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PhoCusWright, May24/2006 

1. European Online Travel Marketplace: Focus on The United Kingdom 

欧州（特に英国）オンライン旅行市場の現状（連載：その 8、 終回） 

 
5 月 26 日から連載を開始した、PhoCusWright の欧州オンライン事情シリーズが、今週号で 終

回を迎える。 今週号では、前号からの「サプライヤー」の続きで、ホテル、レンタカー、鉄

道、そして、結論を導く。 

 

 

Hotels 
 

英国のホテル業界は、航空会社に倣って、その流通を

オンライン予約へ移行しつつある。 ホテルは、大手

ホテル チェーンにリードされて、オンライン直販拡

大をプッシュしている。 ホテルの総グロス販売に占

める直販サイト販売比率は、2004 年から 2007 年の間

に、倍増して 12%に達するだろう。（Table 3.11 参照） 

英国のホテル チェーンは、概して好調な営業実績を

達成している。 2005 年のオキュパシーは、景気の若

干の緩和と LON 爆破テロの影響で、▲0.2%と微減し

たけれども、平均客室レートと RevPAR は、何れも 
+3%以上上昇した。 

英国ホテル市場は、他の欧州諸国と比べると、あまり

分散化（fragmented）している訳ではない。 多くの

プロパティーと小規模のローカルのホテル チェーンがフランチャイズ組織に加入してい

る。 ホテル チェーンのキー プレイヤーは、Hilton International, Accor, Whitbread, Best 
Western 達だ。 
 

500,000 の宿泊施設が、英国で登録されている。 Serviced と self-catering facilities で、半々

を構成している。（British Hotel Association） この内、50,000〜60,000 が、ホテルとゲスト 
ハウスだ。 Serviced accommodation 業界は、およそ 20%のシェアーしか有しておらず、極

めて分散化されている。 小規模の serviced accommodations（例えばカントリー ハウス、

イン、farmhouse、ゲスト ハウス、B&B で構成する）は、合計で、英国のロッジング イ
ンベントリーのマジョリティーを構成し、オンライン流通チャネルをかなり使用している。 
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幾つか小さな独立プロパティーは、リプレゼンテーション企業や、あるいは、CRS 経由の

オンライン接続を可能にする為に、任意のホテル チェーン（voluntary hotel chain）の会員

となっている。 特に英国では、リプレゼンテーション企業が注目されている。 独立プロ

パティーや、小規模ホテルチェーンの e-流通への取り組みが、容易に導入出来る基本的な

ソリューションを提供するリプレゼンテーション企業の人気を高めている。 
 

Micros の如くの PMS（property management service）プロバイダーが、益々重要になってい

る。 彼等は、個々のホテルやチェーンに、完全な総合流通ソリューションを提供して、

オンライン流通チャネルの接続サービスを販売している。 全てのロッジング プロバイダ

ーは、オンライン旅行社、NTO（national tourist organization）と DMO（destination marketing 
organization）と提携する事によって、オンラインとオフラインで、インベントリーを流通

させる事が出来る。 

過去は、小さなプロパティーは、唯一、NTO や DMO 経由でしか e-コマース市場へアクセ

スする事が出来なかった。 しかし、現在は、PMS やインターネット予約エンジンを供給

するローカル企業の出現で、小さなプロパティーでさえも、システム エンハンスメント、

或は、SEM（Search Engine Marketing）に対する大きな支出無しに、自身の Web サイト経

由でオンライン販売が出来る様になっている。 
 
 

Optimizing Online Distribution  オンライン流通の 適化 

 

英国では、小さなホテル チェーンと個々のプロパティーに於ける、より良い流通の模索と

関連するコスト コントロールが重要になっている。（大手ホテル チェーンは、既に、流通

のコントロールに関するルールを導入している。） サピライヤーの直販流通チャネルに於

ける、アコモデーション（ダイナミック パッケジングの如くの付加的サービスを含めて）

販売拡大の力強い傾向が存在する。 
 

これらの動きがもたらすベネフィットの中には以下が存在する： 
 CRM ツールの導入による、顧客満足の増加 
 顧客データの保有（オンライン旅行社はホテル予約の全ての顧客データを呉れな

い。） 
 コスト コントロール（直販は、間接流通チャネルのコストよりも安い。） 
 以下を含む多くの異なったプロバイダー達によって、英国のプロパティー／チェ

ーンに、オンライン旅行市場に対するコネクティビティーが提供されている。 
・ CRS プロバイダー（即ち、Pegasus, Trust, SynXis, TravelCLICK） 

情報 226R-1（平成 18 年 7 月 14 日）  TD 勉強会 3



・ PMS プロバイダー（即ち、Micros, Protel, HIS） 
・ チャネル マネジメント ツール 
・ エクストラネット（オンライン旅行社の） 
・ リプレゼンテーション カンパニー 
・ ボランタリー ホテル チェーン 

 

ホテル チェーンと個々のプロパティーのチャレンジの 1 つは、彼等のニーズと予算に も

良く適合した流通サービス プロバイダー（DSP）の選定である。 DSP は、お互いに競争

し合うのではなくて益々協調している。 例えば、Cendant は、Pegasus が CRS やスイッチ

のビジネスにおいては競争相手となるにも拘らず、Pegasus のスイッチ インターフェイス

を使用している。 Cendant は、オンライン旅行社チャネルで、ホテルに特別ネゴ レート

のアップロードを可能にさせる為に、Pegasus を使用しているのだ。 PMS プロバイダー

は、中小規模のホテル チェーン向け開発を増加させ、CRS 統合ソリューションを提供し

て、流通システム市場に参入している。 このソリューションの利点は、データ（即ち、

クライエント プロフィル、アベイラビリティー、レートとその規則）を、2 つの異なった

データベースをアップデートする必要無しに、シームレスにエクスチェンジする点にある。 
 

Small Luxury Hotels や Leading Hotels of the World の如くのボランタリー ホテル チェーン

は、主として個別のプロパティーに CRS リースを含むフル レンジのサービスを提供して、

ホテルと CRS システム プロバイダーとの間を取り持つ仲介者となっている。 しかしな

がら、全てのリプレゼンテーション企業が、リースした CRS を利用している訳ではない。 

例えば、TravelCLICK は、ihotelier システムを買収し、自分自身を、メディア／GDS アド

バタイザーと競争情報レポート企業から、CRS プロバイダーとリプレゼンテーション企業

へ変身させている。（継続して Vantis を買収し、自身のポジショニングを強化している。） 
 
 

Channel Shift among U.K. Properties 

英国プロパティーのチャネル シフト 

 

ホスピタリティー セクターのオンライン ビジネスは、大きな成長を遂げている。 そし

て、今後 3 年間、更に拡大して行くと予測されている。（Table 3-3 参照） ホテル オーナ

ーとホテル チェーンは、オンライン旅行市場のシェアー向上の為に、特に、自社 Web サ

イトに於けるショッピング機会を可能にするために、投資する用意を整えている。 
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サプライヤーの直販流通チャネルの力の蓄えによるシェアー シフトと需要回復で、サプラ

イヤー、特にチェーンは、彼等のニーズに沿った流通ディール交渉を主導出来る様になっ

た。 その結果、オンライン旅行社は、ホテルにとって、追加的収入を達成してくれる貴

重なチャネルである事が再認識されている。 今日では、幾つかのオンライン旅行社がパ

ラサイト（寄生虫）と考えられていた 3 年〜5 年前とは打って変わって、多くのホテル チ
ェーンと個々のプロパティーは、オンライン旅行社と良い関係を維持している。 
 
 

Challenge for the Hospitality Industry 

ホスピタリティー業界の挑戦 

 

競争力を維持する為に、チェーンは、直販を拡大する為に、カスタマー リレーションシッ

プの管理と、統一されたインベントリーと価格の維持と、流通管理と、強化されたコンテ

ントの提供の為の、クリティカルなテクノロジーを展開しつつある。 英国では、今後 3
年間で電子的流通にシフトするので、先進流通テクノロジー投資が重要となるだろう。 流

通管理が進展して行く限り、伝統的チャネル（即ち、GDS）とダイレクト オンライン マ
ーケットの両方で、テクノロジーが重要な役割を発揮するだろう。 
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不幸にも、ホスピタリティー業界では、リアルタイムのオンライン流通と、単一インベン

トリー インメージの為のテクニカル インフラストラクチャーが欠如している。 オンラ

イン旅行社は、必ずしもホテルの PMS あるいは CRS にインタフェースする事を義務付け

られていない。 プロパティーに、CRS を使って静的と動的なコンテントのアップデート

化を許さない、幾つかの市場における彼等の強さがこの原因だ。 ホスピタリティー業界

で使用されている古いシステムが、インタフェースのコネクティビティーを複雑化させて

いる。 その為に、今日では、多くのオンライン旅行社は、ホテルに、アベイラビリティ

ー･レート･静的コンテントを、彼等のエクストラネット（即ち、ドイツの HRS やイタリア

の Venere）経由でアップデートする事を強いている。 
 

オンライン旅行社のエクストラネット経由のアップデートによって、ホテルは、優先プレ

ースメントと強化されたコンテント表示を可能にしている。 大手の国際ホテル チェーン

は、リスティングで不利にならない様に、データのアップデート化で、Pegasus の様なイン

タフェースをオンライン旅行社達に使用させる力を持っている。 しかしながら、オンラ

イン旅行社は、予約のデリバリーを自動化し、アベイラビリティーをリアルタイムで受け

取る為に、ホスピタリティー業界の PMS と CRS に直結するダイレクト コネクト（即ち

Expedia Direct Connector）に取り組んでいる。 
 

コンテント管理は、ホスピタリティー業界のトピックであるが、この問題を解決するソリ

ューションは未だ現れて来ていない。 コンテントへの単一エントリー ポイントは時間と

コストを節約するだろう。 しかし、使用されている全ての流通チャネルをアップデート

化するコンテント管理システムは、業界が熱望しているにも拘わらず、依然として出現し

ていない。 効果的なコンテント管理は、オンライン コンバージョン率を増加させる事が

出来、流通チャネルに亘ってブランドとコンテントの完全さ（integrity）を維持し、オンラ

イン上のユーザー行為とサイト パーフォーマンスを追跡し、メンテナンス コストを減少

させる。 Hilton のようなチェーンは、統合コンテント管理アプローチを、グローバル ベ
ースで採用している。 
 

国際的ホテル チェーンは、少し前に、オンライン旅行社との取引の為に、流通スタンダー

ドを導入した。 唯一、公認第 3 者旅行社が、パートナーとして、Hilton チェーンとの取

引を許されている。 Web 流通の為の新しいスタンダードを遵守させる為に、Hilton は、

オンライン旅行社に対して厳しいスタンスをとっている。 2004 年 10 月に、IHG は、ス

タンダードを守らない Expedia と Hotels.com からインベントリーを引き上げている。 IHG
は、マーチャント レート インベントリーを 2 つのサイトから取り除いて、大手サプライ

ヤー チェーンがオンライン チャネル提携先に対して、強い影響力を有している事を見せ
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付けている。 大チェーンは、ダイレクトと第 3 者流通業者の両方のチャネルに対して、

オンライン流通戦略を明確に示している。 
 

オンライン旅行社は、ホテルにとって継続して良いパートナーとなっている。 彼等は、

価格に敏感な需要層（ロイヤルでない）や、ホテルがターゲットにしていない需要を探し

出して来る。 大手は、ダイナミック パッケジング等のテクノロジーに大きな投資を行う

事が出来るので、テクノロジー主導のイノベーションの 先端にいる事が出来る。 殆ど

全ての競争上の優位性は、オンライン トランザクションを動かし、データベースを詳細に

切り分ける分析的な分野のディジタル ドメインに於ける、イノベーションから生まれる。 

ホテル チェーンにとって、テクノロジーは、全般的なオペレーション プロセスの一部分

でしかない。 
 

大手ホテル チェーンは、グループに亘って、オンライン旅行社と取引する場合のルールを

設定している。 即ち、全てのグループのダイレクト流通チャネルに亘って、レート パリ

ティー維持している。 チェーンは、イールドやブランドやカスタマー リレーションシッ

プへの将来のインパクトを制限する為のルールを設定する事を、依然として目指している。 

ホテルは、彼等の客室やプロパティーのイールド管理が、チェーンレベルではなくて、仲

介業者レベルで行われる事に用心している。 チェーンは、幾つかの大手チェーンでは彼

等の収入の 40%～50%を占める法人顧客ビジネスのイールドを、維持させる事に腐心して

いる。 オンライン旅行社が、今後 3 年から 5 年の間に、法人旅行市場への参入を狙って

いるので、英国に於けるイールドに対する下げ圧力は強まる事が予想されている。 
 

大手チェーンは、第 3 者チャネル流通業者を継続して使用する事を計画している。 Hilton
の lastminue.com とのディールが、このケースの格好の例だ。 このディールの一つの重要

な点は、Hilton が lastminute.com を“オフィシャル”流通業者として認知している事だ。 チ

ェーンは、各種の流通チャネルに亘って、価格の完全性（integrity）（統一性）を欠いてい

る事で好ましからざる影響を受けている。 だから、仲介業者との新しい契約では、ホテ

ルが欲する総合的なコンテントとそれに関連するプロモーション表示（つまり価格の統一）

の保証を、彼等に要求している。 
 
 

Opportunities 
 

伝統的なツオペの予約は、電子的には処理されておらず、手作業を介したモノになってい

る。 ネットレートの予約当たりのコストを勘案すると、ツアオペ予約は、ホテル チェー

ンの PMS 或いは CRS とインタフェースさせる事が出来る筈だ。 Pegasus や Cendant の如
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くの流通サービス プロバイダーは、電子的トランスファーを可能にするプロダクトを立ち

上げている。 大手ホテル チェーンは、このソリューションの導入を約束しているが、そ

れは、ツアオペが、この様なシステムに取り組んでくれなければ実現しない。 ツアオペ

予約の自動化は、業界の主要なトレンドとなるだろう。 
 
 

Car Rental 
 

英国のレンタカー企業は、インターネット チャネ

ルの継続した開発と、リテーラーの為の機能の強化

と、オンライン マーケティング活動によって、流

通コストを低減させている。 英国のオンライン 
レンタカー販売は、2005 年には、総販売の 9%を構

成している。 そして、2007 年には、2004 年比 2.5
倍の 15%に拡大すると予測されている。（Table 3-12
参照） 
 

インターネット販売は、継続して増加している。 

英国のオンライン レンタカー販売の 1/3 のシェア

ーを有している Avis Europe では、+60%も拡大して

いる。 英国レンタカー販売のオンライン化率は、

欧州やアジアのその他の市場より高くなっている。 
 
 

Rail 
 

エアーのドミナンスと LCC の大きな影響にも拘わ

らず、鉄道が英国交通の中核の輸送モードを形成し

ている。 法人旅行トランザクションの 25%は、鉄

道が占めている事からも、鉄道のウエイトが高い事

が立証されている。 
 

英国の隅々まで張り巡らされている鉄道路線網は、

2005 年に、63 億ﾎﾕｰﾛ(8,900 億円)の旅客収入を達成

している。（Table 3-13 参照） 鉄道販売専門の仲介

業者 Trainline.com は、1999 年～2000 年のインター
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ネット ブームに乗じて設立されたが、その後、Virgin Group に買収された。 鉄道専門に

も拘わらず、Trainline.com は、かなりの量のフランチャイズを保有し、2005 年には、240m
ﾕｰﾛ(340 億円）のオンライン鉄道切符販売を達成している。 
 
 

Conclusions 
 

英国市場は、旅行業界の景観を変形させるイノベーションとテクノロジー開発を刺激する、

北米に次ぐ世界の も約束されたオンライン旅行市場の 1 つである。 この市場は、潜在

的には、ドイツの様なより高い成長を遂げているオンライン旅行市場にシェアーを奪われ

るだろうが、欧州のオンライン旅行市場の支配を継続させて行くだろう。 
 

この英国の市場支配力は、多くの米国の旅行や検索の企業が欧州本社を英国に設置してい

ると言う理由だけではなくて、以下の要因によるところが大きい。 
 

 ブロードバンドの急速な展開が、オンライン トランザクションの高いレベルの快適

性を保証し、英国 e-コマースの成長を支えている。 
 オンライン販売化の遅れは、より高いマーケティング コストと、より低いマージン

コストをもたらしているが、英国と欧州の 3 大プレイヤーは、自身の規模拡大の方法

を見つけ出している。（Travelocity が lastminute.com を、Priceline が高い成長を遂げて

いる 2 つのホテル アグレゲーターを、そして Amadeus が Opodo を、それぞれに買収

している。） 

 ツアオペの長年期待されていたインターネット努力が前進し始めている。 トップ 
プレイヤー達が、全社的な採算性の問題解決とオンライン化努力に取り組んでいる。 

彼等は、自分自身のインベントリー販売の為に、自社 Web サイトに専念してハイ マ
ージンプロダクトを販売するか、オンライン旅行社に対抗して旅行素材の単品販売や、

ダイナミック パッケジングや、競争相手のプロダクトの流通までも実施するのか、

何れの方法を採用するのかを選択しつつある。 

 逆に、オンライン旅行社が、Web ベースのツアオペに変身して、伝統的ツアオペから

市場シェアーを得つつある。 そして、彼等の戦略は、オンライン旅行社とツアオペ

間で、ビジネス モデルの融合を企てている事を仄めかしている。 
 LCC の驚くべき成長と、ダイナミック パッケジングの力が、英国消費者を、セルフ パ

ッケジングと自分だけの独立した旅行の組み立てに駆り立てている。 そして、伝統

的ツアオペ達さえにも、オンライン化への取り組みを促している。 これらの動きは、

オンライン マーケティングが飛び立とうとしている一部の現れだ。 

 ロッジング チェーンは、プライシングとチャネル支配権を、仲介業者達から取り戻
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しつつある。 そして需要の回復のお陰で、第 3 者流通業者向けの販売スタンダード

などのルールを設定している。 
 定期便キャリアが、自分達のオペレーションに、価格の単純化とフリートの合理化に

より、そしてティケッティングやチェックインや旅行管理のオンライン化などの LCC
モデルを取り入れている。 一方、LCC は、ノンエアーの周辺収入であるロッジング

やレンタカーやアクティビティーズの販売に力を入れている。 
 

■ PhoCusWright 「European Online Travel Marketplace: Focus on the United Kingdom」終り 

 

 

 

PhoCusWright, 6/30/2006 

2. Making Sense of Travel 2.0 

 理に適ったトラベル 2.0 

 

オンライン旅行は、 早、嘗てのオンライン旅行ではない。 新興企業も既に確立したプレイ

ヤー達も、トラベル 2.0 のダイナミズムや、Web 2.0 が約束する我々業界のフルフィルメ

ントや、そしてその中に於ける彼等の役割の明確化を、理解するのに取り組んでいる。 ト

ラベル 2.0 は、数年間は、実験的なモノとなるだろう。 トラベル 2.0 のツールを使い始

めた旅行の会社は、新しく Web 2.0 で武装した消費者達の反応を早く見たがっている。 
 

トラベル 2.0 は、ドットコム ブームを思い立たせる、夥しい新テクノロジー・トレンド・

プラクティス・スタンダードによって実現されつつある。 これらの新テクノロジーとト

レンドの幾つかは、ビジネス バリューの創造や、ソーシャル ネットワークの強いサポー

ト、或いはその両方によって、生き残って行くだろう。 そうでないその他は、淘汰され

るだろう。 同様な事が、新しいトレンドとテクノロジーを採用している新興企業達にも

言える。 既存の確立した幾つかのプレイヤーは、トラベル 2.0 を、新興企業達だけの、

いちかばちかの博打的な計画と考えるかも知れない。 しかし、そう考えないその他のプ

レイヤーは、トラベル 2.0 を自分のモノにして、近い将来のシェアー シフトを可能にさせ

るだろう。 
 

以下は、旅行の会社が、そこから恩恵を受ける事が出来る、トラベル 2.0 の も大きな潜

在的ビジネス バリューとその評価にフォーカスした分野である。 
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Syndication 
 

Really simple syndication（RSS）は、常顧客をフォローし、或いは既存の顧客を繋ぎ止めて

おく容易な方法である。 幅広いトピックスの中から顧客が欲する情報を選別し、ビジネ

スの為の context-sensitive チャネルを提供する一方で、全てをユーザーのコントロール下に

おく事が出来る。 
 

RSS は、既存の旅行の会社と新興企業の両方に採用されている。 オンライン旅行社・エ

アライン・そしてホテルでさえも、主として旅行のディールと特売広告に焦点を当てた、

RSS フィードを昨年立ち上げている。 旅行の会社にとって、テクノロジーに強い旅行者

への通信手段の補完として、このフィードを試す事は、比較的に容易で且つ経済的である。 

この分野をリードしている革新者達が、トラベル 2.0 のテクノロジーと統合させて、より

クリエイティブなアプリケーションを市場に登場させるだろう 
 
 

Open APIs / Web Service / Mashups 
 

この分野は、既に勢いを得て、そして、短期的バリューを発揮しているが、更に開発が継

続されるだろう。 複数のソースから情報を収集し、それをアグレゲートして、そのバリ

ューを新しい強化された形で提供する事が出来る能力は、仲介業者の新しいジェネレーシ

ョンを創りだすだろう。 
 

YahooやGoogleのポータルでは、初心者やプロフェッショナル開発者の両方が利用している、

無料のApplication program interfaces（AIPs）とmashups人気に、大きな注目が集っている。 

Mashupsは、複数のソースから、一体化されたエクスペリエンス（integrated experience）に

シームレスにコンテントを合成する、Webサイト或いはWebアプリケーションである。 例

え ば 、 Google の 地 図 API は 、 FareCompare （ www.farecompare.com ） や 、 Kayak
（www.kayak.com ）やその他とのmashupsを可能にしている。 

 

このトレンドは、本質的に民主的だ。 確かにオープン API の活用は、新興企業の支援に効果

的である一方で、既存企業にとっても、これを利用して、間もなく消費者が期待するだろう、

ビジュアルに訴える事が出来るインフォーメーション リッチなアプリケーション開発を促進

させるだろう。 
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Advanced User Interfaces 
 

Flash や Ajax の如くの Rich Internet アプリケーション（RIAs）が、徐々にではあるが成果

を上げ始めている。 ページのリロード（reloads）をミニマムにして、Web サイトを恰も

デスクトップ アプリケーションの如くに感じさせてしまう。 多くの旅行の会社は、

widgets ― 消費者とブラウザー間に入り込んでしまうデスクトップ アプリケーション 
― を立ち上げている。 
 

Widgets ＝ ウィジェット（widget）とは、ウィンドウ＋ガジェットから生まれた造語で、

Webとの連携を前提にした小さなアプリケーションです。 
 （ネットワーク機能を持ったものも多いですが、ブラウザーとは独立して動くことを前提

にしています。） 例えば、株価や天気予報、野球のスコアなど、常に見たいけど、いちい

ちブラウザーでサイトにアクセスするのも面倒だというようなコンテンツに向いています。 
MacではDashboard、WindowsではConfabulatorという環境で動きます。 このウィジェット

達、XHTML、XML、CSS、JavaScriptという私たちにとても馴染み深い技術の組み合せで

作られています。 JavaScriptという枯れた技術を使っても、充分斬新なアプリケーション

を開発できることはGoogleが証明してくれましたが、上記サイトからダウンロードできる

ウィジェット（widget）たちも魅力的なものが多いです。 
 （Confabulator は Yahoo!に買収されて今は Yahoo! widgets として公開されています。）

（www.webstaff.jp） 
 
 

例えば、Southwest 航空の Ding!アプリケーションは、ユーザーのコンピューターにダウン

ロードすると、ユーザーの欲する特別運賃割引を、その更新の都度知らせてくれる。 
 

既存の旅行の会社は、この成長する分野を活用するチャンス持っている。 より良いユー

ザー エクスペリエンスは、オンライン旅行社間のシェアー シフトの鍵となり得るかも知

れない。 
 
 

Contextual Advertising 
 

これはクリック スルー レート（CTR）を改善させる も良い機会を提供する。 このテ

クノロジーがより洗練されれば、オンライン広告のバリューは更に増加するだろう。 

Contextual 広告は、新世代の仲介業者・ニッチ旅行社・新興企業に収入機会を提供する。 

そして、ビジビリティーを増加させる堅固なツールとなるだろう。 
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Contextual Advertising = コンテンツの一部であるかの様に、コンテンツ内のメニュー リン

ク集などにテキスト バナーを組み込む様な広告方法。 ビジターにとっても、広告という

意識が希薄な為、CTRが高くなる傾向がある。 （ネット広告用語集、3.csx.jp ） 
 

 
Group-Forming Networks 
 

ビジネス コンテックスに於けるグループ形成ネットワーク（group forming networks）の潜

在力の利用は大きい。 これを利用する為に、既存の旅行の会社は、現在のビジネス モデ

ルとプラクティスを再考する必要があるかも知れない。 
この分野は、コミュニティー作りとグループ旅行にフォーカスしている膨大な数の新興旅

行企業を鼓舞している。 この機会を 初に活用したのが TripAdvisor だ。 そして多くの

一般的な、ニッチなソーシャル ベースの新興企業が、それに続いている。 幾つかは、他

人の旅行経験からの情報を収集して、旅行計画者を支援する様に作られている。 Google
と TripHub は、グループ旅行者達が、そこで、実際に旅行を計画し、彼等の旅行を予約出

来る様にしている。 
 

ソーシャル ネットワークは、旅行者達に力を与えている。 そして、唯一ここだけが、旅

行者達が、既存の業者から離れて、手を加えられていない、マーケティング バイアス無し

の（hopefully）情報とアイディアをシェアー出来る場所となっている。 これは、新規参

入者に有利な様にも見えるが、既存のオンライン旅行社やポータルは、サイト ビジターの

ハイボリュームと大きなカスタマー ベースのベネフィットを有している。 そして、彼等

は、それ等の財産を活用としている。 特に、Yahoo は、多くの Web 2.0 のツールの、新

しい Trip Planner ツールへの統合に忙しい。 Trip Planner ツールを使用すると、ユーザー

は、大きなカスタマー ベースによって作られた旅行計画を見たりランクさせたりする事が

可能になる。 

透明性・コミュニティー・パーソナリゼーション・エクスペリエンス、これ等のトラベル 2.0
に関連する業界用語が、旅行会議や業界イベントで飛び交っている。 そして、幾つかの

旅行の会社は、それ等を既に実際に採用している。 トラベル 2.0 のテクノロジーとトレ

ンドは、新興企業と既存の旅行の会社に、異なったレベルで恩恵を与えている。 両方の

カテゴリーに於ける勝利者は、彼等のビジネス プランを素早く、オンライン旅行市場の新

しいダイナミズムに適合させた者達となるのだろう。 ■ 
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DTW, 7/10/2006 

3.  With Sales, Travelport Will Privately Go Its Business 

 トラベルポート、ブラックストーン売却でプライベート企業化 

 

Cendant Travelport が、プライベート エクイティー グループの雄、Blackstone のアフィリ

エートに 43 億㌦（5,000 億円）で売却された事は、前週号「情報 225 号」でレポートした。 
7 月 10 日付け Travel Weekly の毎日版（DTW）に、より詳細な記事が出たので、前週の内

容との重複を避けて、以下に記す。 
 

Blackstone の買収後、Travelport は、2 つの部門 − ① Orbitz Worldwide と、② Business Group 
− に分割される。 そして、B2B と B2B/C 別で運営して来たブランド群を、地域別運営に

変更する。 Cendant は、Travelport の売却収入で、今月中旬に予定されている Wyndham
と Realogy の負債を減少させる。（Wyndham は▲$750m、Realogy は▲$600m。） 

これで、4 大 GDS の内で、唯一 Sabre だけが完全な上場企業と言う事になった。 
 

Orbitz Worldwide 

AoYou.com, Away Network, CheapTickets.com, eBookers.com, 
HotelClub.com, Needahotel.com, Octopus Travel, Orbitz.com, 
Ratestogo.com, Travelbag 

Business Group 

aiRes, Galileo, GTA（Gullivers Travel Associates）、Neat Technology 
Solution, Orbitz for Business, Shepherd Systems, Thor, Travelbound, 
Travelport for Business, Trust International, Wizcom 

 

アナリスト達は、以下の通りコメントしている。 
 

 Blackstone は、Travelport の非戦略的資産を、切り売りするかも知れない。 
 プライベート エクイティー グループ間の話し合いで、GalileoとWorldspanの両者は、

合併するかも知れない。（Worldspan も、プライベート エクイティー グループが保有

している。） 
 Blackstone の本当の利点は、Orbitz の如くの優良部門をスピンアウトして、上場によ

る利益を獲得する事だろう。 
 CendantはTravelportの売却を急いだが、投げ売り的な43億㌦の売却価格は安すぎる。 

フィナンシャル ディール メーカーに、旅行業界は、上手くやられてしまった。 
 確かに、GDS ビジネスの低迷と、余りにも多くの買収企業の統合に苦悩している

Cendant/Galileo は、彼等の収支を、他の GDS に比して、予約セグメント当たり利益

（EBITDA ベース）トップ（2002 年）から、ビリッケツ（2005 年）に転落させてし
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まっている。 
 オンライン事業に於ける 大の課題は、欧州で 14 のサイトを展開している eBookers

の復活と、国際展開の強化にある。（PhoCusWright information services 部長 Lorraine 
Sileo） 

■ 
 
 
DTW, 7/12/2006 

4.  American Airlines To Charge Agents Fees On GDS Bookings 

  アメリカン航空、旅行社 GDS 予約に手数料徴収 

 

AA 航空が、9 月１日から、Sabre と Amadeus 経由の全予約、及び Worldspan と Galileo が提

供する特定のプログラムに対して、セグメント当たり 3.50 ㌦の“Booking Source Premium”

を旅行社にチャージすると発表した。 AA は、コスト競争力ある予約ソース（Competitive 
Booking Sources）である G2 SwitchWorks と Farelogix、及び、現在まで明らかにされていな

かった Galileo/Apollo オプショナル プロダクトと Worldspan の“Optional Product 1”
（American Competitive Booking Source）を使用する場合は、この手数料を徴収しない。（今

回、初めて Galileo/Apollo の所謂フル コンテント契約に、オプショナル プログラムが含ま

れている事が明らかにされた。） 

コスト競争力ある予約ソースを使用する限り、その旅行社には AA のフル コンテントを保

証すると、AA は言っている。 AA は、現時点では、コストが高い予約ソースであっても、

旅行社に幅広い流通チャネルの選択を確保する為に、フル コンテントを提供する。 しか

しながら、その場合は、高い流通コストを相殺する為に、旅行社に“Booking Source Premium”

を負担してもらわなければならない、と AA は主張している。 
 

このチャージは； 
① ARC 旅行社の米国で発生した、或は米国を媒介して発生した予約に適用される。 
② パッシブ予約を含む、ネットの予約セグメントに適用される。 
③ GDS が提供するビリング データに基づいて、旅行社にチャージが請求される。 
 

AA と Sabre の DCA-3 契約は、7 月 31 日で失効する。 それ以降は、高いブッキング  フ
ィーが AA 便予約に適用される事になる。（つまり、DCA-3 の割引が失効する。） AA は、

Sabre の EAS プログラムには参加していない。 現在、AA と Sabre 間では、積極的な契約

更改交渉は行われていない。 
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Forrester Research は、“American Airlines Redefines Airline Distribution”のレポート（6 月 13
日 QUICK TAKE）の中で、以下を述べている。 
 
 

我々が欲するこの流通チャネルを使用しろ、さも無ければ金を払え 
 

AA は、「我々が欲するこの流通チャネルを使用しろ、さも無ければ金を払え」、と言う強

いメッセージを、オンラインとオフライン両方の旅行社に発信している。 何故 AA は、

そんなに厳しいスタンスをとっているのだろう？ 何故ならば、AA は： 
 

・ 継続して流通コストを制御したいからだ。 
AA の 2005 年コストの、第 5 番目に大きな費用が流通コストだ。 2005 年には、+7.1%
の旅客需要を獲得したにもかかわらず、流通コストは、タッタの+0.5%しか増加してい

ない。 そして、2005 年の年間営業費用に占める流通コストの割合は、2004 年の 5.9%
から 5.3%に低下している。 それにも拘わらず、AA は更に流通コストの削減を企図し

ている。 そして、フル コンテントの提供の見返りに、G2 SwitchWorks, Farelogix, Galileo, 
Worldspan から流通コストの値引きを引き出している。 
 

・ 旅行社にボリュームを貰いたいからだ。 
エアラインの流通フィナンシャル モデルについての も相応しい表現は、多分「異常」

（unusual）と言う言葉だろう。 エアラインが GDS に、旅行社が予約するセグメント

毎に予約手数料（航空券当たり 10 ㌦～15 ㌦に及ぶ）を支払う。 そして、今度は GDS
が、その予約手数料の中から一部を、予約した旅行社にリベートする。 

エアラインは、これ等の流通コストのカット（航空券当たり約▲6 ㌦削減）を欲してい

るばかりでなく、GDS の銀行的差配に嫌気を模様している。 旅行社の協力を得るため

に、エアラインは、流通経費のコストカットの一部を直接旅行社に廻すだろう。 しか

し、この場合は、エアラインは、旅行社に一定の予約量もしくはシェアー シフトのボリ

ュームを要求する。 
 

・ 流通を完全にコントロールしたいからだ。 
燃油費の高騰が激しい現時点では、エアラインは、流通コストの 大限の削減を欲して

いる。 Sabre も Amadeus も、エアラインの流通コスト削減の必要性を十分認識してい

る。 そして、彼等の予約手数料を魅力あるレベルに値下げしたからこそ、CO, DL, UA, 
US の各キャリアと多分 低の手数料レベルで、フル コンテント契約更改に漕ぎ着けた

のだ。 Forrester は、AA の Sabre と Amadeus の問題は、コスト以外の理由、つまり、

柔軟性とコントロールの 2 つの問題に有ると見ている。 AA は、① 彼等がコスト効率

情報 226R-1（平成 18 年 7 月 14 日）  TD 勉強会 16



有りと認めたどんなテクノロジーや流通チャネルと、② ダイレクト流通チャネル（特に

自社 Web サイト）を使用する顧客の為の機能の維持を、流通プロバイダーの如何なる制

約も無しに使用するべきであると考えている。 
 

・ Sabre と Amadeus 間のコンテント シェアリング協定を止めさせたいからだ。 
2006 年 3 月 7 日に、Sabre と Amadeus は、一方がコンテントを入手出来ない場合、他方

がそのコンテントを融通する、コンテント シェアリング協定を締結した。 AA は、自

分の運賃とアベイラビリティーは、知的財産権の対象と考えているので、このコンテン

ト シェアリングは無効（違法）であると考えている。 
 
 

AA の動きは、エアラインだけの問題ではないし、又、Sabre と Amadeus だけに関

連する問題でもない。 
 

AA の動きは、その他の航空会社だけではなくて、その他の旅行サプライヤーや、その他

の旅行流通プロバイダー、そして旅行仲介業者から、等しく、詳細に検討されるだろう。 
何故ならば： 
 

・ エアラインだけが流通コストの削減とコントロールの増加を欲している訳ではない。 
旅行業界は、Sabre の共同所有者であった AA と IBM が 1960 年に 初の Sabre のメー

ンフレームを開発して以来、e-コマースの先駆者的役割を果たして来た。 GDS は、

今では、実質的に旅行業界全体の流通を支えている。 そして、彼等は、プロダクト

の幅広さ、テクニカルの安定性、プロセッシング力に於いて誰にも負けない能力を保

有しているけれども、エアラインの様に、GDS を迂回して、直販を増加させたがって

いるサプライヤー達の挑戦から守られている訳ではない。 Carnival Cruise Lines と

Hilton Hotels は、両社とも旅行社用のポータルを運営し、GDS 経由でないダイレクト

予約の機会を提供している。 
 

・ 大手旅行社は、GDS を迂回して、ダイレクト ブッキング ツールを使い始めている。 
American Express, Carlson Wagonlit, Expedia, Orbitz の全てが、選別されたサプライヤー

とダイレクト コネクションを開始している。 この全社は、GDS も使用しているが、

彼等は、近い将来、GDS のインセンティブが無くなる事を察知している。 であるか

ら、彼等は、サプライヤーと直に取引をする為にも、自分達がコスト効率の良い流通

業者とならなければならない事を自覚しているのだ。 サプライヤーとの直の、如何

なる妥協の交渉に於いても、旅行社は、その半分以上の譲歩を期待されている。 
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・ 消費者は、既にダイレクト Web 予約に取り組んでいる。 
米国オンライン レジャー旅行市場は、2006 年に、744 億㌦（8 兆 5,600 億円）に達す

るだろう。 旅行は、 大の e-コマース カテゴリーだ。 47%のレジャー旅行予約者

が、エアライン直販サイト利用している。 これは、2005 年の 43%よりも +4%p 増

加している。 多くのエアラインが、 低価格保証を提供し、Web サイトの継続的機

能改善に努力している。 
 
 

ブツブツ不平を言っても始まらない、AA は我が途を歩んで行く 
 

AA の Source Premium Policy（SPP）は、自身のプロダクトの電子的流通に対して、サプラ

イヤー側が、殆ど完璧なコントロール権の支配達成に近づいている事を物語っている。 

AA の動きが意味する所は： 
 

・ 旅行社は、選択の余地が無い、SPP に従わざるを得ない 
サプライヤーは、直販の拡大を希望しているけれども、他方では、在庫処理等のため

にオフラインとオンラインの両方の旅行社チャネルを必要としている。 AA に抗議

して SPP を撤回させ様等と考えている旅行社がいるとしたら、その旅行社は考え直し

た方が良い。 世界第１の航空会社の言う事には、結局は従わざるを得ないのだから。 

何故だって？ 法人旅行取扱旅行社の法人顧客で AA と契約を有している法人は、旅

行社がサプライヤーを変更する前に、旅行社を変えてしまうからだ。 レジャー旅行

社は、顧客を全く無くすとか、サービス手数料の値上げとか、マージンの切り詰めと

かのリスクを冒すよりも、顧客が好むサプライヤーにアクセスした方が良い事を認識

するだろう。 

・ Amadeus と Sabre も、同様に成す術が無い 
Amadeus と Sabre は、今日の旅行流通環境の多くの面で、パイオニア的な存在を誇示

して来た。 そして彼等のポジションを守る為の全ての術を心得ている。 しかしな

がら、Forrester は、それでも AA が、このゲームを勝利すると考える。 AA は、ど

ちらかの GDS から、全てのインベントリーを撤収する事はあり得ないだろう。 9 月

１日までに合意が成立しない場合でも、精々、 も魅力的な割引インベントリーの引

き上げに止めるだろう。 Amadeus は、北米の旅行社コンソーシアム Vacation.com と

欧州のオンライン旅行社 Opodo を保有している。 Sabre は、AA のトップ GDS であ

るけれども、Travelocity を保有している。 そして間もなく Expedia に、米国に於け

る航空便予約エンジンを提供する。 AA のインベントリーの部分的な撤収は、これ

等の GDS 達にとって、瞬間的な一夜の成功しか競争相手に与えないだろう。 

■ 
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5.  其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）ジェニシスがコンソリデター運賃を表示 
旅行社が作り上げた GDS Genesis が、北米の旅行社向けにコンソリデターとネット運賃を

提供している SkyLink Group と提携して、Genesis サブスクライバーに、SkyLink が保有し

ている世界 80 社のエアラインの 3,000 万以上の運賃を提供する。 Genesis は、これは、

FareSpider 予約プラットフォーム上に揃えている、GDS、チャーター、Web 運賃などのプ

ロダクト群の拡大策の一環と言っている。(DTW, 7/7/2006) 

 
（２）セーバー、オプト アウトに関する情報公表 
Sabre が、オプト アウトに関するより詳細な情報を発表した。 8 月 1 日から発効する

Efficient Access Program（EAS）は、あくまでオプショナルなプログラムであるが、Sabre
旅行社は、このプログラムに自動的に加入される仕組みとなっている。 従って、EAS に

参加を希望しない旅行社は、オプト アウトの手続きをとらなければいけない。 オプト ア
ウトは、Sabre の Agency eServices Web サイトのオプト アウト ボタンをクリックするだけ

で良い。 オプト アウト旅行社には； 

① 継続してインセンティブが支払われる。（EAS では、セグメント当たり▲80 ㌣減少され

る。） 
② しかし、エアラインがフル コンテントを提供するかどうかは分からない。 
③ エアラインが、サービス フィーを徴収するかも知れない。 
④ 一度オプト アウトした旅行社が EAS に復帰する場合は、現行 EAS 条件が適用される

とは限らない。 
Travel Weekly の Legal Briefs 欄の執筆者で旅行関連弁護士の Mark Pestronk は、「全てが不明

確な内容のプログラムへは、現時点では参加を見合わせるべきだ」、とコメントしている。

「後になったら条件が悪くなったり、プログラムに参加出来なくなったりする理由なんて

何処にも存在しない」、と言っている。 そして、彼は； 
 多くの Sabre 旅行社は、Sabre 契約に抵触しないで、少ないコストか無料でセカ

ンド GDS を使用する事が出来る。 
 SabreのSimplicity Plan契約には、プロダクティビティー クオータの設定が無い。 

そして、多くの Assured Vantage Plan 契約は、低いプロダクティビティー クオー

タを設定しているので、旅行社は、このクオータを達成しつつ、予約の大部分を

他の GDS に回す事が出来る。 

 幾つかの Assured Vantage Plan と Optimal Earnings Program 契約は、高いクオータ
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を設定しているけれども、ペナルティーは安いので、旅行社に柔軟性を与えてい

る。 しかし通常の高いクオータの契約では、Sabre 以外の GDS 予約ボリュー

ムが 5%〜10%以上となると、セグメント当たり 2.40 ㌦のペナルティーがかかっ

てしまう。 
(DTW, 7/7/2006) 
 

（３）アマデウス、US 航空とエアカナダと 5 年間のフル コンテント契約締結 
Amadeus が、US と AC と、5 年間のフル コンテント契約を締結した。 
US との契約では、US の社内予約システム・消費者直販サイト・第 3 者 Web サイト上で利

用可能にしている公示運賃を、米国・プエルトリコ・US バージン アイランドの Amadeus
旅行社に提供する。 この契約には、America West のインベントリーも含まれる。 
AC の契約は、US との契約と似通ったモノで、北米・中米・南米をカバーし、コンテント

には Tango 運賃は含まれない。 Amadeus は、これ等の契約が、オプショナル、或は、階

層別（tiered）プログラムが含まれているか否かについて明かしていない。 
Amadeus は、その他のキャリアと、コンテント契約更改の交渉を行っていると言っている。 

UA との現在のフル コンテント契約は、2006 年 12 月に失効する。(DTW, 7/11/2006) 
 

（４）ARC 6 月実績 
ARC の 6 月実績は、国際線が 32 億㌦（3,700 億円、過去 高記録）、国内線が前同期比+13%
増の 40 億㌦（4,600 億円）であった。 上半期の売上げは、+13%の 416 億㌦（4 兆 7,850
億円）であった。(ARC press release, 7/13/2006) 
 

（５）ガリレオが、オプトイン旅行社プログラムの内容を明かす 
Galileo が、一定の財務的条件への合意（つまりブッキング フィーの値引き）の見返りに、

エアライン サービス フィーの徴収回避を保証する、米国旅行社向けのオプショナル プロ

グラムの内容を発表した。 9 月 1 日から発効する、Galileo の Content Continuity Program
は、他の GDS と同等、或は、それ以上の条件で、公示運賃・Web 運賃・ネゴ運賃へのア

クセスを可能にする。 Galileo は、NW と 5 年間のフル コンテント契約を締結した。 

Galileo は、4 大 GDS の中で、6 社のネットワーク キャリアと契約更改した、 初の GDS
となった。 G2 SwitchWorksも 6社と契約を成立させているが、この中には、AirTran, Alaska, 
jetBlue が含まれている。(DTW, 7/14/2006) 
 

（６）ヤフーが、トリップ プランナーをヤフーのネットワークに統合 
Yahooは、同社のTrip Plannerを、Yahoo Travel, Yahoo FareChase, Yahoo Search, Yahoo Travel 
Guidesを含むYahooネットワークに亘って統合した。 Trip Plannerは、9 ヶ月前に導入され

た旅行計画ツールで、消費者が、そこで、自身の旅行計画を作り、Travelocityの予約エン

情報 226R-1（平成 18 年 7 月 14 日）  TD 勉強会 20



ジンを使ってエアー・カー・ホテルの予約をする事が出来るユーザー オリエンテッドなツ

ール。 Trip Plannerは、http://travel.yahoo.comの上段右側の一等地のスペースを占拠してい

る。 Yahoo Travelの部長Jasper Malcolmsonは、Trip Plannerは、とても“粘っこいプロダク

ト”だと言っている。 何故ならば、Trip Plannerは、より多くの消費者を引きつけ、彼等

をYahoo Webサイトでより長い時間滞在させるからだと説明している。 ユーザー達が、

彼等の体験をシェアー出来るコミュニティー オリエンテッドなプロダクトを創造すると

言う、Yahoo戦略にも合致している。(Travel Weekly’s Technology E-Letter, 7/12/2006) 

 

 
 

 
 
 空 運  
 

（１）ローコスト エアライン会議、米市場には未だ新規 LCC の誕生余地が残っている 
World Low Cost Airline Congress – Americasが、マイアミで 6月 27日〜28日開催された。 こ

の会議は、第 3 回グローバル World Low Cost Airline Congress（9 月於 LON）のリジョナル

版会議。（昨年開催された第 2 回の WLCAC には、業界の、成長する LCC に対する関心の

高まりを反映して、世界の航空会社 100 社から 600 人余が参加している。） 
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『米国市場は、欧州やアジアに比べて安定的でダイナミズム欠けているけれども、まだま

だ、新しい LCC が誕生する余地を十分に残している』、と言うのがマイアミ会議の結論の

様だ。 米国では、 近では、タッタの新規 LCC 2 社が設立されたに過ぎない。 この内

の 1 社 Independence Air は、設立後１年も経ないで倒産している。 Mesa Air Group の Go!
は、ハワイ離島間路線で、新たな LCC として営業を開始している。 

しかしながら、米国市場に参入を狙っているLCCが3社も存在する。 その3社の現状は、

下表の通りである。 
 

新規 LCC 本 社 就航予定 概  要 

Virgin 
America 

NYC 

2006 年営業開

始が難しければ

2007 年 

 

(2005DEC 申請)

英実業家 Richard Branson が興した LCC。 米国から「実質

的に米国企業なのか？」、と言う厳しい審査を受けている。

次世代の機内エンタメ システム（ブロード バンド接続・9

吋スクリーン エンタメ・双方向機能ゲーム・オンディマン

ド映画・タッチ スクリーン システムによる有料機内食オ

ーダー）を導入予定。 

DOT は、final objection の提出締め切り期限を 8 月上旬に設

定した。 これで年内営業開始の可能性が出て来た。 

Skybus 
Columbus, 

Ohio 

3 月に DOT 

運航承認取得 

米国版の Ryanair を目指している。 しかし米国のリジョナ

ル空港は、Ryanair 並みの空港使用料への値引きに難色を示

している。 

Ryanair は、シート ポッケットを取払い、座席のリクライニ

ングを不作動化し、受託手荷物を有料化している。 そし

て、ホテル・レンタカー・旅行保険・機内販売などの非旅

客収入の増収に努力している。 2010 年までに、半分の顧

客を無料にするほどまでに、非旅客収入を増加させようと

している。 

Air Gumbo 
Louisiana, 

New Orleans 
2007 年 

1998 年より設立を計画しているが、9-11 事件とハリケーン 

カトリーナ災害で延び延びとなっている。 現在、会社設

立資金調達の為の投資家を募集中。 

(DTW, 7/5/2006) (FT.com, 7/13/2006) 
 

（２）イージージェット年度決算、前期比 +40%から +50%増益見通し 
easyJet が、9 月に終了する年度決算で、前期比 +40% 〜 +50%の増益（税引き前ベース）

を達成する事がほぼ確実となった。 これは、 近の好調な収入（①〜④）が、利益見通

しを上方修正させている。 
① 6 月 L/F は 87.6%（前年同月 85.1%）、旅客数は 299 万人（+15.6%）を達成した。 
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② 4 月 〜 6 月の ASK 当たり総収入は、+17%（イースターの 4 月ズレ込み有り、年率で

は +3%〜 +4%）増加した。 
③ 世界サッカー大会によるインパクト発生せず、ドイツ発着以外の路線でも増収を達成し

た。 
④ ホテル・カー・保険等の自社サイトに於ける非旅客オンライン販売が +30%増加した。 
 

7 月 7 日、株価は +8.7%上昇し、過去 4 年間

で 高の 425p を付け、FTSE インデックス ト
ップ 350 社中、 高の上げ幅を示した。 

easyJet は、現在、▲150 人の客室乗務員と、

▲50 人のパイロット不足に見舞われている。 

これに対処するため、easyJet は、6 月〜8 月

の 3 ヶ月間、ウエット リース 4 機をチャー

ターしている。(FT.com, 7/7/2006) 
 

（３）スペイン イベリア航空パイロット、LCC 設立に反対 
LCC 子会社設立に反対して、7 月 10 日から 1 週間のストに突入した IB 航空のパイロット

組合 Sepla（1,900 人）は、7 月 11 日にストを中止して、12 日から通常運航に復帰する。 Sepla
が反対した LCC 設立計画の概要は以下の通り。 

 新規 LCC Catair に 50m ﾕｰﾛ（70 億円）を出資して、20%の株式を取得する。 
 この LCC は、IB の経営とは、全く別個の企業として、低コストモデルを追求する。 
 2006 年の第１四半期で、LCC は、1,200 万人の旅客を定期航空会社から奪っている。 

Catair は、easyJet, Ryanair, Air Berlin に対抗する。（Spanish Institute of Tourism Studies） 
 2008 年までに 30 機を導入し、300 人以上のパイロットを新規雇用する。 

火曜日夕刻に、IB は、Sepla に対して、Catair 設立後も、IB パイロットの職の確保を保証

し、レイオフを実施しない事を確約した。 2 日間のストで、IB は、１日当たり▲300 万

ﾕｰﾛ〜▲500 万ﾕｰﾛ（4.2 億円〜7 億円）の減収を余儀なくされた。 IB は、第１四半期決算

で、前年同期の倍の▲6,500 万ﾕｰﾛ（91 億円）の営業損失を計上した。(FT.com, 7/7/2006) 
(wsj.com, 7/13/2006) 

 

（４）マレーシアの新国内航空制作 
マレーシア政府が、8 月１日から適用される新国内航空政策を発表した。 その概要は、

以下の通り。 
 MH の国内線運賃の下限運賃規制を撤廃する。 これにより MH は、AirAsia に対抗

出来る、低運賃の設定が可能となる。 

 政府援助は、赤字ローカル線への補助を含め、全て廃止される。 
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 MH は、政府の干渉を受けずに、自由な運賃や供給設定とフリート決定を含む国内線

運営のリストラに着手出来る様になる。 
 Kota Kinabalu=上海 ▲2/w、Tawau=Tarkan ▲2/w、KUL=FUK ▲2/w、KUL=成都 ▲2/w

の路線を 3 ヶ月以内に減便する。 
 この新しいストラクチャーに基づき、AirAsia は、MH から赤字の国内 99 路線の割譲

を受ける。（MH の国内線は 22 路線とボルネオ島への 3 新路線となる。） 
昨年に▲13 億 M ﾘﾝｷﾞ（410 億円）の赤字を出した MH は、2007 年に黒字転換を計画して

いる。 リストラ策の一環で、23,000 人の従業員を▲25%削減（▲6,000 人）する事を計画

し、希望退職者を募集している。 2006 年の希望退職 2,622 人に、臨時の退職金 5 億 M ﾘ

ﾝｷﾞ（150 億円）を支出する。 そして、フリートを 40 機から 21 機編成にカットする。

(channlenewsasia.com, 7/9, 7/15/2006) 

 

（５）タイ航空、LCC 設立を断念 
TG は、新 LCC Euarng Luang（ = Royal Orchid）の設立を断念した。 タイ政府の、9 月に

予定されている BKK 新空港 Suvarnabhumi ( = Golden Land) Airport への全面的移転決定が、

新 LCC 設立断念の原因。（高い空港使用料が課せられる。） TG は、既に 39%出資してい

る LCC Nok Air を中心にして、リジョナルの LCC に対抗する。(channelnewsasia.com, 
7/10/2006) 
 

（６）米運輸省、IATA 運賃会議の競争法適用免除を撤廃へ 
米運輸省は、1/4 世紀も継続されて来た、IATA 運賃会議への競争法適用免除を撤廃する。 

そのため、7 月 5 日に、期限 45 日間の、適用免除撤廃の為の「show cause order」（理由開

示命令 = 行政が提案する規則に対する利害関係人のコメントを徴収する行為）を発出し

た。 この競争法適用免除撤廃は、米国と欧州及び豪州間の運賃設定の為の IATA 運賃会

議を対象としている。 米国の動きと同時に、欧州および豪州の両政府も、競争法適用免

除の撤廃を本格的に検討する。 アナリストの多くは、米国発運賃は、既に IATA 運賃を

下回って設定されているため、適用免除撤廃が実施されても、運賃レベルは余り値下され

ないだろうと予想している。(DTW, 7/10/2006) 

 
（７）ボーイング、機材受注競争で 6 年振りにエア

バスを抜くか 
Boeing と Airbus の機材受注競争は、過去 5 年間、

Airbus にトップの座を奪われて来たが、2006 年には、

久しぶりに Boeing がトップの座に返り咲く模様で

ある。 Boeing の受注好調は、大型機、特に燃費性

能の優れた長距離中型機 B787 型機の販売拡大によ
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る所が大きい。 下表が、両社の 2006 年上半期の機材受注状況である。 
Airbus は、A380 型機のデリバリー遅延問題で、株主からフランスとオランダで、損害賠償

（100 億ﾕｰﾛ≒1 兆 4,000 億円）の訴訟を起こされている。 
 

2006 年 
1 月〜6 月 

受注機数 
(2005 年) 

納入機数

(2005 年) 
備  考 

Boeing 
480 

(439) 
175 

(155) 
広胴機受注 96 機 

Airbus 
117 

(276) 
219 

(189) 
広胴機受注 21 機、A320 family 96 機 
今年末までには、B に追いつくと A は言っている。

B787 型機 69 2008 導入 累計受注機数 363 機 

A380 型機 NIL 2006 導入
累計受注機数 159 機、デリバリー遅延約１年発生

今年中に 20 機受注すると A は言っている。 

A350 型機 13 2010 導入

累計受注機数 100 機、基本設計変更中、就航は 2012
年に遅れる（型式名 A370 に変更、開発費 45 億ﾕｰ

ﾛから 100 億ﾕｰﾛに倍増不可避） 

(wsj.com, 7/11/2006) 
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（８）英国航空管制システム Nats へ、投資家の熱い眼差しが注がれている 
・ 英国の航空管制システム National Air Traffic Services（Nats）は、2001 年夏に、政府が

49%を保有する企業に民営化された。 
・ その時点で、英国航空会社 7 社がコンソーシアムを組んだ Airline Group が 42%の株式

を保有する事となった。 
・ しかし、多額の負債に喘いでいた Nats は、民営化直後に米国で発生した 9-11 同時多発

テロ攻撃の影響を受け、財務的に困窮し、健全な事業運営継続の為には、債務のリス

トラが不可欠となっている。 
・ 投資先物件を探しているインフラ投資家数社が、Airline Group が保有する Nats 株 42%

の購入を希望している。 
・ Airline Group は、これ等のインフラ投資家からのアプローチを評価する為に、フィナ

ンシャル アドバイザーを指名する。 
・ Airline Group には、BA, VS, easyJet, BMI British Midland, Thomsonfly, MyTravel, Monarch

の 7 社が参加しており、各社が夫々約 6%の Nats 株を保有している。 
・ VS は、「Nats は、今後、高収益が見込まれる事業であるので株式売却には応じない、

寧ろ、買い増したい位だ」、と言っている。(FT.com, 7/10/2006) 

 
（９）ボーイング、今後 20 年間業界予測を +5%上方修正 
Boeing は、今年の「向こう 20 年間業界予測」を +5%上方修正した。 その骨子は； 
① 向こう 20 年間の航空機需要は 27,200 機で、昨年予測の 25,700 機を +5.8%上回る。 
② 旅客需要は年率 +4.9%、貨物需要は +6.1%で成長するだろう。 
③ アジアの旺盛な需要が、全体の 36%を占めるだろう。 北米 28%、欧州 24%。 
④ 燃費性能の良い B787 型機や、設計変更中の A350/370 型機の販売が増加するだろう。

(nytimes.com, 7/13/2006) 
 

（10）シカゴ ミッドウエー空港民営化に、外資が殺到 
Chicago 市は、市財政の赤字を埋める為に、市が保有する資産の民営化（長期リース）を

実施している。 既に有料道路を 18.3 億㌦（2,100 億円）で払い下げている。 そして、

今度は、Midway 空港の来年 2 月の民営化を計画している。 この計画に、世界のインフ

ラ投資家が群がっている。 スペインの Cintra とオーストラリアの Macquarie Infrastructure 
Group のチーム（Skyway 有料道路と Indiana の有料道路落札チーム）、 近 BAA を買収し

たスペインの Ferrovial、シンガポールの Temasek Holdings やその他プライベート エクイテ

ィー グループ等が入札を希望している。 ドバイの DP World の米港湾 6 港の運営権に対

する感情的な反対（国家安全保障上問題が大きな議論を呼んだ）を勘案すると、空港に対

する外資導入は、政治的センシティビティーに配慮する必要がありそうだ。 既に、

Indianapolis 空港が英国の BAA によって管理され、NYC 北部の Stewart 空港が 99 年間のリ
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ース契約により、これも英国とランスポーテーション グループの National Express に払い

下げられている。 Midway 空港は、Chicago O’Hare よりはズーッと小さいが、それでも年

間 1,800 万人の乗降客が利用する、Southwest の主要ハブ空港の 1 つ。(FT.com, 7/10/2006) 
 

（11）大西洋全席ビジネスのイーオス航空 
昨年 10 月に NYC（JFK）= LON（Stansted）に、就航した全席ビジネス クラス座席（B757, 
48 席）の Eos が、ARC に加盟し、英国 BSP に参加し、4 大 GDS の参加レベルを向上させ、

e-ティケットの発行と、リアルタムのインベントリー アクセスを旅行社に提供する。 そ

して、9 月からは、NYC=LON 線に 2 便目（土曜日を除く週 6 便）を就航させる。 Eos
は、6 月 L/F が 72%に達していると言っているが、利益については開示していない。 同

社は、来春に NYC=PAR 線の開設を計画している。(DTW, 7/11/2006) 
 

（12）AF-KLM CEO、マネーローンダリングと違法雇用で事情聴取される 
AF-KLM CEO Jean-Cyril Spinetta（写真：右）が、倒産した

エアライン セキュリティー会社に於けるマネーローンダ

リングと違法雇用の廉で、フランスの財務判事の事情聴取

を、来週数日間、受ける事になった。 9-11 のテロ以降、

セキュリティー強化の為に、AF はセキュリティー サービ

ス会社 Pretory と契約し、そこから派遣させたセキュリテ

ィー ガードを AF 便に搭乗させた。 盛期で Pretory の

ガード雇用は 600 人に達したが、この会社は、2003 年の

12月に倒産した。 Spinettaは、受け身的な汚職の従犯者の嫌疑がかけられている。 Pretory 
SA の創立者兼元 CEO Jacques Gaussens は、既に取り調べを受けている 中。(wsj.com, 
7/13/2006) 

 

（13）ルフトハンザと南ア航空、南ア競争審判委員会から運賃設定談合で罰金 
LH と South African 航空は、運賃談合と燃油サーチャージ協定で、南アの競争審判委員会

から、夫々、40m ﾗﾝﾄﾞ（6.5 億円）と 8.5m ﾗﾝﾄﾞ（1.4 億円）の罰金を課さられた。 LH と

South African は、南アと FRA 間のコードシェアー便で、運賃談合を繰り返していた。 こ

れとは別に、South African は、国内 3 社間との燃油サーチャージ協定で、20m ﾗﾝﾄﾞの競争

法違反の罰金を支払う。(wsj.com, 7/13/2006) 
 

（14）スピリッツ 
Indigo Partners（PHX/SIN）が、Spirit の支配株を取得した。 この為の投資額が幾らだった

のかは明らかにされていない。 2004 年 4 月に Oaktree Capital Management（LAX）が$125m
（150 億円）で Spirit の 51%の株式を買収し、その後、数千万㌦（数 10 億円）を追加投資
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していた。 これ等の資金は、エアバス機への機材更新投資に振り向けられている。 エ

クイティー ファンド マネッジング パートナーの Bill Franke（元 America West CEO）が

Spirit の社長に就任する。 Spirit は、カリブとラ米路線に足場を築いている LCC。 Franke
は、Spirit CEO 就任後も、既定路線を踏襲すると言っている。 

Indigo Partners は、主に運輸・航空・航空関連企業に投資している。 シンガポールの LCC 
Tiger Airways、ポーランドとハンガリーの WizzAir にも投資している。 Franke は、Tiger
の会長にも就任する。(DTW, 7/13/2006) 
 

（15）タイガー（シ LCC）、シンガポール＝タイ路線を増強 
シンガポールの LCC Tiger Airways が、SIN＝タイ間路線

を増強する。 増便される路線は、8 月中旬から、

SIN=BKK +3便／週、SIN=Hatyai +2便／週、SIN=Krabi +2
便／週。 この増便で、Tiger の SIN＝タイ間の総便数は、

週 41 便に拡大される。 Tiger Airways は、現在、ベト

ナム、中国、フィリピン、オーストラリア、インドネシ

アに路線網を展開している。 (channelnewsasia.com, 
7/14/2006) 

 
 
 

 水 運  
 

（１） シンガポール PSA、2006 年上半期コンテナ輸送量 +28.6%増加 
世界第 2 位の港湾オペレーターPSA が、好調なクロス ボーダー貿易を反映して、上半期

の TUE コンテナ取扱量を、前年同期比+28.9%増加させた。 海外に於ける取扱量は、 
+61.9%増加している。 取扱量は、総計 24,400 千 TEU、海外 13,020 千 TEU であった。 シ

ンガポール港に於ける取扱量は、+4.2%の 11,390 千 TEU であった。(channelnewsasia.com, 
7/13/2006) 

 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ユーロトンネル、債務リストラ交渉合意出来ず、仏破産法による保護申請へ 
Eurotunnel の、2 つの債権者団との 61.8 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1 兆 3,600 億円）に上る債務のリストラ

交渉は、7 月 12 日までの交渉期限内の合意成立に失敗した。 Eurotunnel は、5 月 31 日に、
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39.5 億ﾎﾟﾝﾄﾞの債権を保有している Ad Hoc Creditors’ Committee と、債務を半減させる

provisional restructuring agreement の合意に成功したものの、19 億ﾎﾟﾝﾄﾞの債権を保有する劣

後債権者団（所謂ボンドホルダー）からの合意取得に失敗した。 Eurotunnel は、仏破産

法に従って、会社保護（米国 Chapter-11 申請と同様の破産企業保護法）を申請した。 商

業裁判所は、7 月 25 日に、この申請を受理するか否かを決定する。 

交渉不成立を受けて、Eurotunnel は、監査法人の KPMG から支払不能（insolvency）を宣告

される事になるだろう。 7 月 25 日に予定されていた、株主総会はキャンセルされた。 

Eurotunnel は、ボンドホルダーの 大債権者である Deutsche Bank の柔軟性を欠いた交渉態

度と、非合理的な要求が、事態を悪化させていると非難している。 Eurotunnel は、来年 1
月までの運営を継続させる現金を保有している。 債務リストラに失敗し、支払不能に陥

れば、Eurotunnel は破綻し、債権者団が会社の経営権を握る事になる。（所謂 substitution） 

しかし、前例のない、この substitution は、英仏両政府の承認を得る事が出来るのか？ な
どの多くの実効性に関する疑問点を有している。(FT.com, 7/12-14/2006) 
 

（２）TNT（蘭）の積極的なアジアの配送網拡大 
オランダのポスタルとエクプレス企業 TNT が、アジア（特に中国とインド）に於ける配送

網の積極的拡大を計画している。 
世界のエクスプレス メール市場は、およそ 1,300 億ﾕｰﾛ（18 兆 2,000 億円）で、中国は 53
億ﾕｰﾛの規模（2005 年）となっている。 中国は、2010 年までに、世界の第 6 番目の規模

の市場に成長するだろう。（市場調査会社 Datamonitor） 
TNT は、ここ数年間、欧州の幾つかの事業部門で違法会計トラブルが発生し、収支に悪影

響を与えている。 また競争他社に遅れを取っているロジ部門の、今年下半期の売却を予

定している。 オランダの郵便事業の独占が 2008 年に解消され、その他の欧州各国の郵政

事業の規制緩和の進展が、ビジネス拡大のチャンスを作り出している。 

TNT は、ロジ部門売却後、エクスプレス メール事業に集中して、53 億ﾕｰﾛ（75 億円）の

売上を、年率 +10%〜 +15%拡大する事を計画している。 
TNT のアジア展開計画は； 
① 中国 大のプライベー ロード ネットワークを保有している HOAU Logistic Group を

買収して、中国国内に 1,100 のハブとデポを確保する。 
② インドのエクスプレス メール市場では、現在の 17 カ所のデポジット ネットワークを、

今年末までに、145 に拡大する。 
③ シンガポールから中国北部に至るまでのロード ネットワークを完成させる。 
④ 数週間前に破綻した Japan Post との合弁事業設立に変わる、提携先を模索して、アジ

ア 大のエクスプレス市場である日本市場への展開を計画する。 
TNT の競合他社のアジアに於ける動きは、下表の通りである。(wsj.com, 7/14/2006) 
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 EXP ﾒｰﾙ販売額 進 出 状 況 

FedEx $21.5bn DTW Group 合弁設立、中国内 89 デポを確保 

UPS 36.6 ﾊﾟｯｹｼﾞﾝｸﾞ ｼｯﾋﾟﾝｸﾞ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ Sinotrans Ltd 買収、中国 24 都市をカバー 

Deutsche Post 18.6 DHL がアジア太平洋地区に 16 億㌦を投資している。 

 
 
 

ホテル＆リゾート  
 

（１）ショートステー、高いホテルからの逃亡 
１週間、或は、それ以下の短い滞在用のアパート、ショート ステー アパートメント レン

タルの人気が高まっている。 企業向けの社宅サービスの不動産屋が、ホテルを抜け出し

たがっている旅客用に、短期のアパート賃貸を始め出したのが始まりだ。 何しろ、高級

ホテルに比して▲25%か〜▲50%も値段が安い。 ワンルームから 1 ベッド〜3 ベッド ル
ームまで各種のアパートが、完全な食器が用意されたキッチン付きで借りられる。 ペッ

トも連れて来られる所も多い。 勿論、ルーム サービスやバーやジム等のホテルに備わっ

ている施設は用意されていない。 しかし、ショート ステーのファン達は、恰もそこの地

域の住人の気分を味わえて、しかも値段がホテルよりも数段も安いのだから、「堪えられな

い」と喜んでいる。 

NYCのマンハッタンのショート ステー斡旋業者Metro-Homeは、「3月〜4月のGrand Hyatt
の週末料金は 1 泊 400 ㌦もするのに対して、その側の 1 ベッド ルームのショート ステー

は、その 2/3 以下の料金で済む」、と言っている。 そして、マンハッタン地区で、studio
タイプを 179 ㌦／泊、1 ベッド ルームを 209 ㌦の特別料金ショート ステーを、バーチャ

ル ツアー付きでオンライン販売している。(nytimes.com, 7/9/2006) 

 
When Gary and Cathy Silva of San Francisco visited New York in June, they stayed in this Metro-Home apartment. 

Mr. Silva likes having a kitchen so they can prepare a meal. 
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（２）インド洋津波災害からの復帰本格化 
2004 年 12 月 26 日の津波被害（22 万人死亡）から、略 2 年が経とうとしている。 プーケ

ット等のインド洋に面するタイ リゾート観光地では、津波以前の 2003 年の訪問観光客の

レベルまで、ヤット需要が回復し始めている。 今年の 11 月から始まるピーク需要時期に

は、以前のリゾート地の活況を取り戻だろう。 復興に向けて、これ等の観光地では、ホ

テル建設ラッシュを迎えている。(channlenewsasia.com, 7/9/2006) 
 

（３）マリオット、第２四半期決算 増益 +35%達成 
Marriott International が、第 2 四半期決算で、純益 $186m（215 億円）を達成した。 
 

 2006 QT2 Vs. ’05 QT2 備 考 

収入 $2.85bn +7.1%  

純益 $186m +35%  

RevPAR  +10.4%  

平均客室単価 
$133.33 世界 
$129.78 北米 

+9% 
+9% 

TownPlace   $ 79 
Ritz-Carlton  $325 

(wsj.com, 7/13/2006) 
 

（４）香港ディズニーランド、3 新アトラクション開始 
香港ディズニーランドが、夏場のシーズンを控えて、新しい 3 つアトラクションの営業を

開始する。 これで、アトラクションの数は合計 19 になる。 開園後 10 ヶ月が経ったこ

のテーマパークは、初年度の入場者目標 560 万人の集客に努力している 中。 「小さい」、

「アトラクションの数が少ない」と言う不満が来園客の中に広まっており、目標来園者数

の獲得が出来るのか懸念されている。 香港ディズニーは、集客実績を発表していない。 

ディズニーは、上海でのテーマパーク建設を上海市と協議しているが、上海側の外資導入

熱が冷え込んでいる事も有り、交渉が長引いている。(FT.com, 7/13/2006) 
 

（５）インターコンチ ホテル欧州 7 ホテルを売却 
Intercontinental Hotels Groupは、7月 11 日、欧州の 7 ホテルを、Morgan Stanley Real Estate Fund
に 634m ﾕｰﾛ（890 億円）で売却した。 IHG は、売却後も 30 年間のマネジメント契約（年

間 10m ﾕｰﾛ≒14 億円のマネジメント手数料）を維持する。 IHG CEO Andrew Cosslet は、

「資産売却プログラムの終了に近づいているので、今回の売却は重要なステップになる」

と語っている。 2003 年 4 月に Six Continent から分離して以来、マネジメント フランチ

ャイズ ビジネス中心の経営に戦略転換以来、IHG は、28 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（5,600 億円）のネット

資産価値を有する 175 のホテルを売却している。(FT.com, 7/13/2006) 
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 その他  
 

（１） AOL が無料の Web ベース サービスに移行する 
AOL が、１７年間継続して来たインターネット接続サービスを中止して、オンライン広告

料収入を中心とする無料の Web ベースサービスに移行する。(nytimes.com, 7/10/2006) 
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（２） 航空会社、ヘルシーな機内食を提供 
航空会社は、ヘルシーな機内食の搭載に努力している。 カロリーや脂肪や炭水化物の値

をメニューに表示している航空会社も出て来ている。(nytimes.com, 7/11/2006) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A trans-Atlantic flight on American might feature “cowboy steak.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lobster is part of British Airways' "well-being" menu. 
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編集後記 
 
 
 

内外ニュースの「じゅん刊 NO.1065、世界と日本」に、トヨタの張 富士夫 副会長の

「KAIZEN そしてチャレンジ」と題した講演録が載っていた。 
 
 

その一部を、以下に抜粋する。 KAIZEN の具体例の話で・・・・・ 
 

もう一つの例を申し上げますと、 近、産業用ロボットというのはどこに言っても工場の

中で良くご覧になると思います。 このロボットの原型みたいのを作ったのはアメリカの

ユニメーションという会社が 1970 年の前半でございます。 それを GM が真っ先に溶接

用ロボットとして 30 数台採用した。 多分これが一番 初だろうと思います。 世界中で

一大センセーションな話でございまして、遂に産業にロボットが登場したということでし

たので、私は潜り込んで見て来たのです。 オハイオ州のロッジタウンと言う工場ですが、

確かにそこのボディのラインで 30 数台がずっと溶接しておりました。 
 

ただ、その後ろに少しの作業員がいる訳です。 それで案内してくれた人にこの人達何を

してるんですかと聞いたら、ロボットのやり損なったのを修正しているんだという話だっ

たのですけれども、そんなに人を付けるなら自分で溶接すればいいじゃないと。 私は言

いませんでしたが、我々だと直ぐそう言う発想をする訳で、どうしてロボットを使った上

に人がいるんだ。 
 

結局、ロボットが十分に動いていないからなのですが、私は帰ってから今度は私どもの元

町工場で 2 台だけそのユニメーションのロボットが入っているというので、うちだったら

どうしているかなと思って見に行きました。 そうしたら未だラインに入れていないので

す。 ラインにいれていなくて、一生懸命いろんなトライをして変えている訳です。 
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所謂 KAIZEN をしているのです。 このロボットは例えば 2 秒に 1 打点打てますと、そう

いう性能なのですけれども、本当に 2 秒に 1 つ動かすと、弾みというのですが、エナーシ

ャーがついて打点がみんなずれてしまう。 頭が重過ぎるのです。 ですからこの頭をポ

ンと切って、アルミで作り替えましたとか、それから線が外にむき出しにしているのです

けれども、ロボットって梃みたいに動きますから、動いているうちにその線の被覆が剥が

れてショートする。 だからここ（動く所）は 1 回そこで切って、カップリング方式とか

言っていましたが、カチャッとはめる様な事にして切れない様にしたとか、もとはユニメ

ーションのロボットを買ったのですが、まずラインに入る前に跡形がなくなるぐらい一杯

直している訳です。 ・・・・・ 
 
 
 

この記事を読んで見ると、なるほどトヨタの KAIZEN に対する真摯な取り組みが良く分か

る。 
 

自動改札機の脇で、搭乗券の機械への挿入や取り出しを手伝う人手を置いているとすれば、

これはトヨタウエーでは、決して許されないのだろう。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 226 （ 以 上 ） 
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