出

張者を送り出している企業にとっては、旅行先の出張者のアップツーデートなデー

タを管理する事によって、テロや災害時の適切なセキュリティー管理が実施出来る。 

支出データと同様に、これ等のデータは、統合情報ソースの一つとして、出張管理

マネジャーの前の、インテリジェンス ハブ機能のダッシュボードに並べられ、企業

の迅速な意思決定を可能にするだろう。 
 

⑦ 企業データを一覧管理するダッシュボードは、旅行バブル時に、企業に取り入れら

れたWeb 2.0の効果による産物であり、出張管理には正に打ってつけのモノである。 

PhoCusWright は、POS 時点だけでなく旅行全体のプロセスを旅行者に管理させるた
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めの、インターネット サービスと伝統的旅行アプリケーションとを一緒に働かせる、

“Travel 2.0”と言う言葉を作り出した。 これは、リアルタイムのマルチ データ リ
ンクによって、中央集中化したアクセスを出張旅行管理者に提供する。 管理者は、

それ等によって出張活動をモニターし、納得ずくの決定（Informed decisions）を行う

事が出来る。 
 

⑧ 支出管理と旅行購入は、かってないほど密接に関連し合っている。 今年初めの

ConCur の Outtask 買収と、HRG Expense Management（powered by its SpendVision 
investment）の NBTA 会議場での発表は、プロセスの効率化だけでなく支出データ管

理も含めた、この支出管理と旅行購入の統合の重要性を裏付けしている。 中央化

プラットフォーム（或はダッシュボード）は、支出・マーケット データ・旅行者情

報を統合し、海外出張者のサプライヤーやクレジットカードの使用と支出をリアル

タイムで観察する。 そして、 も関連する旅行データ ポイントの要約を提供し、

それを精査し、過去のデータと比較し、現在の予算との比較を可能にする。 この

ケーパビリティーは、出張規程に必要となる規定の改定を洗い出し、サプライヤー

契約のメリットの機会損失を見つけ出してくれる。 
 

⑨ 出張旅行管理者は、このデータを利用して、 
・ POS に於けるレートの間違い、不必要な手数料、未使用チケット等のコスト削減機

会損出を見つけ出し、より安いコストの旅行と非旅行の代替を見つけ出す。 
・ ホテルチェーン・プロパティー・シティー ペアー・レストランにコンタクトして、

優先サプライヤー契約の拡大を試みる。 
・ 法人クレジットカードや特定都市のホテルチェーンを絞り込む事によって、より有

利な条件を引き出す事を模索する。 
・ リアルタイムで出張規程外取引を抽出し、出張者に規定遵守を奨励する。 場合に

よっては、実態に合わせて規定を改定する。 
・ クライシス時の出張者の滞在場所を確認し、クレジットカード使用による帰社が可

能かどうかを確認する。 
 

⑩ $20m（23 億円）の出張旅費を持つ企業の場合、以上のデータ管理手法を駆使する

事によって、▲49 万㌦（5,700 万円）のコスト削減が出来る可能性がある。 
・ 出張費の 45%がエアーとする。 
・ 残りの$11m の内、規定がカバーしない役員出張費$2m を除去する。 
・ $9m のホテル、地上輸送費やその他の費用の約▲5% 49 万㌦が節約出来るだろ

う。 
■ 

情報 230（平成 18 年 8 月 11 日）  TD 勉強会 6



 

TD 勉強会, 8/10/2006 

3. TDR 8 月 14 日号の要約 

 

TDR 8 月 14 日号 Vol14, No.16 は、以下の 4 つ記事を掲載している。 

（１） 旅行社のインターネット利用 5 つの原則 
（２） ワンリンク コープの前払い販売モデル 
（３） 南アのオンライン旅行販売 
（４） 航空会社の“右へならえ”戦略の失敗 
 

以下に夫々の要約を記す。 
 

（１） 旅行社のインターネット利用 5 つの原則 

Travel Agents: Tap These 5 Tech Tactics To Combat The Self-Booking Trend 
It takes the right kind of tools to beat online agencies at their own game 
 

ASTA の調査によると、（オフライン）旅行社は、旅行の調査と予約の為に、1 週間に

17 時間以上の時間をインターネット使用に割いている。 この調査結果は、“旅行社

は、インターネットを余り使用しない”という間違った観念を覆している。 
 

旅行者がますますオンラインによる旅行の予約に慣れて来ているので、旅行社は、自

分達が不必要とされないために、Web をモット駆使しなければいけない。 以下が、

旅行社が Web を駆使するための 5 つ原則である。 
 

① ワンストップ ショッピングに拘るな 
業界は、こぞってワンストップ ショッピングを追い求めているが、実際は、旅行社は、

マルチのアプリケーションを開けている。 従って、1 つのソフト或いはツールによ

って、スクリーン間を行ったり来たりする切り替えを無くすと言うのは、当を得てい

ない。 これもあれも出来るというテクノロジーよりも、顧客により良いサービスを

提供する事を可能にし、旅行社の販路にバリューを与えてくれるテクノロジーを採用

するべきである。 
 

② コンテント集積ツールに投資しろ 
コンテント集積ツール（content aggregation tool）は、異なった Web サイトやソースか
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らの運賃を集めてきてくれる。 GDS とエアライン直販サイトの運賃を、旅行社の PC
画面に並べてくれる。 旅行社は、 低運賃の提供だけでなく、旅行社のサービスに

エクストラのバリューを追加しなければいけない。 そうすれば、顧客は旅行社をモ

ット頼りにしてくれるだろう。 コンテント集積ツールは、複数のアプリケーション

―― 1 つで天気をモニターし、もう 1 つで目的地情報を検索し、更にもう 1 つで e-
メールをチェックする ―― の必要性を無くしてくれないが、運賃を一箇所にまと

めて表示してくれる。 
 

③ ダイナミック パッケジングでもってバリューを高めろ 
各オンライン旅行社は、自身の集積ツールをホストしている。 つまり、Orbitz は

Travelocityのオファーを、TravelocityはExpediaのオファーを確実に把握している。 彼

等は、競争他社の価格を知る事で、競争力を維持している。 旅行社は、オンライン

旅行社の価格を下回ることは出来ないかもしれないが、顧客がエアーに加えてホテル

やレンタカーを予約する時には、若干の値下げが出来るだろう。 パッケージの需要

が高まりつつあるので、旅行社は、単品素材をダイナミック パッケジングして、自身

のバリューを高めるべきである。 
 

④ グループ予約を嫌がるな 
予約が煩雑だからと言って、グループ予約を敬遠してはいけない。 グループ予約は、

より大きな収入とマージンを保証してくれるだろう。 Groople.com では、ヤヤコシイ 
グループ予約をオンラインで処理してくれる。 Groople は、現在、旅行社にソフトを

ライセンシングして、彼等のシステムの中に、オンライン グループ予約機能を統合さ

せる事を検討している。 
 

⑤ 販売管理の為に Web を利用しろ 
精巧な管理システムが必要と考えた事がある旅行社には、効率的な Web 上の顧客管理

の利用を勧める。 インターネットを利用して、顧客のデータベースを作成し、顧客

についてモット熟知する必要が有る。 そして、サプライヤーからより良いインセン

ティブを獲得する為に、顧客の購入意思決定に影響を与える事を考えるべきである。 
 

今日では、旅行社は、ベーシックなトランザクション処理の役割だけを担っていては

いけない。 過去から蓄積した顧客との関係を大事にして、彼等に、旅行の計画から、

実際の旅行の完了までの全てにわたって、バリューを伴った適切なガイドを提供すれ

ば、旅行社は、キット生き残って行けるだろう。 □ 
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（２） ワンリンク コープの前払い販売モデル 

OneLink Corp. Updates Agencies With Pre-Paid Travel Products 
“We want to be an agent of change for the retail travel channel,” Guerin says 
 

旅行社にとって、 大の関心事の一つは、コミッションの入金である。 旅行業界で

は、この入金に数週間を要している。 OneLink は、ここに目を付けて、プリペイド モ
デルを開発し、顧客が前払いする時点で、コミッションを確保（天引き）できるシス

テムを作り上げた。 
 

買収し子会社化したComputerized Corporate Rate Association Internationalを通じて、オン

ライン ポータルwww.CCRAonelink.comを立ち上げ、旅行社に、ホテル予約とアクティ

ビティーやイベント チケット手配を含む全旅程管理を可能にした。 このポータルを

使用した予約では、顧客は、前払いが要求される。 従って、旅行社は、その時点で

コミッションを確保する事が可能となる。 外貨建て決済も処理出来る。 
 

現在は、ホテル予約のみを取り扱うが、間もなくレンタカー予約も含める事を計画し

ている。 しかし、既に前払い制度が定着しているエアー（ゼロ コミッション）につ

いては、対象としない。 
 

OneLink は、旅行社コンソーシアムとのディールを確保し、業界での地歩を確保する

事を目論んでいる。 そして、その後にホーム ベース旅行社にも、このポータルを利

用してもらう事を考えている。 旅行社の利用を促進させるために、このポータルは、

前払いモデルと伝統的なプロダクトの両方を取り扱える様にしている。 現時点では、

伝統的なプロダクトのサプライヤーには Amadeus や Hotels.com、プリペイドにはホー

ル セール旅行企業が参加している。 
 

今まで業界で考えられて来た“顧客は、前払いを嫌がっている”というのは、事実と

反する、と OneLink CEO Bill Guerin が言っている。 「顧客は、既にオンライン予約

で、前払いに慣れている」、「嫌がっているのは旅行社の方だ」、「何時までもプリペイ

ドを嫌っている旅行社は、顧客を逃がす事になるだろう」、と Guerin は語っている。 

□ 
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（３） 南アのオンライン旅行販売 

South Africa Set To Benefit From Online Travel Boom 
But inadequate Internet access could push travel away from the web and into travelers’ hand 
 

南アフリカのオンライン旅行販売が活気付いている。 南アのインターネット人口は、

アフリカ大陸全土の 16%を構成する。 オンライン旅行販売の中心はエアーだ。 国

営の南ア航空に加え LCC の Kulula が、南アのオンラインによる航空券販売を拡大し

つつある。 Kulula のオンライン化率は 70%～80%に達していると言われている。 こ

こでは、GDS が旅行流通の中心だ。 □ 
 
 
 

（４） 航空会社の“右へならえ”戦略の破滅 

Copy Cat Trend Could Be Catastrophic For Airlines 
Airlines must differentiate their services – and scrap price-matching strategies 
 

Fasten Your Seatbelts: The Passenger Is Flying The Plane（シリーズ 4 冊目）の著者 Nawal 
Taneja が、「航空会社のコスト削減も大事だが、収入についての考え方を変えて、顧客

の信頼を勝ち取らなければいけない」と語っている。 彼は、こう言っている： 
 

 他社が実施する事へのマッチングばかり考えている航空会社は成功しない。 
 嘗ては、路線・ダイア・流通システムの 3 つが、航空会社経営に重要と考えられ

ていたが、現在では、① フリート・② 路線網・③ プロダクト・④ 提携・⑤ ダ
イア、⑥ 流通の、6 つのベースの構成を 適化しなければいけない。 

 エアラインが決めた路線とダイアを、顧客に使用させる時代は終わっている。 現

在では、顧客が欲する路線とダイアをエアラインは提供しなければいけない。 
 顧客は、どのプロダクトにバリューがあるかについても決定権を持っている。 彼

等は、通路側の座席には割増料金を、真中座席には割引を欲している。 そして、

その料金幅を自分で決めたがっている。 
 Web は、顧客と航空会社間の、この種のヤリトリに持って来いのメディアムだ。 

4～5種類の運賃種別と、その規則をリストした表が顧客に歓迎されるだろう。 何

故ならば、① 顧客は、価格の全体像を把握でき、そして ② どのオプションが自

分にとってバリューがあるかを決める事が出来るからだ。 顧客は、透明性と、

バリューを伴った価格をベースにしたチョイスを欲している。 

 顧客が欲する方向に、プロダクトを並べられない航空会社は、敗者となるだろう。 
□ 
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【TDR からの訂正】 
7 月 31 日付け TDR （Vol 14, No.15）の「トラベルズーの欧州展開成功」の記事で、

Travelzoo 社を e-メール ニュースレター企業と解説したのは誤り。 Travelzoo 社は、

旅行商品（travel deals）を掲載するグローバル インターネット メディア企業。 米国

では、Top 20 e-mail newsletter が良く知られている。 カナダと英国でも Top 20 を発行

している。 この記事は、情報 229 号ページ 4 に掲載してある。 
■ 
 
 

4.  其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 

（１）オービツ、モバイル サービス拡充 
既に各種の航空便アラートを携帯機器に送っているOrbitzが、今度は携帯機器から予約

確認が出来るモバイル サービスOrbitzTLC Mobile Accessを開始した。 消費者は、旅

程・フライト ステータス・ホテル アベイラビリティーを、ワイアレス機器からチェ

ックする事が可能になる。 このサービスは、携帯機器会社に支払う料金を除いて無

料で、www.orbitz.comをキーインする事によって、モバイル ブラウザーにアクセスす

る事が出来る。 Orbitzのワイアレス アクセスには、旅程チェックのMy Trips、航空

便発着時間調べのFlight Status、全米 20 都市に於けるベスト 5 間際ホテル ディール検

索のFind Hotelのメニューが含まれている。 ホテルの機能には、ホテルの近隣地域・

等級（星の数）・ 低価格の表示が可能。 但し、予約は、Orbitzエージェントに電話

しなければならない。(TDW, 8/4/2006) 
 

（２）アマデウス、上半期収入 +12.7%の 1,381.6m ﾕｰﾛ達成 
Amadeus が、上半期の決算で、前年同期比 +12.7%増の収入を達成した。 予約物量

は 263.9 百万（+5.5%）で、オンライン トランザクションは +22.7%増加し、総予約量

の 13.9%を構成している。 予約数では、世界市場の 30.5%を占めるトップ GDS の地

位を維持した。 Amadeus は、各年 300m ﾕｰﾛ（420 億円）のテクニカル投資を継続す

ると言っている。 伝統的 GDS システム アーキテクチャーを、Unix や Linux に移行

中。 Amadeus は、新たに 4,000 のホテルを追加して、合計 61,000 のホテルの予約を

可能にしている。(Travel Wire, 8/2/2006) 
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（３）セーバー第２四半期決算 +9.5%増益 
Sabre Holdings は、第 2 四半期決算で、+$59.2m（前年同期比+9.5%）（69 億円）の利益

を計上した。      単位：百万㌦ 

 2006 2QT Vs ‘05 2006 1st Half Vs. ‘05 

Sabre Travel Network 420.2 -2.0% 868.7 +2.4% 

Travelocity 281.0 +63.3% 515.4 +61.5% 

Sabre Airline Solutions 67.7 +1.3% 132.5 +2.2% 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間収入除去 -46.3 -4.7% -93.9 -2.6% 

収入 計 722.6 +16.7% 1,422.8 +18.5% 

営業利益 105.5 +17.1% 169.9 +0.3% 

利  益 59.3 +9.5% 91.5 -11.1% 

 

トランザクションの実績は、下表の通りである。 

 2006 2QT Vs ‘05 2006 1st Half Vs. ‘05 

米  国 55.9 -0.3% 116.0 +1.0% 

海  外 34.9 +2.3% 69.8 +3.7% 
     

伝統的旅行社 78.7 +0.1% 161.7 +1.5% 

消費者オンライン 12.1 +4.4% 24.1 +5.2% 

     

エアー 77.4 +0.1% 159.7 +1.7% 

ノン エアー 13.4 +4.0% 26.1 +3.6% 

     

合  計 90.8 +0.7% 185.8 +2.0% 

(Sabre.com Press Release, 8/3/2006) 
 

Sabre は、幾つかの機能をメインフレームからオープンシステムに移動させた結果、

Product and System Delivery グループをリストラして、そこに所属している社員▲120
人〜▲150人を年内にレイオフすると発表した。 依然として多くのSabreのGDSは、

メインフレームで動いているけれども、北米のサブスクライバー用のプライシングと

ショッピング システムは、オープンシステムで走っている。(Travel Weekly Newsletters, 
8/9/2006) 
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（４）ベスト ウエスタン、ダイナミック パッケジングを導入してサイト強化 
Best Western InternationalがTravelportとViatorの 2 社と提携して、自社サイトを強化する。 

Travelport（旧Cendant Travel Distribution Services）との提携では、航空便・ホテル・レ

ンタカーのオンライン予約とダイナミック パッケジング機能を導入し、Viatorとの提

携では、市内観光、目的地アクティビティー、イベントやアトラクションのチケット

をオンライン販売する。 Best Westernは、www.bestwestern.comで、顧客にワンストッ

プ ショッピングの機会を提供する。 
Best Western は、今年初め、新ナビゲーション ツールや予約プロセスを単純化する為

の検索クライテリアを導入した。 近では、全 2,400 の北米ホテル用の 360°バーチ

ャル ツアーを立ち上げた。(DTW, 8/4/2006) 
 

（５）フェアロジックスとパスが提携 
Farelogix と Pass が提携して、単一アプリケーションで、マルチソースからの予約とイ

ンベントリー管理を実施する事が出来る機能を、旅行社と企業に提供する。 この機

能は、スーパーPNR を伴った、ネイティブなグリーン スクリーン コマンドで動かす

事が出来る。 このオファリングは、フロントエンドの Farelogix のプロダクト FLX 
Distribution Manager と、Pass の GUI Virtual Travel Organizer を結びつけたモノ。 旅行

社と企業に、4GDS 経由の予約と、サプライヤー ダイレクト コネクションによる Web
コンテント・プライベート運賃アクセスによる補完を可能にする。 Farelogix と Pass
は、GDS 代替経由のインベントリー アクセスを阻む技術的な理由は何処にも存在し

ない、と語っている。 

一方、Farelogix と Pass は、彼等のシステムを利用したエアー予約に対して、サプライ

ヤーから、1 旅行当たり$1〜$1.50 を徴収する。 同じ GDS 代替の G2 SwitchWorks の
予約手数料（off the shelf booking fee）は、旅行当たり$3。 G2 SwitchWorks の株式の

16%は航空会社が所有している。（16%にキャッピングされている。）(Travel Weekly 
Newsletters, 8/9/2006) 

 

（６）プライスラインが、第 2 四半期決算で、粗利 +60%達成 
Priceline.com が、第 2 四半期決算で、前年同期を +62.8%上回る $927m（1.070 億円）

のグロス収入を達成した。 収入は、+15.4% の $307.7m（360 億円）であった。 こ
の好決算には、Priceline Europe（グロス収入$356.6m≒410 億円、前年同期比+116.9%）

が大きく貢献している。 Priceline は、Sabre Travel Network 経由で予約プロセッシン

グを開始している。 そして、Sabre の EAS プログラムに参加する。(TDR, 8/14/2006) 
 

（７）ゲットゼアー、オラクルと提携 
GetThere が、Oracle のグローバル コンソリデーション イニシャティブに参加する。 
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Oracle のシステムの中で、オンライン予約サービスを提供する。(TDR, 8/14/2006) 
 

（８）セーバー、パッケジング機能を旅行社に提供 
Sabre Holdings が、カスタム化した旅行パッケージを造成する為の、旅行ホールセール

ビジネスを立ち上げた。 TripTailor は、Sabre 接続旅行社にエアー・ホテル・カー・

その他の旅行プロダクトの、アドバンスと間際の、コスト効率良いコンビネーション

の検索を可能にする。 TripTailor は、Sabre の Agent59 間際パッケージ オファリング

に統合されている。(TDR, 8/14/2006) 
 

（９）エクスペディア、ワールドスパンとの契約解釈で裁判所の裁定を仰ぐ 
Expedia は、7 月 26 日、ワシントンの King County の高等裁判所に、Worldspan が、Expedia
の他の GDS データの使用禁止を試みていると苦情した。 そして、Expedia は、

Worldspan との契約が、他の GDS 情報の活用を禁止出来るのか否かについて、同裁判

所の判断を仰ぐ事となった。 この苦情は、Sabre が、Expedia に対して GDS サービス

を提供すると発表した、約 1 週間前にファイルされている。 

Worldspan と Expedia の契約は、1995 年から開始されている。 以来、現在迄、10 回

契約内容が変更されている。 2006 年迄は、Worldspan は、Expedia の排他的な GDS
プロバイダーであった。 しかし、 近、Expedia は、Sabre を使い始めた。 Expedia
の海外事業部門は、Worldspan の GDS サービスを Amadeus で補完している。 Expedia
同様、Priceline も、コンテントの分散化に対処する為に、複数 GDS との契約を模索し

ている。 そして、 近、一部の予約を Sabre 使用に変更している。 Priceline は、

G2 SwitchWorks とも契約している。 この件で、Priceline と Worldspan が争っている

か否かは不明。(DTW, 8/9/2006) 
 

（10）アマデウス、中国東方航空 及び 中国国際航空 と契約 
中国東方航空と中国国際航空（Air China）の 2 社は、海外の Web サイトの運営に、

Amadeus の e-コマース ソリューションを採用する事を決定した。 
東方航空が採用したのは、予約エンジン・サイト ディザイン・開発とホスティングを

含む、23 カ国語の使用が可能な Amadeus e-Retail Solution。 これで、欧州路線のオン

ライン販売増強を目論んでいる。 
国際航空が採用したのは、台湾と北米市場のオンライン販売増強用の Amadeus e-Retail 
Engine ソリューション。(asiatraveltips.com, 8/10/2006) 
 

（11）ラディアス、VIP 社のクリアー プログラムに参加 
Radius が、Verified Identity Pass と契約して、同社が扱う法人顧客に、VIP が発行する

Clear カードの料金割引サービスを提供する。 
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Clear は、TSA の Registered Traveler プログラムに参加している有料カードで、事前に

政府の潜在的テロリストのデータと照合させた個人情報及び生体情報を、電子的に格

納する事が出来る。 このカード保有者は、空港セキュリティーの迅速通過が可能に

なる。 Radius は、世界 80 ヶ国以上に 4.900 店舗を構える、年商 199 億㌦（2 兆 3,000
億円）のグローバルな法人取扱旅行社コンソーシア。(DTW, 8/9/2006) 
 

（12）センダンの第 2 四半期決算 
Cendant が、第 2 四半期決算で、▲$754m（870 億円）（1 株▲75 ㌣）の欠損を計上した。 

これから 4 社に分社化する費用を除くと、1 株 24 ㌣の利益を確保している。 
       単位：百万㌦ 

 第 2 四半期 昨年第 2 四半期 備 考 

収 入 4,257 4,170 +2% 

利 益 -754 387 (1 株利益 –75 ㌣) 

継続事業利益 +174 316 (1 株利益 +24 ㌣) 

 

部門別 第 2 四半期 利益 EBITDA 備 考 

Realogy 1,903 (2,043) 306 (393) 不動産部門 

Wyndham 900 (803) 161 (173) ホスピタリティー 

Avis Budget 1,439 (1,312) 111 (128) レンタカー部門 

 

旅行事業の Travelport は、43 億㌦（5,000 億円）で、プライベート エクイティー グル

ープの Blackstone に売却される。(nytimes.com, 8/10/2006) 
 

（13）ティーユイ、海運部門不調で第 2 四半期赤字▲41m ﾕｰﾛ計上 
欧州 大の旅行会社 Tui の海運部門の Hapag-Lloyd AG が、第 2 四半期決算で、▲41m
ﾕｰﾛ（58 億円）の欠損を計上した。（前年度第 2 四半期は +91m ﾕｰﾛ≒128 億円） 燃油

費の高騰と荷動きの減少により 141 艘を動かす世界第 5 位の海運部門の不振が、全体

の決算に大きく影響を及ぼしている。 世界 大のコンテナ海運業のAP Moller Maersk 
of Denmark も、6 月に、今年度の利益目標を減少させている。 この海運部門の決算

には、昨年 1,700m ﾕｰﾛ（2,400 億円）で買収した CP Ships の統合費用 30m ﾕｰﾛが含まれ

ている。 全体収支は、EBITA ベース▲56%減益の +879m ﾕｰﾛ（125 億円）、収入（2/3
はツーリズム収入）は +22%の 53 億ﾕｰﾛ（7.500 億円）であった。 Tui は、今年度決

算でツーリズム部門の増益（昨年利益 +360m ﾕｰﾛ）を期待している。 Tui は、2 年以

内に、ツーリズム部門で+700m ﾕｰﾛ（1,000 億円）の利益計上を目指している。(FT.com, 
8/11/2006) 
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 空 運  
 

（１）全席ビジネスクラスの EOS が、チューリッヒ線も申請 
昨年 10 月 18 日に JFK＝Stansted 線毎日便を、B757 全席ビジネス クラス座席 48 席（21
平方フィート／席）で開始した EOS が、9 月 8 日から 13 便に増便し、来年の 3 月 25
日からは JFK＝CDG 週 6 便を、4 月 1 日からは JFK＝ZRH 線週 6 便を夫々開設する。

(DTW, 8/4/2006) 
 

（２）デルタ航空、パイロット年金基金解散を破産裁判所に申請 
DL は、8 月 4 日、パイロット年金解散（terminate）の正式な申請を、NYC の破産裁判

所に提出した。 これは、航空会社の特別年金救済を含む年金法の改正法案が両院で

可決され、ブッシュ大統領の署名取得に廻されている 中の出来事。 
裁判所が、9 月 2 日にパイロット年金基金解散を承認すれば、連邦政府の年金給付保

証公庫（PBGC）が、この基金を肩代わりする事になる。 PBGC の基金肩代わりは、

DL の 13,000 人現職パイロットと退職者達の年金給付を、大幅に減少させる事を意味

している。 今年 4 月にパイロット組合は、▲$280m（325 億円）に上る労務費削減へ

の譲歩の中で、基金解散に反対しない事に合意している。 しかし、DL は、パイロッ

ト組合の合意取得の見返りに、基金解散時に$650M（750 億円）の note と $2.1bn（2,450
億円）の unsecured claim を組合に支払う事を約束している。 PBGC は、それ等の金

は、基金の積立不足の穴埋めに使われるべきだと主張している。 基金解散となれば、

50 歳で早期退職して、年金給付の半分を一時金で獲得する途が閉ざされる事になる。 

昨年 9 月には、この制度を利用したパイロットの大量の早期退職が発生した。 しか

し基金の資金が不足し、昨年 10 月１日からは一時金の支払が中止されている。

(nytimes.com, 8/5/2006) 

8 月 3 日、米上院は、7 月 28 日に下院を通過した年金法改正 H.R.4, the Pension Protection 
Bill of 2006 を賛成多数で可決した。 この年金改正法案は、過去 30 年間で も大きな

改正で、米国市民 44 百万人の退職後の生活を支える企業年金を強化する内容を持って

いる。 そして、確定給付型年金の積立不足の 7 年以内の解消を義務づける。 

この年金法の改正は、軍需産業企業、航空会社（ケータリング企業を含む）、バス会社

に、特例措置を認めている。 基金を凍結している航空会社（即ち DL と NW）には

17 年間、AA と CO には 10 年間、積立不足の繰り延べ繰入が認められた。 この法案

は、両院可決後、今週中にもホワイト ハウスに廻されて、ブッシュ大統領の署名を得

る事になる。(clarionledger.com, 8/8/2006) 
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（３）ノースウエスト航空第２四半期決算▲$285m 計上 
Chapter 11企業のNW航空が、第2四半期決算で、

▲$285m（330 億円）を計上した。 但し、リス

トラの一時的特別費用を除けば、+$179m（206 億

円）の利益を計上した事になる。（上半期ベース

では+$50m の利益計上。） 

NW の客室乗務員組合は、会社の労務費削減策（▲

21%のペイカットを含む）に抗議して、8 月 15 日

以降、ストに入る構えを見せている。 NW は、

Chapter 11 に基づいて合法的に認められている労

働協約の会社一方的破棄に対抗するストは違法

であるとして、NYC の破産裁判所にスト中止の差

し止め命令の発出を要請している。 

8 月 9 日に裁判所は、労使双方からヒアリングを行う。 
 

統計データ=メインライン。 CASM=PAX services operating expense per total ASM。 燃油“t”は税抜き。 

(Northwest Airlines Press Release, 8/7/2006) (wsj.com, 8/8/2006) 
 

NYC 破産裁判所判事は、NW から請求があった客室乗務員組合のスト中止の差し止め

に関する決定を、月曜日迄、延期する決定を行った。 NW 幹部は、スト計画の発表

だけでも、顧客を競争他社に逃がしてしまい、大きな収入減少インパクトを蒙る結果、

企業倒産に繋がる可能性無しとしない、と語っている。(FT.com, 8/10/2006) 

NW の客室乗務員組合は、英国で摘発したテロ計画に関連するセキュリティー強化を

優先させる為に、8 月 15 日から予定していたストライキを、10 日間遅らせて 8 月 25
日以降から、事前通告無しのランダムなストに突入すると発表した。(nytimes.com, 
8/12/2006) 
 

（４）コンチネンタル航空、旅行社サイトでチェックイン開始 
CO 航空が、Travel Inc（全米第 16 位の法人取扱旅行社）に、オンライン チェックイ

ンの機能を提供する事で合意した。 この新サービスでは、Travel Inc 経由で CO 便を

NW 
REV 

million 

OPP 

million 

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield 

cent 

L/F 

% 

CASM 

cent 

現金 Fuel 

¢ガロン 同等物

2Q 
3,291 295 -285 21.6 12.92 

(11.73) 

87.1 

(84.2) 

10.99 209.52t 

(-9.3) (11.46) (+3.0%) (190) (-234) (164.23t) 
n.a. 

FH 
6,181 

(+3.1%) 

280 

(-491) 

-1,389 

(-771) 

45.7 

(-10.2) 

13.51 

(12.17)

84.4 11.07 

(11.24) 

198.65t 

(151.41t) 
n.a. 

(80.8) 
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予約した顧客に、便出発の 24 時間前に e-メールが CO から直接送られる。 メールに

は、チェックイン・搭乗券印刷・座席指定変更が可能な Continental/Travel Inc.の Web
ページへのリンクが張られている。 この Web ページは、continental.com とは異なる

チェックイン専用 Web ページ。 CO は、これは、米国で 初の航空会社と旅行社の

コーブランドのチェックイン Web サイトであると言っている。 CO は、他の旅行社

ともこのサービスの実施について協議中。(DTW, 8/7/2006) 
 

（５）英議会環境監査委員会が、航空機の二酸化炭素排ガス規制強化を要請 
英国議会に設置されている環境監査委員会は、地球温暖化防止策を強化するために、

航空機が排出する二酸化炭素ガス規制をモット強化するべきだと運輸省に対して強く

要請した。 同委員会は、国際航空路を飛行する航空機の排ガス量は、1990 年代から

倍増しており、政府と航空業界の温暖化対策への非妥協的な取り組みが、排出量の拡

大を加速させていると批判している。 そして、より高額な航空旅客税、欧州連合加

盟国間との新しい航空税導入（高速鉄道建設財源用）に関する 2 国間協定、強制的な

航空券税を求めている。 また空港の拡張計画の再考と、旅客 1 人当たりに課税して

いる方式を、より効率的な航空機課税に変更するべきだと主張している。 現在、政

府が努力している、欧州連合の排ガス取引システムへの航空の取り込みは、その実現

が数年先となり、それまで待てないとこの委員会は言っている。 英国の国際線の航

空機と海外航路の船舶が排出する炭酸ガスが占める割合は、1990 年の 27%から 2004
年には 33%に拡大している。(FT.com, 8/7/2006) 
 

（６）エアーチャイナ、上海証取上場規模▲39%縮小余儀なくされる 
Air China（中国国際航空）は、予定していた 27 億株の上海上場を、機関投資家の鈍い

反応に直面し、▲39%の 16.4 億株に縮小する事を余儀なくされた。 これで、資金調

達額は、当初の 79.7 億元（1,200 億円）から 45.9 億元（690 億円）に減少する。 中

国政府は、1 年間の国内上場禁止措置を、この 5 月に解禁したばかり。 今日迄の 2
ヶ月間で、中国銀行の 200 億元（3,000 億円）上場（上海市場史上 大）や Daqin Railway 
Co.などの上場ラッシュが相次いだが、Air Chain 株の失速は、今後の上海市場の展望に

暗い影を投げかけている。 この 10 月には、Industrial & Commercial Bank of China の
上場が控えている。 しかし、アナリストの一部は、燃油費の高騰に伴う航空株に対

する投資家の嫌気が、Air China上場に影響しただけと判断している。(wsj.com, 8/9/2006) 
 

（７）米メジャー運賃値上げ相次ぐ 
8 月 4 日、UA は、片道 $5〜$10 の値上げを実施した。 メジャー達が、即、それに

マッチングした。 JP Morgan のアナリストによると、これは今年に入って 8 回目の広

範囲な値上げ。 2 週間前には、DL が運賃値上げをリードした。 これで、米国内線
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のビジネス運賃は、昨年よりも+20%高くなっている。 LCC 達は、この値上げにフォ

ローしていない。（Southwest と AirTran は、先月値上げを実施している。） 
第 2 四半期で、航空運賃は、2000 年のピーク レベルまで回復した。 
この運賃値上げの直後に、UA は、8 月 14、日今秋の数百のレジャー事前購入運賃を

一斉に値下げ（▲4%〜▲8%）した。 翌日、AA/DL/CO が、限定的にこれにマッチ

ングした。 UA は、この値下げを、需要喚起

の為というよりは、毎年実施している、ピーク

時後の慣例的な値下げであると説明している。 

昨年の値下げは、凡そ▲10%に及んでいた。 し

かし、アナリスト達は、この値下げを、度重な

る運賃値上げによる需要の冷え込みの兆候と

見ている。 エアライン直販サイトと旅行サイ

トへの Web ユニーク ビジターのトラフィック

も、7 月に、▲11％低下している。（comScore 
Media Metrix 調べ） 所謂ショルダー シーズン

の価格設定は、5 年振りにヤット上半期の利益

を達成した米航空会社にとって、極めて重要と

なっている。(wsj.com, 8/8/2006) 
 

（８）欧州航空会社、欧州委員会に、ジェット燃料独占濫用の調査を依頼 
欧州の航空会社が、当局に、燃油会社のジェット燃料市場の独占権濫用の調査を依頼

した。 Association of European Airlines（欧州航空会社 31 社が加盟）は、燃油会社が、

原油価格の騰勢を上回るジェット燃料価格を設定している（つまりスプレッドを拡大

させている）、と言っている。 今月初め、AU は、オーストリア政府に、国営の

oil-and-gas company OMV AG.の独占的販売行為の調査を依頼した。 6 月には、イタリ

ア競争監視委員会は、燃油会社に対してジェット燃料談合の廉で、315.4m ﾕｰﾛ（445
億円）の罰金刑を言い渡している。 アンチトラスト欧州委員会は、現在情報集中で

ありコメント出来ないと言っている。(wsj.com, 8/8/2006) 
 

（９）ボーイング レントン工場で B737-900ER 型機の除幕式 
Boeing は、8 月 8 日、ワシントン州の Renton 工場で、B737-900 型機の除幕式を行った。 

ラウンチング キャリアは、2005年7月に30機を発注したインドネシアのLCC Lion Air。 
同社は、今年 6 月に、追加 30 機の購入権を確定発注に切り替えている。 B737-900ER
型機は、-900 型と同じサイズの次世代 B737 型機で、非常口を一組（2 扉）増設し、機

体後部のバルクヘッドを平面にして、26 席の増設を可能にした合計 215 席（モノ ク
ラス時）の機材。 エアロ ダイナミックと翼の強化を含む構造設計とフラップ シス
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テムを変更した結果、オプショナルのウイングレットとタンク増設時には、3,200 海里

（5,900km）の航続能力を有している。 初号機は、2007 年の上半期が予定されてい

る。(asiatraveltips.com, 8/9/2006) 
 

（10）デルタ航空が、「米 大のキャリア」と宣伝している 
DL 航空が、 近、「全米 大のキャリア」とか

「NYC 発 大のキャリア」とかのキャッチを使用

して宣伝を打っている。 
これは、明らかに事実と反している。 航空業界

は、規模の大小が顧客の獲得に大きな影響を及ぼ

す産業だ。 規模の大きさが、その航空会社のブ

ランド力を高めているのだ。 特に、時間が命の

ビジネス旅客に取っては、便数頻度 大の航空会

社が好まれる事になる。 だから、航空会社の宣

伝には、必ず便数頻度とスケジュールが表示され

ている。 そして、DL の様に、情報操作まで実

施している。 

「全米 大のキャリア」の宣伝文句は、“DL のよ

り多くの便数をより多くの都市に運航している”

事を代弁させている。 しかし、便数は、リジョ

ナル ジェットの 50 席の小型機が含んでしまう。 

旅客数の比較も、余り意味が無い。 短距離便と

長距離便では、輸送力の大きな違いが生じてしま

うからだ。 
 

正確な規模の比較を可能にする標準的な尺度は、有償旅客マイル（RPM=Revenue 
Passenger Mile=1 有償旅客を 1 マイル輸送する生産量）が使われている。 
この尺度を使用すると、1 位は AA、2 位は UA、3 位が DL と言う事になる。 
DL の「NYC 発 大のキャリア」も事実に反している。 CO は、EWR から 139 都市

に運航している。 DL は、JFK と LGA 合計で 92 都市しかカバーしていない。 DL
は、”NYC City”発での比較だと抗弁している。 
「ラ米路線で第 2 位の航空会社を目指している」と言うキャッッチには、呆れてしま

う。 1 位の AA と 2 位の CO に大きく水を開けられているにも拘らず、“目指してい

る”と言う言葉を挿入して、恰も 2 位のキャリアに見せかけている。 米運輸省は、

航空会社のサイズ比較の公式なバロメーターは存在しないと言っている。 だから、

この手の宣伝は、航空会社の自由裁量に任せられていると言うのだ。(wsj.com, 8/8/2006) 
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（11）ボーイング、ロシアのチタニウム鋳造企業と合弁設立で合意 
ロシアのプーチン首相は、8月 11日に、同国 大のチタニウム生産企業VSMPO-Avisma
と Boeing の 50：50 合弁企業設立を発表する。 この発表は、米国のロシア 2 企業（内

1 社は、Boeing が合弁する企業を買収する）に対する制裁措置発動の 1 週間後に行わ

れる。 米国務省は、イランに anti-aircraft system を輸出したとして、ロシアの軍需物

資輸出企業 Rosoboronexport と航空機製造企業 Sukhoi に対して、制裁措置を課す事を

決定したばかり。 Rosoboronexport は、近々、VSMPO-Avisma を買収する。 Boeing
は、Sukhoi とも新リジョナル ジェット機の開発で合弁企業を設立している。 

今回の Boeing のロシア企業との合弁企業設立発表は、ロシア側の米企業に対する報復

制裁の恐れを緩和するだろう。 VSMPO-Avisma は、世界 大のチタニウム生産企業。 

既に Boeing とは 10 年間の取引を有しており、Boeing のチタン使用料の 40%を収めて

いる。 Boeing は、この合弁企業設立によって、希少メタルのチタンを押さえ、通常

機の 5 倍も多くチタンを使用する B787 型機の生産計画を安定化させる。 Merrill 
Lynch のアナリストは、この合弁は、希少メタルを確保した、Boeing の極めて戦略的

価値が高い提携とコメントしている。 

一方、Boeing は、Aeroflot と、B787 型機×30 機の売却で 終的段階に来ている事を明

らかにした。 これは、A350-XWB 型機を売り込んでいたエアバスにとって、大きな

打撃となるだろう。(FT.com, 8/11/2006) 
 

（12）デルタ航空、第 2 四半期決算 

 DL 航空は、第 2 四半期決算で、▲22 億㌦（2,550 億円）の欠損を計上した。 し

かし、リストラに伴う一時的特別費用を除くと、$175m（205 億円）の利益計上

となる。 
 燃料費と特別費用を除いた場合の、メインラインの単位当たりコスト（CASM）

は、7.29 ㌣から 7.05 ㌣に▲3.3%減少した。 
 第 2 四半期で； 

① パイロット組合（ALPA）と、凡そ年間▲$280m（325 億円）の労務費削減に

合意した。 
② 国際線供給を、前年比+21.5%拡大した。 2006 年 3 月以来、大西洋線で 11

の新路線を開設した。 
③ リース条件の変更と経年機の退役促進により、フリートを▲60 機減機して

457 機体制とした。 
④ 管理職ポストの▲1,000 減少などにより、$200m（230 億円）の採算性向上を

達成した。 
(Delta Airlines Press Release, 8/9/2006) 
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（統計データは、全てメインライン + リジョナル） 
 

（13）タイ航空、第 3 四半期決算で利益計上 
TG が第 3 四半期決算（TG の会計年度は 10 月→9 月）で、473m ﾊﾞｰﾂ（15 億円）の利

益を計上した。 昨年の第 2 四半期は、2004 年 12 月に襲った津波の被害の影響で、

四半期 大の欠損▲47.8 億ﾊﾞｰﾂ（148 億円）の欠損を計上していた。 収入は、外国

人需要が回復し、+13.4%増の 421 億ﾊﾞｰﾂ（1,305 億円）を達成した。 L/F は、74.2%
（昨年同期は 67.3%）であった。 6 月末迄の 9 ヶ月間の利益は 105 億ﾊﾞｰﾂ（326 億円）

（昨年は 44 億ﾊﾞｰﾂ）。 TG は、LON/FRA/TYO 線が も儲かる路線と言っている。

(channelnewsasia.com, 8/10/2006) 

 

（14）キャセー航空 上半期決算 利益横這い 
CX 航空の上半期決算は、昨年同期利益横這いの 16.7 億香港㌦（250 億円）であった。 

収入は、+13.5 増の 270.9 億香港㌦（4,064 億円）を達成した。 競争激化によりイー

ルドは、▲3%低下して 45.8 香港㌣（6.87 円）、特に欧州線は、▲6%低下している。 

アナリストは、下半期の利益予想を、燃油ヘッジが 50%に拡大している事（昨年は 15%）、

9 月からは買収した Dragonair が収支に貢献すると見られている事から、増益基調と予

想している。 Dragonair の買収により、CX は、上海を含む、中国本土内に一挙に 20
数地点の路線網を拡大する。 CX は、Dragonair の上期決算は赤字と語っている。 

Dragonair の具体的な決算値は公表していない。(wsj.com, 8/10/2006) 
 

（15）搭乗率上昇で、機内持ち込み手荷物用オーバーヘッド ビン取り合い 
今年の夏は、米国内線で、記録的なロード ファクターとなる事が予想されている。 旅

客のオーバーヘッド ビン スペースの取り合いが始まっている。 7 月に、BA や AA
は、機内持ち込み手荷物の規則の厳格適用を開始した。 AA や UA は、空港のゲー

ト係と客室乗務員に、満席便に対する機内持ち込み手荷物のルール適用強化を訴えて

いる。 下表が、メジャー各社の対応の状況である。(wsj.com, 8/9/2006) 
 
 

DL 
REV 

million 

OPP 

million 

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield 

cent 

L/F 

% 

CASM

cent 

現金 Fuel 

¢ガロン 同等物
備考 

2Q 
4,655 369 -2,205 37.7 14.07 

(12.24)

79.68 

(78.23)

11.36 208 

(-6.8) (10.82)(+9.6%) (-129) (-388) (160) 
4.0bn 

65.3→

51.7 千人

FH 
8,374 -116 -4,276 72.3 13.57 79.22 11.74 

(+5.3%) (-1,086) (-1,464) (-7.7) (12.06) (87.87) (11.54)

197 

(151) 
4.0bn 

522→ 

457 機 
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（16）大韓航空 第 2 四半期利益計上 需要増とｳｵﾝ高が貢献 
大韓航空が、第 2 四半期決算で、149 億ｳｵﾝ（18 億円）の利益を計上した。 前年同期

は、▲425 億ｳｵﾝ（51 億円）。 収入は、+8.7%の 1 兆 9,350 億ｳｵﾝ（2,322 億円）であっ

た。 この決算は、需要増とｳｵﾝ高に支えられている。 大韓航空の 50 億㌦の米㌦建

て負債は、その返済額がｳｵﾝ高により変動する。 ｳｵﾝ高は、金融収支に加え外貨建て

の燃油費に良い影響を与え、第 2 四半期の為替差益 647 億ｳｵﾝ（81 億円）を生み出し

ている。 黒字決算にも拘らず、燃油高の影響を懸念する市場は、7 月以来、大韓航

空株価を▲14%下げている。(wsj.com, 8/11/2006) 
 

（17）カンタス航空インド線拡充 ジェット エアウエイズとコードシェアー 
QF が、SYD=Mumbai 線で、インドの Jet Airways とコードシェアー協定を締結した。 
これとは別に、Jet Airways は、New Delhi＝SIN 線毎日便を 9 月 6 日から開設する。 こ

れは、Chennai, Mumbai に次ぐ 3 番目のインド＝SIN 線。 使用機材は、B737-800 型機

（16 席+124 席）。(asiatraveltips.com, 8/11/2006) 
 

（18）米国で、空港セキュリティーの見直し論議強まる 
英国で未然に防止された米国複数航空機爆破テロ計画の摘発で、米両院は、8月 10日、

空港に於けるフロントラインのセキュリティー強化のための新しい努力を運輸保安局

（Transportation Security Administration）をはじめとする関係機関に要請した。 9-11
テロ以降に新設された、航空のセキュリティーを監視する TSA は、航空旅客の手荷物

検査の新プログラム導入遅延と過大なコスト計上で、大きな批判に晒されている。 航

空会社は、新しい方式導入によるコスト負担に難色を示し、連邦政府支出の増加を要

求している。 搭乗旅客を潜在的テロ容疑者と照合する、新しいプログラム Secured 
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Flight の導入が遅れているのだ。 空港の手荷物検査係のマニングも不足を来している

空港も多く存在する。 Secured Flight と併行して導入が予定されている Registered 
Traveler も未だ本格導入されていない。 難問山積の状態だ。 
 

航空のセキュリティーは、危険物探知と、危険人物の割り出しの 2 つに分類される。 

今迄は、どちらかと言うと、空港に於ける危険物探知に焦点を当てて来た。 しかし

飲料水と流動爆弾との見分けは困難な作業と伴う。 ハイテクの探知機機の導入も遅

れている。 そこで、 近は、危険人物の割り出しに努力が傾注されている。 所が、

この新しい努力である Secured Flight プログラムの導入が遅れている訳だ。 この方式

には、個人情報保護の問題も提起されている。 正確な潜在的テロ容疑者リストが果

たして作成出来るのか？とか、他人に成り済ました人物をチェック出来ないとか、制

度自体に疑問を呈しているセキュリティー エクスパート達が存在する。 もう 1 つの

セキュリティー強化策である、空港に於ける不審行動認識（behavior recognition）方式

は、人種差別の問題を引き起こすと言う批判の為に、未だに実現出来ていない。 

TSA は、空港で、特別な訓練を受けたセキュリティー オフィサーによる、旅客の行

動（body language）や旅行情報から危険人物を識別する方式“Called Spot”（或はScreening 
Passengers by Observation Technique）を採用し始めている。 既に米国の幾つかの空港

で、この方式が導入されている。(FT.com, 8/11/2006)  (wsj.com, 8/12/2006) 
 
 
 

 水 運  
 
（１）ブリティッシュ コロンビアの小さな港が米中貿易中継港に 
NYCとNew Jersey の港湾オペレーターMaher Terminal Inc.が、カナダのBritish Columbia
州の小港 Prince Rupert 港（YVR 港北 500 マイル、人口 13,000 人の港町）を、米中貿易

の中継港にする事に賭けている。 米国向け中国製品の激増で、米加西岸の諸港のコ

ンテナ能力が限界に達して慢性的な混雑が発生している為、Maher は、代替ルートと

して、中国 → 太平洋 → Prince Rupert → Canadian National Railways 2,600 ﾏｲﾙ

(4,160km)→ 米中西部のルートを開発した。 Prince Rupert コンテナ港の建設プロジェ

クトは、コンテナ港は、貨物需要が存在する大都市周辺に存在する事が必須の条件と

考えられて来た“常識に”挑戦している。 

現在の典型的な中国発 40 フィート コンテナ貨物の荷動きは、上海 → 太平洋 → 
LAX 港 → 鉄道 → シカゴで、合計 22 日間を要し、コストは 3,500 ㌦かかっている。 

Prince Rupert 経由は、海路が▲1,100 マイル短縮される結果、輸送時間を▲2 日間短縮

出来る事になる。（Prince Rupert 経由は、鉄道輸送距離は長くなるけれども、途中停車
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駅が少なくなりトランジット時間が短縮されるので、LAX 経由の鉄道輸送時間と略同

じ鉄道所用時間となる。） 
 

Prince Rupert 以外にも、以下の代替競争ルートが存在する。 

Panama Canal 55 億㌦の運河幅拡張計画が進行中。 今秋国民選挙実施。完成 10 年後。

Houston Wall-Mart と Home Depot 配送センター用ターミナル建設 

AP Moller-Maersk バージニア州 Norfolk にターミナル建設 
Mobile. Ala., Wilmington, N.C., Jacksonville, Fla.に新施設を建設 

Lazaro Cardenas Kansas City Southern 鉄道、Lazaro Cardenas（メ）→ Kansas ルート開発 

Hutchison Whampoa 香港、来年末迄に、ここにコンテナ ターミナル建設 

 

Maher は既に Prince Rupert 当局から、30 年間の港湾運営権を取得した。 そして、巨

大クレーンの設置工事を開始している。（wsj.com, 8/8/2006） 
 

 
 
 
 
 
 

LAX と LGB は、米加西岸港通

過コンテナの 60%を取り扱う。

港湾従事者組合の労働争議が厳

しい港とされている。 

 
 
 

Prince Rupert 港は、石炭を中心に、嘗て 1,400
万㌧の取扱量を誇っていたが、炭坑の閉鎖によ

り、今では主として木材輸出の 500 万㌧以下の

取扱規模に迄低下している。 港は、大型貨物

船舶の寄港の為の浚渫が必要の無い、大深度の

海底に恵まれた自然良港。 
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 陸運&ロジスティックス  
 

（１）バンガード カーレンタル上場へ 
米第 4 位のレンタカー会社 Vanguard Car Rental Group が、上場による$300m（345 億円）

の資金調達を検討している。 この調達資金は、$800m の term loan の一部返済に充当

する計画。 Vanguard の年商は、約 19 億㌦（2,200 億円）。(DTW, 8/4/2006) 
 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）新ブランドのホテルが、米国で続々誕生している 
NYCのマンハッタン西 45 番街のNightホテルは、極めて斬新なハイエンドの新ブラン

ド ホテルだ。 ディベロッパーのVikram Chatwalは、過去のホテル ブランドには見ら

れない、刺激的・官能的・厳格なゴシック調の黒と白を基調にしたブティーク ホテル

を、このNightで作り上げている。 Chatwalは、他のホテルが考えている常識と違った

事を常識とする事を考えている。 頑固な迄に因習を打破し、ファッション業界のオ

ートクチュールの様に、そのホテルだけでしか味わえない“特注”ホテルを作り上げ

ている。 だから、正式なホテル名をHautel Couture by Vikram Chatwalと命名している。 

Chatwalは、同じコンセプトのホテルTime（西 49 番街）とDream（西 55 番街）を持っ

ている。 

是非ともwww.nighthotelny.comを訪れて、このホテルのイメージを感じ取って欲しい。 
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Night の様な新ブランドのホテルが、米国で続々誕生している。 
Aloft, Gansevoort. Solis, NYLO, Karisma Hotels（メキシコ）やその他のアップスケール

の新ブランド ホテルが市場に出て来つつある。 SBT Hotel Group は、2008 年に豪華

ブティック ホテルをオープンする。 Starwood Capital Group は、名声を博しているパ

リの Hotel de Crillon をベースにした豪華ブランドの開発を検討している。 昨年 Aloft
のコンセプトを立ち上げた Starwood Hotel は、Westin ブランドをベースにした新しい

エクステンデッド ステイを来年オープンする。 Hilton は、NYC の Waldorf-Astoria
をベースにしたブランドを開発した。 初の Waldorf-Astoria Collection が、2009 年に、

Orland の Walt Disney World 近くのホテル コンプレックスで開業する。 
 

PricewaterhouseCoopers によると、2000 年〜2,005 年の間に、70 弱の豪華アップスケー

ル ブランドが生まれている。 1994 年〜1999 年の間には、エコノミー中級ホテルで

40 の新ブランドと、豪華アップスケール ホテルで 20 強の新ブランドが生まれた事と

比較すると、 近の傾向は、際立った違いを見せている。 

兎に角、現在ほど、新ブランド ホテルの立ち上げに絶好の時期は無いのだ。 
RevPar（収入÷全客室＝revenue per available room）は、今年 +8.4%上昇すると予想さ

れている。 現在建設中もしくは計画中のホテルが開業する迄の 2008 年〜2009 年頃

迄は、RevPar は、今年の増加率の倍のペースで伸びる可能性を秘めている。 つまり、

ホテル業界は、売り手市場なのだ。 

新ブランドの開発に必要となる資金も、かなり潤沢に用意されている。 記録的に多

くのエクイティー ファンドやベンチャー キャピタルが、ホテルの新ブランド開発に

投資している。 Blackstone 等は、La Quinta, MeriStar Hospitality, Wyndham などのホテ

ルを次々と買収している。 

ホテル宿泊需要も、新ブランド開発に追い風を送ってくれている。 1965 年〜1980
年代生まれの X 世代が、既に 1930 年〜1945 年生まれの Silent Generation を上回ってい

る。 そして、1946 年〜1964 年生まれのベビーブーマー世代を駆逐しつつある。 需

要は、正に新ブランド ホテルが開発している斬新なホテル コンセプトを求める G-X
とその次の世代の G-Y の需要中心の時代に、確実に代りつつある。(DTW, 8/8/2006) 
 

（２）ディズニー、第 3 四半期好決算 +39%増益 映画スタジオ部門が貢献 
Walt Disney Company の第 3 四半期決算は、前年同期比 +39%増益し、$1,125m（1,300
億円）であった。 この利益には、今年 5 月に買収したアニメ映画制作会社 Pixar の利

益$30m が含まれている。 部門別には、Cars や The Chronicles of Narnia のヒット作を

抱えた映画スタジオ部門が好調で、前年比 +17%の $1,705m（1,965 億円）を売り上げ

た。 また、第 3 四半期に大きな宣伝費を投入した、Pirates of the Caribbean: Dead Man’s 
Chest のチケット販売が好調に推移している。 総収入は、+12%の $8,620m（9,920 億
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円）であった。 
Disney のオンライン販売は、テーマパークのオンライン予約収入を除いて、$500m（575
億円）であった。 2007 年には、より多くのビデオとコミュニティー アプリケーシ

ョンを揃え、新しい Web サイトをロールアウトする。 Disney は、オンライン販売で、

Google や Yahoo のポータル ジャイアンツとは、深い提携関係には入らないと言って

いる。 何よりも、自身のコンテントと、オンラインのビジネス チャンスを、自分で

コントロールしたいと言っている。 

Disney は、より新メディアにフォーカスを当てる為に、US Weekly 株式の 50%を Jann 
Wenner に、$300m（345 億円）で売却する。(FT.com, 8/9/2006) 
       単位：百万㌦ 

 QT3 till July 1,’06 前年同期 差  異 

収  入 8,620 7,715 12% 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ営業利益 2,046 1,547 32% 

ネット利益 1,125 811 39% 

 

【セグメント別 収支】     単位：百万㌦ 

 QT3 収入 前年同期比 QT3 営業利益 前年同期比 

Media Network 3,740 10% 1,152 5% 

Parks & Resorts 2,730 11% 549 26% 

Studio Entertainment 1,705 17% 240 nm (-44) 

Consumer Products 445 6% 105 69% 

 

（３）ヒルトン ホテルがスカンディック ホテル ブランドを売却 
Hilton Hotels Corp.は、略 6 ヶ月前に、57 億㌦（6,600 億円）で買収した Hilton Group Plc.
が所有していた Scandic ホテル ブランドを売却する。 Scandic ブランドは、スエーデ

ン、デンマーク、ノールウエー、フィンランドに 130 のホテルを所有している。 Bear 
Stearns NYC のアナリストは、売却価格は、凡そ 10 億㌦（1,100 億円）の上ると予想し

ている。 この他に、Hilton は、少なくとも欧州の Hilton ブランドの 10 ホテルを売却

する方針。 今年 2 月の時点で、Hilton は、買収した Hilton Group Plc の保有していた

全ホテルの売却を検討すると語っていた。 Hilton は、Marriott International Inc.や
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.と同様に、ホテルの不動産資産を手放し、マネ

ジメントに専念する戦略を遂行している。 

これとは別に Hilton は、英国の 24 の LivingWell Premier ヘルスクラブ（これも Hilton 
Group Plc.が保有していた資産）を、ホテル内に設置しているのを除いて、Bannatyne 
Fitness Ltd.に、凡そ$172m（200 億円）で売却した。(wsj.com, 8/10/2006) 
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 その他  
 

（１）英国、航空機爆発テロ計画摘発 写真集 
 

 
Passengers at San Francisco 

International Airport waited in long 

security lines following today's 

discovery of a terrorist plot to blow up 

airliners traveling between Britain and 

the U.S. 

 
 
Long lines grew at Heathrow, 

London's main international 

airport, after the British 

government announced tight 

new restrictions in response to a 

thwarted terrorist plot. Britain's 

Metropolitan Police said 

surveillance had been carried 

out for months before police 

arrested 21 people overnight. 

 
 
 
 
Security was increased on all 

flights but particularly on flights 

to England. Massachusetts State 

Police patrolled the terminals at 

Boston's Logan Airport 
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The tightened security at British airports included a ban on all 

carry-on luggage, amid concern that the plot involved liquid 

explosives carried onto the plane by suicide attackers. Travelers 

were encouraged to check everything and given plastic bags to 

carry their passports, tickets and prescription medications through 

security. 

 

 
 
 

Among the U.S. changes, liquids 
ranging from hand lotion to 
beverages are now banned from 
carry-on luggage. 

 

 

 

 

 

 

 

In Frankfurt, Germany, passengers 

waited in long lines for security 

clearance and to rebook cancelled or 

missed flights. 
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編集後記 
 
 
 

カナダの British Columbia 州の小さな港 Prince Rupert が、米中間のサプライチェーンの

メンバーの一員に加わろうとしている。 
 

NYC と New Jersey の港湾運営会社 Maher Terminal Inc.の社長 Brian Maher（59）が、米

加の西海岸諸港の慢性的な混雑に目を付けて、中国製品を米中西部と東岸諸都市に輸

送するルートの、Prince Rupert 経由の代替ルートを開発したのだ。 
 

Maher は、今までの海運の常識である、コンテナ港建設地は、貨物需要をジェネレー

トする場所に近く無ければいけないと言う説に真っ向から挑戦している。 果たして、

どれだけのコンテナ船を引きつける事が出来るかは、Price Rupert コンテナ港の運営開

始迄待たなければならないが、LAX 経由に比して、▲2 日間も輸送時間が短縮される

と言うのだから、荷主や海運業者は、勿論コスト如何であるけれども、このコンテナ

船と鉄道のインターモーダルの代替ルートを選ぶ事になるのではなかろうか。 

カナダの鉄道会社も、帰路の片荷を回避する為に（何しろ Prince Rupert 発の貨物需要

は、少量の木材輸出を除いて殆ど見込めない）、テネシー州 Memphis からの鉄道沿線

に新しいデポを建設し、アジア向けの穀類貨物需要を確保する計画の様だから、採算

性も決して悪くはならないのだろう。 
 

そもそも、このルートに目をつけた人は、今から百年前の 1906 年に、鉄道会社の社長

をしていた Charles Melville Hays と言う人だと言う。 彼は、中国からの欧州向けの絹

の貨物を、Prince Rupert で陸揚げし、モントリオールまで汽車で陸送、そこで再度船

に積み替えて、St. Lawrence 川を下って大西洋に出て、欧州まで輸送するルートを考え

出したのだ。 しかし、6 年後、彼がタイタニック号で遭難死したため、この構想は

立消えになってしまったと言う。 
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なんともスケールの大きな話だ。 この様な発想は、既往の拘泥にしがみついていて

は生まれない。 何時もメルカトールの様な平面的な地図ばかりを見ていると、何処

のルートが 短なのかにさえ気が付かない事になる。  
 
 

私事で恐縮だが、嘗て、チャーター課に在籍した時に、東京＝サンパウロ線の定期的

チャーター便 DC-8-62 型機の飛行ルートを、TYO=ANC=NYC=SAO の代りに、

TYO=MOW=PAR=SAO を検討した事がある。 SAO は、TYO の丁度地球の裏側に位

置するのだから、西向きだろうが東向きだろうが、大圏距離は等しくなる訳だ。 結

局、航空協定などの理由から、米州経由のルートを選択したのだが、Prince Rupert の
話は、こんな事を、懐かしく思い出させてくれた。 

（蛇足ながら、偏西風を利用した、往路 TYO→ANC→NYC→SAO、復路 SAO→PAR
→MOW→TYO が、 も理想的なルートであった様な記憶がある。） 
 
 

上司であった T.Y.次長（故人）は、よく、地球儀に糸を張ってルートの長さを測って

いた。 そして、既成概念や先入観に染まってはいけないと、部下を指導していた。 

地図も何時も北を上にして見ずに、偶には逆向きの南を上にして見る必要があると説

いていた。 言われた通りに逆さにして地図を見ると、まるで別世界が見えて来る。 

（彼は、学生時代、スカンジナビア航空が募集した北極圏通過航空路＜ポーラー ルー

ト＞の開設を記念した懸賞論文の募集で、見事特等賞を貰っている。 決して卓上計

算機を使用せず、丸形計算尺を愛用していた人だった。） 
 
 

新ブランド ホテル“Night”を立ち上げたディベロッパーの Vikram Chatwal も、頑固

な迄に因習を打破し、そのホテルだけでしか味わえないオートクチュール ホテルを作

り上げていると言うジャないか。 
 

Fasten Your Seatbelts: The Passenger Is Flying The Plane（シリーズ 4 冊目）の著者 Nawal 
Taneja も、コピー キャットの航空会社は、成功しないと言っている。 どの業界でも、

イノバティブな発想に基づく、斬新なアイディアが求められているようだ。 （H.U.） 
 
 

次ページ以降に、米航空会社の第 2 四半期決算と上半期決算の一覧表を掲載した。  
あわせて、それに関連する nytimes.com の資料を掲載した。 
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 米主要航空会社 の 2006 年第 2 四半期決算  

 

DL の統計データにはリジョナルを含む。 NW の CASM は PAX services operating expense per total ASM。 

Fuel 欄の：e=税抜き、t=税込み。 

 

 

 

REV 

Million 

OPP 

million 

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield 

cent 

L/F 

% 

CASM

cent 

Fuel 

¢ガロン 

現金 

同等物 
備 考 

A

A 

AA 本体従業員数 
209.5 476 291 44.6 

(-0.9%) 

12.81 

(11.91) 

82.6 10.88 5.7bn 

(1Q4.8) 

5,975 
75,100→73,100 人 

(10.03)(+12.5%) (229) (58) (79.5) (163.4) 
 

U

A 

稼働 10.59→11.16 
205.5 260 22,747 36.1 

(+3.0%) 

12.34 

(11.22) 

84.9 11.43 4.2bn 

(1QT3.6) 

5,113 
458→460 機 

(10.50)(+15.6%) (48) (-2,500) (83.4) (158.6) 
 

D

L 

 
369 -2,205 37.7 

(-6.8) 

14.07 

(12.24) 

79.68 11.36 4,655 

(10.82)

208 
4.0bn 65.3→51.7 千人 

(160) (+9.6%) (-129) (-388) (78.23) 
 

C

O 

348 機 → 360 機 
244 198 24.9 

(+10.8%) 

12.59 

(11.84) 

82.9 

(80.4) 

10.72 

(9.72) 

210.95i 2.5bn 

(1Q2.5) 

3,507 
稼働 10:37 → 11.23 

(166.95) (+22.8%) (119) (100) 
 

N

W 

Aug 15 以降客室乗

務員組合スト予定 
295 -285 21.6 

(-9.3) 

12.92 

(11.73) 

87.1 10.99 3,291 

(11.46)

209.52t 
n.a. 

(164.23t) (+3.0%) (190) (-234) (84.2) 
 

U

S 

前年値は American 

West 航空単体決算 
342 305 19.6 

(7.76) 

13.50 

(10.29) 

82.2 

(82.3) 

11.15 2.2bn 3,191 
n.a. 

(8.97) (1.6) (845) (13) (-3) 
 

W

N 

燃油ﾍｯｼﾞ+$225m 
402 333 22.8 

(+7.2%) 

13.24 

(12.07) 

78.0 

(72.5) 

8.95 

(7.91) 

142e 2.99bn 

(2.53) 

2,449 
434 機 → 462 機 

(+26.0%) (256) (144) (102) 
 

H

L 

873 

(+15.4%) 

80.1 

(36.6) 

55.5 

(17.4) 

9,144 人→9,347 人 
5.8 

(+5.2%) 

13.99 

(13.00)

79.3 

(77.9) 

10.96 

(10.66)

196 

(148) 

1.1bn 

(0.9Dec) 
109 機 → 113 機 

 

6

B 

612 

(+42.4%) 

47 

(40) 

14 

(13) 

7,284 人→9,337 人 
7.2 

(+23.2%) 

9.77 

(8.02) 

82.2 

(87.7) 

7.83 

(6.65) 

206 

(150) 

468m 

484m 
稼働 13.7 → 13.0 時間
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米主要航空会社 2006 年度上半期決算  

 

DL の統計データにはリジョナルを含む。 NW の CASM は PAX services operating expense per total ASM。 

Fuel 欄の：e=税抜き、t=税込み。 

 

 

REV 

million 

OPP 

million 

NP 

million 

ASM 

billion 

Yield 

cent 

L/F CASM Fuel 

cent % ¢ガロン 

現金 

同等物

A

A 

199.5 591 199 

(104) 

87.4 

(-0.6%)

12.83 80.0 

(77.5) 

10.84 11,319 

(9.92) (+12.5%) (252) (11.90) (150.2) 
5.7bn 

U

A 

9.578 

(+14.9%) 

205.5 89 

(-202) 

22,747 

(-2,500) 

70.6 

(+1.9%)

12.09 82.4 

(80.8) 

11.43 

(10.39)(11.03) (158.6) 
4.2bn 

D

L 

8,374 -116 -4,276 72.3 13.57 

(12.06)

79.22 

(87.87)

11.74 

(+5.3%) (-1,086) (-1,464) (-7.7) (11.54)

197 

(151) 
4.0bn 

C

O 

255 132 

(-86) 

47.9 

(+10.7%)

12.34 

(11.72) 

80.7 

(79.0) 

10.54 201.09t 6,453 

(+20.3%) (-54) (10.23) (156.46t) 
2.5bn 

N

W 

6,181 280 -1,389 45.7 13.51 

(12.17)

84.4 

(80.8) 

11.07 

(+3.1%) (-491) (-771) (-10.2) (11.24)

198.65e 

(151.41e) 
n.a. 

U

S 

5,840 467 370 37.86 13.27 

(10.23)

79.5 

(80.1) 

10.82 

(1,580) (58) (-177) (15.05) (8.47) 
n.a. n.a. 

W

N 

500 394 

(204) 

44.9 

(+8.2%)

12.98 

(12.05) 

73.7 

(69.1) 

9.94 151e 4,469 

(+23.9%) (337) (8.68) (96e) 
2.99bn 

H

L 

1,608 

(+14.9%) 

-45.1 

(63.9) 

-23.6 

(-63.1) 

11.4 
(+4.2%)

13.60 

(12.57)

76.5 

(75.3) 

11.90 182 

(10.00) (95) 
1.1bn 

6

B 

1,102 

(+37.3%) 

22 

(65) 

-18 

(19) 

13.8 

(+25.1%)

9.09 

(8.04) 

83.2 

(86.8) 

7.84 197 

(6.69) (141) 
468m 
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【参考】 nytimes.com, 8/11/2006 
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