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TD 勉強会、3/9/2007 

1. 英国、大西洋オープン・スカイで孤立 

 

先週 3 月 2 日に暫定合意された、米国と欧州連合のオープン・スカイ協定で、英国が孤立

している。 
 

BA CEO Willie Walsh は、米国に一方的に有利な協定を締結するべきでないと主張している。 

今回の暫定合意では、米国内線への参入が許可されず、外資規制 25%（voting capital）は

撤廃されておらず、米国以遠アジアとアフリカの路線権も許可されていない。 そして、

Fly America 政策も、肝心の主要路線は開放されていない。 BA は、米国の対応を非難し、

そして、欧州委員会運輸委員の Jacques Barrot に、3 月 6 日付けの書簡を送り、協定成立回

避を訴えた。 Virgin Atlantic 航空も、この暫定案は、大西洋両岸の真のバランスがとれた

空の自由化をもたらしていないと、反対を表明している。 
 

英国運輸大臣 Douglas Alexander は、この暫定合意案は、欧州連合の航空会社が求めている

米国アクセス権には程遠いと述べ、協定締結反対を示唆した。 彼は、こう言っている。 
 米国は、Virgin Group の Richard Branson と米資本が設立した Virgin America 航空を、

申請後 1 年経っても飛び立たせない保護主義的な姿勢を貫いている。 
 米国は、奇怪なことに、60 年前の規則を、21 世紀にまで持ち込んでいる。 
 世界の国々では、多くの戦略的資産である水、エネルギー、そして、国防産業迄が外

資により保有されている現在、何故、米国の航空会社に対する外資導入が許されない

のか。 
 バランスがとれた協定実現の為に、段階的な自由化政策を導入するべきだ。 

 

英国は、過去 2 回、大西洋の空の自由化に反対して来た。 欧州連合と米国間のトラフィ

ックの 40%は、英国発着トラフィックであるので、この協定で も影響を受けるのが英国

なのだ。 BA の収入の 40%は、大西洋路線で構成されている。（利益は、更に大きいと思

われる。） 

2004 年の協定成立不成功の時には、英国の反対に、ドイツとその他の国が参加した。 
しかし、今回は、英国を除く欧流連合 26 ヶ国全てが、協定賛成に動く気配を示している。 

そして、英国に賛成する様にプレッシャーをかけている。 
KLM を買収した AF と、Swiss を買収した LH は、合併後の会社の法的なステータスを確
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定する為にも協定成立をエンドースしている。 LH CEO Wolfgang Mayrhuber は、「この協

定は、正しい方向への第一歩だ」と語った。 LH と同じスター･アライアンスに参加して

いる UA は、米国でただ 1 社、協定成立に賛成している。 アイルランドなどの諸国も、

米国に対するアクセスを拡大するためにもオープン・スカイを欲している。 英国でも、

BMI（LHR のスロット 12%を保有）は、協定成立賛成派だ。 同社は、所謂“LHR 4”（LHR
＝米国路線は、BA/VS/AA/UA の 4 社に制限されている）の撤廃を願っている。 
 

英国は、3 月 22 日に開催される、欧州連合加盟国 27 ヶ国の運輸大臣会議で、棄権して協

定成立をストップさせる戦術を採用する可能性を匂わせている。 欧州委員会は、2/3 の賛

成で可決する事が出来る、多数決による採決に訴える事を検討している。 
BA は、仮に協定成立が実現したとしても、それへの対応が出来ていると言っている。 
LHR 空港のスロットは、その 98%が満杯なのだ。 仮に“LHR 4”が撤廃されたとしても、

この空港に新規に乗入れを希望する航空会社は、（BA を含めた既に乗り入れている航空会

社の増便を含めて）、闇市場でスロットを購入しなければならない。 従って、俄に競争上

の不利は発生しないと言うのだ。（BA は、LHR 空港スロットの 41%を保有している。） し

かし、株式市場は、そうは見ていない。 暫定合意が発表された直後、3 月 5 日のロンド

ン証券取引所の BA 株価は、▲6.6%も急落した。（一部報道では、同日に発表された、BA
の一部門である GB Airways パイロット組合のイースター時のスト権確立が、株価下落に影

響を及ぼしていると書いている。） 
 

米国では、組合と、UA を除く航空会社全社が、この協定に反対している。 強い影響力

を有している下院運輸委員会議長の James Oberstar は、以前からこの協定に批判的な姿勢

を見せているが、今回の暫定合意案については、未だオフィシャルなコメントを表明して

いない。 
 

米国の主席交渉官を 4 年間務めている John Byerly は、「航空の歴史に於ける も愚かな協

定の 1 つが、1977 年に英米間で締結された Bermuda Ⅱ（LHR 4 を決定）だ」、「この実に

不快なモノを終わらせなければいけない」、と語っている。 
 
 

 ■ 
 

（このレポートは、3 月 5 日〜8 日にかけての、FT.com, nytimes.com, wsj.com のニュースか

ら編集した。） 
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nytimes.com, 3/4/2007 

2.   The Family Vacation (Climate-Change Lessons Included) 

地球温暖化教育を含む家族旅行 

 

なかなか時間が割けない貴重なレジャー・タイムを使って、子供と旅行する両親が増加し

ている。 そして、彼等は、その旅行で、リッチな、教育効果の有る何かを得ようと努力
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している。 Travel Industry Association の 2006 年の調査によれば、消費者の 56%が教育旅

行に興味を示している。 この数は、5 年前の 22%から倍増している。 
 

Smithsonian Institution のノンプロフィット組織である Smithsonian Journeys が、昨年売り出

した教育旅行プログラムは、ガラパゴス島の旅行からタンザニアの家族サファリまで、全

ての旅行が売り切れとなった。 これは、Smithsonian Journeys の 38 年間の歴史の中で、初

めての事だと言う。 顧客は 2 つ目的を持っている。 1 つは家族と一緒に居る事、2 つ目

は、ビーチに行くだけでは無くて“何か学ぶ”事を、彼等は求めている。 Smithsonian 
Journeys の旅行は、1 人当たり $3,000〜$4,000（エアー抜き）もする。 
 

 
Carol Donovan and her son, Taylor, 15, near the Antarctic Peninsula in January. 

 
 

American Express Travel のマーケティング副部長 Audrey Hendley は、「教育ツアーの人気の

高まりは、両親が、彼等の生活のパーツの全てを、旅行を通じて結合させようとしている

発想から生まれている」、と語っている。 その目的を達成する為に、顧客（家族）は、中

国とかペルーとかバンコックの如くの遠い場所へ旅行する傾向が有ると言う。 彼等は、

American Express Platinum Travel Services を利用して、しばしば現地の学者や芸術家を雇っ

て、訪問した目的地の文化や自然をガイドさせている。 彼等は、生きた教科書を探して

来て、その土地の深い知識を得る事を考えている。 そして、その為には金を惜しまない。 
 

American Express の、米国の富裕層（平均世帯収入 $472,000≒5,600 万円）1,170 人の調査

によると、彼等は、昨年の家族旅行に $10,000（120 万円）以上を支出している。 
 

旅行業界は、教育ツアーは、決して高く無いと言っている。 学校の教育では決して得る

事が出来ない事実を、現地で学ぶ事が出来るからだ。 “百聞は一見に如かず”を実践出
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来るのだ。 その上、家族の絆も旅行を通じて強化されるだろう。 
 

Groople の教育と歴史探訪ツアーのプラニングのページのヒット数は、昨年、前年を +24%
アップしている。 ■ 
 

 
Lloyd Miller, then in high school, traveled in 2005 to the site of the Battle of Hastings, which he toured with a guide, Geoff 

Hutchinson. 

 
 
 
 
Forrester Research, February 27, 2007 

3.  My View: The CIO And The CEO  by George F. Colony 

  私の意見：CIO と CEO の関係 

 

私は、私のキャリアを通じて、チーフ インフォーメーション オフィサー（CIO）とチー

フ エクゼクティブ オフィサー（CEO）のおかしなカップルが、企業に同居しているのを

見て来た。 1980 年代と殆どの 1990 年代に遡って見ると、彼等の歩んだ途は決して交わ

っていない。 CEO は、テクノロジーの事を余り考えず、そして CIO は、彼のボスである

チーフ ファイナンシャル オフィサー（CFO）以外の役員と滅多に協力し合っていなかっ

た。 Fidelity の Ned Johnson、FedEx の Fred Smith、Wal-Mart の David Glass 等の幾人かの

テック・リーダーを除いて、CEO は、IT/BT を（私は、IT を今や BT=Business Technology
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と読んでいる*）会社のオペレーションを支える重要な部門と考えているが、しかし、重要

な戦略ツールとは考えていない。 
（＊「IT を止めて BT に変えたら良い」 情報 233 号、平成 18 年 9 月 1 日参照） 
 
 

この一般的な躊躇いに加えて、失敗した IT/BT プロジェクトの予算カットで世間の耳目を

集めた CEO の評判、絶え間ない IRS システムのオーバーホール、1980 年代半ばの Citibank
の“single customer view”の無駄な努力、1990 年代初めの SAP R3 の“kitchen sink”（何か

ら何迄）への盲進、等が私の心に浮かんで来る。 
 

そして、ドットコムの集団的狂気が襲来し、CEO パニックが始まった（Amzoning, etc., etc.）。 
この頃は、私は、Harvard Business School で、CEO 達の為のテック・セッションを受け持

っていた。 このセッションの為に、25 人の大手企業 CEO を調査した。 彼等に、「何れ

だけの時間をテクノロジー問題に費やしているか？」を尋ねた所、回答は「25%」であっ

た。 彼等は、嘘をついている。 CEO の誰もが、— テッキー自身ですらが — 彼等の時

間の 1/4 をシステムに専念する余裕等持っていない。 彼等は、5 年前には、確かにより多

くの時間をテック問題に消費しただろう。 “メールを打った事が無い”Jack Welch（元

GE 会長）ですら、GE を去る時に、ひどく熱心になって、ビジネスのディジタル化の説教

を開始している。 全ての CEO の人気者学者の Michael Porter は、2001 年初めに、丁度

The Web, Act One の幕が壊滅的に閉じられた時に、ナイーブな Harvard Business Review でイ

ンターネットに関する記事を書いている。 
 

マイケル・ポーター 
マイケル・ポーター（Michael E. Porter、1947年-）は、アメリカ合衆国の経営学者。 ハー

バード・ビジネス・スクール（ハーバード大学経営大学院の一つ、Bishop William Lawrence 
University）教授。 
ミシガン州アナーバーにて生まれ、上級軍人である父親と共に世界各地を渡り歩いて育っ

た。 1969年にプリンストン大学航空宇宙機械工学科を卒業。 高校時代にはアメリカン

フットボールと野球で州代表に、大学時代にはゴルフで全米代表(NCAA)チームに選ばれる

など運動能力も抜群だった。 1971年にハーバード大学にてMBAを取得、1973年には同大

学大学院にて経済学博士号を取得。 1982年には同学史上 年少の正教授となる。 アメ

リカを中心に世界各地で多くの国や州の政府、および企業の戦略アドバイザーを務め、フ

ァイブフォース分析やバリュー・チェーンなど数多くの競争戦略手法を提唱した。 
代表的著書である『競争の戦略』は戦略論の古典として今日でも多くの経営者や、経営学

を学ぶ学生の間で利用されており、MBA取得者が選ぶお勧め経営学書ランキングで第 1 位

を獲得している。 
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ファイブフォース分析とは、業界の収益性を決める5つの競争要因から、業界の構造分析を

おこなう手法のことで、マイケル・ポーターの著書『競争の戦略』で広く学会やビジネス

界に知れ渡った。 
「供給企業の交渉力」「買い手の交渉力」「競争企業間の敵対関係」という 3 つの内的要因

と、「新規参入業者の脅威」「代替品の脅威」の 2 つの外的要因、計 5 つの要因から業界全

体の魅力度を測る。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 
 
 

2007 年まで話を進めよう。 今日では、おかしなカップルの関係はどうなっているのだろ

うか？ Forrester は、世界の 75 人の CEO を調査した。 彼等の意見は次の通りだ。 
 

１． 60%の CEO が、IT/BT の全般的なパーフォーマンスに満足している。 
２． しかし、27%の CEO しか、IT/BT がプロアクティブなイノベーションのリーダーだと

は認めていない。 
３． そして、30%の CEO しか、IT/BT がプロアクティブなプロセス改善のリーダーだとは

認めていない。 
 

この結果から、貴方は、単純に、CIO は、CEO の信頼を良く得ていると考えるだろう。し

かし、彼等は、イノベーションとプロセス改善の達人として、進んで問題に取り組んでい

ない。 
 

CEO の 60%が、CIO は良くやっていると回答しているのは、良いニュースなんかではなく

て、悪いニュースである。 この様に比較して考えて見るべきだ。 仮に、貴方の会社の

トップの 60%が、CFO のパーフォーマンスに満足しているとしたならば、これは、この

会社の財務オペレーションが崩壊している事を意味するシグナルとなるだろう。 CEO の

IT/BT に対する満足度は、この 10 年で向上しているけれども、60%では低過ぎるのだ。 
 

そして、CEO が、CIO を、イノベーションとプロセスのプロアクティブなリーダーとは見

ていないという事は、悪いニュースでは無い。 それよりも、 この 2 つのエリアで CIO
は立役者になるべきでは無い、事実、そうなれ無い、と言うのは、CEO の正直な評価であ

る。 
 

何故？って。 殆どの企業では、CIO は、船のエンジンを、滑らかに動かす事を維持する

のに急がし過ぎて、操舵室に上がって来て、キャプテンに航路の変更を提案する余裕等無

いのだ。 ビジネス イノベーションとプロセスの変更のリードは、殆どの CIO の仕事で

はないし、また、そうするべきでは無い。 
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CIO は、プロセスの変更を実施する責任を持っているのか？ その通り。 IT/BT は、殆

どの企業で、一般的に、プロセスのバックボーンをサポートし管理する（ERP を考えたら

良い）。 テクノロジーが企業に導入されると、プロセス（仕事する方法）の変更と、組織

（仕事する為の組織の組立て方法）の変更を伴わなければ、そのテクノロジーの導入努力

は失敗するだろう。 私は、この事を、重要な 3 和音 — テクノロジー／プロセス／組織 — 
と呼んでいる。 そして、この 3 つは、常時、集団として一緒に観察され、調和して動か

されなければならない。 CIO がテクノロジーをテーブルの上に持って来る一方で、他の

役員（特に CEO）は、政治的な力を発揮して、プロセスと組織の変更に手をつけなければ

いけない。 これには、ビジネス・エクゼクティブ達との適切な関係を築く為の、CIO の

コーラボレーションの努力が必要である。 
 

イノベーションはどうなるのか？ 明らかに CIO は、常時、システムのイノベーションに

取り組んでいる。 これは、エンジンの滑らかな回転を維持させる仕事の一部に当たる。 

しかし、ビジネス イノベーションとなると、CIO は、ここでも、プロアクティブな役割を

担っていない。 それよりは、ビジネス イノベーションの計画をリードするビジネス・エ

クゼクティブの良き相談役とならなければいけない。 
 

ここに鍵が存在する。 ビジネス・エクゼクティブ達が、プロセスの変更とイノベーショ

ンを効率的に実施する為には、彼等は、テクノロジーに対する確固たる理解を持っていな

ければならない。 彼等は、ビジネスの変更に影響を及ぼす潜在的なテクノロジーを巧み

に導入する事が出来る、新しく作った用語テクノロジー・ノッリジアブル・ビジネス・ピ

ープル（TKBPs）でなければならない。 彼等の目標は、会社の目標の達成の為にはどの

様にテクノロジーを採用しなければならないかを知っている、マーケティングのVPsと、

戦略のEVPs、ディビジョンのプレシデントを守備につける事である。 CIOは、ビジネス

の人達が飛躍出来る様に、彼等をビジネスの場で教育し訓練しなければならない。 IQ
（intelligence quotient=知能指数）とEQ（emotional quotient=感情指数）に、TQ（technology 
quotient）を加えなければならない。 そしてTQの教育は、CIOの領域となる。 
 

これが実現出来れば、CEO の CIO に対する満足度は、そうなるべき水準の 70%〜80%に上

昇するだろう。 そして、CIO が TKCEO — technology knowledgeable CEO を作り出す事が

出来れば、取締役達は賞賛するだろう。 そうなれば、おかしなカップルも、組織と株主

のベネフィットの為に、目と目を見つめ合うだろう。  
 

George ■ 
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PhoCusWright, January 2007 

4. Groups and Meetings: Market Opportunity Redefined  終回 

 「連載」グループとミーティングのビジネス・チャンス（３） 

 
 

SECTION FOUR: 
Group and Meetings Market – Future Online Outlook and Predictions 

グループとミーティング市場 — オンラインの将来展望と予測 

 
Small Groups and Meetings Lead the Way 小グループとミーティングが途を拓く 
 

オンラインのグループとミーティング市場は、各旅行サービスと顧客や手配者によって、

異なって進化するだろう。（Table 4.4 参照） 小規模なレジャーの集まりは、単純なエアー・

カー・ホテルのオンライン短期旅行に似るだろう。 そのオンライン化の進展は、テクノ

ロジー、トラベル 2.0 アプリケーションの進歩、口コミの広がり、試用の増加により加速

されるだろう（Table 4.5 参照） 大規模なイベントは、その複雑さと、ミーティングのプ

ランナーの文化、人的コンタクト願望により、直ぐにはオンライン化されるとは思えない。 
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大きなミーティングでは、或る機能は、その他よりも早くオンライン化されるだろう。 大

きなミーティングやイベントの、特にサポート機能と周辺サービス（即ち：調査、RFP プ

ロセッシング、ハウジング・フルフィルメント）が 初に自動化されるセットの中に入る。 

ドライバーは、コスト削減と、より多くを追求する為の人的資源の有効活用（販売チーム

とローカル・プロパティーとエージェシー・スタッフ）と、よりビジネス・オポチュニテ

ィーの追求である。 サプライヤーと仲介業者のオンライン管理アプリケーションが、プ

ランナー／手配者、スポンサー、参加者に、現在のビジネス・モデルよりも優れた、調査、

管理、活動のリアルタイムの追跡を可能にするだろう。 
 
 
 
 
 

大きなミーティングとイベントの

オンラインへの も遅いシフトは

（幾つかは既に実行されている

が、）実際のミーティングとイベン

トの調達業務（特に、会議場の予

約、参加者のホテル客室のブロッ

ク確保）である。 これは、多数

のサービス・プロバイダー達の存

在は言うに及ばず、価格とビジネ

スの制限、交渉プロセス、契約の

複雑さと法的な問題に要求される、

多くの人的な配慮と努力が必要な

ためである。（Table 4.6 参照） 
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仮に、小規模なレジャーと非管理ビジネス ギャザリングと、大規模な都市規模のイベント

をスペクトラムの二つの両極端とするならば、論理的推理としては、その中間に位置する

ミーティングとグループは、二つが混ざり合った結果となるだろう。 勿論、アドプショ

ンは、プランナー／手配者の洗練度合い、彼等の満足レベルとテクノロジーに対する慣熟

度、特定のグループとイベントにまつわるリスクとコストの認識によって決まる事となる。 
 

より小さな、より複雑でないイベントは、通常は、少ない変数とより少ない知覚リスクに

より、オンラインへのシフトが容易である。 ホテルとレンタカーとクルーズは、プラン

ナーと手配者が、彼等のグループのニーズに従って、纏め上げる事が出来るオファリング

の静的なリストをかなり容易に組立てる事が出来る。 前もって決められたオプションの

リストから選択する事が出来る、Dell コンピューターのカスタム化を考えて見たら良い。 

これこそが、PhoCusWright が、シンプルで日常的なミーティングとルーム オンリーのグ

ループで見る事を期待している良い暗喩（metaphor）である。 
 

スコープとサイズが大きくなって来ると、プラニング ロジスティクッスの複雑さ、知覚リ

スクとコストの如くの、管理しなければならない変数（variables）は増加する。 これ等

のタイプのミーティングとイベントに必要となるカスタム化の度合いを考えると、消費者

が満足するレベルの自動化ソリューションの開発は、難しい上にしかも時間がかかる事に

なる。 従って、ここ暫くの間は、大規模なより複雑なイベントのプランナーと手配者は、

イベントが計画通りに完全に実行される為に、彼等のグループのニーズの詳細を相談出来

る人的なコンタクトを探し求めるだろう。 
 
 
 

Market Growth Trends 
 

全体市場セグメントとして見たグループとミーティングの成長は、一般的な旅行マーケッ

ト（ON + OFF）よりも早く無い。（Table 4.7 参照） 歴史的に、このセグメントの成長は

比較的フラットで、近い将来のトレンドも極僅かな成長が精々であろう。 しかし、この

セグメントの中に有って、小規模レジャー グループの収入は、総旅行セグメントの成長を

凌駕するまでとは行かなくとも、早い成長を見るだろう。（Table 4.8 参照） 大規模イベ

ント市場は、よりユックリした成長となるだろう。 
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PhoCusWright は、小規模のレジャー グループ市場が、一度このビジネスが分離した存在

として認知され、業界内で追跡されてレポートされる様になれば、大幅に拡大すると予想

している。 サプライヤーと仲介業者によって、グループのエクスペリエンスとオポチュ

ニティーがプロモートされ支援されるので、幾つかのオーガニックの成長が発生するだろ

う。 そして、口コミ、消費者のレビュー、ブログ、その他のコミュニケーション・ツー

ルによって、市場はシェアーされるだろう。 
 

近い将来の間、大規模なイベントはフラットな成長に留まるけれども、PhoCusWright は、

より小さな地域的なイベントの幾つかのシフトを期待する。 オンライン トランザクショ

ン活動の増加は、このビジネス自身の調達（つまりイベントにまつわる契約と部屋のブロ

ック）で発生する訳では無い。 そうでは無くて、オンライン登録や、企業の、コスト削

減要請、ポリシー遵守の確保、Sarbanes-Oxley 法への対応、を充足するための予約ツール

の使用増加によってもたらされる。 
 
 

Intermediaries Make Their Move 
 

オンライン旅行社は、予約物量を増加させる手段として、短期旅行市場でのノウハウを延

長し、そして、既存のテクノロジーを活用して、明らかにグループ市場に注目している。 

PhoCusWright は、オンライン旅行社が、 も複雑でないタイプのトランザクションである

複数のホテル予約から、グループ旅行の購入とショッピングの支援を開始するだろうと予
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想する。 それから、彼等は、ホテル・エアー・カーを統合した、より複雑なトランザク

ションに移って行き、彼等が既に保有している人気有るダイナミック・パッケジング ツー

ルのケーパビリティーと洗練化の、グループ市場への拡張に進むだろう。 
 

市場自身がそうである通り、彼等のアプローチにも多様化が存在する。 メジャーなオン

ライン旅行社、検索エンジン、新規参入者は、小規模レジャー市場のセグメントにフォー

カスし、一方、大規模グループ市場のテクノロジーとアプリケーション プロバイダーは、

大手サプライヤーの採用を通じて彼等のシェアーを拡大すると共に、より小さな市場セグ

メントに対しても、彼等のプロダクトの“軽い”バージョン（”lite” versions）を販売する

事を模索している。 大規模グループの為の主たるフォーカスは、１）より良い、より早

いオンライン RFP プロセッシングと、プロパティーの施設と会議スペースのよりビジュア

ル化されたツールによる調達サポート、２）グループのハウジング管理などの各種の管理

作業の自動化による効率化の促進と間接費の削減、となる。 
 

小規模なレジャー グループ市場に於ける仲介業者の市場のオポチュニティーは、広告収入

とトランザクション管理に存在する。 広告収入に支えられた検索エンジンと、小さなグ

ループをフォーカスした新規参入者が、彼等が現在保有する、機能の適用と拡張の方法を

見つけるだろう。 彼等は、ソーシャル・ネットワーキング、消費者が作り出すコンテン

トの如くのトラベル 2.0 の機能の採用を検討し、ユーザーのニーズに取り組むアプリケー

ションとブレンドし、そして、それを、グループ フレンドリーなサプライヤーと仲介業者

に接続させる事を検討するだろう。 
 

これ等の予想がどの位のスピードでどの程度実現されるかは、大部分、サプライヤーが、

どの位オンライン旅行社との付き合いを望むか、小規模グループに何れだけの割引を提供

するか、そして、このセグメントに対して何れだけインベントリーの事前ブロック配分を

実施するかによって変わって来る。 また、オンライン旅行社が、何れだけ、１）小規模

グループをマスマーケットにデリバー出来るか、２）エアー・カー・ホテルの旅行素材を

ダイナミックにパッケージ出来るかにもかかっている。 
 

オンライン パッケジングのコンポーネントは、多分、仲介業者にとって も複雑である。 

航空会社やレンタカー企業は、特に、複数の個人とグループの購入トランザクションが含

まれる場合、グループ予約を、基本的にはマニュアルで処理している。 レンタカー予約

は、保険条件、個人宛て請求に対するグループ宛請求、特別なエクイプメントのサプライ

管理によって複雑化される。 エアーは、収入（イールド）管理、グループ目的地の為の

複数ソース マーケット、個人宛請求に対するグループ請求により複雑化される。 
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オンライン旅行社は、グループ用のハウジング管理ソリューションをオファーする会社（即

ち、Passkey）と提携するか、そして／或は、このニッチに特化している Groople あるいは

Group Travel Planet の如くの会社を、潜在的な買収企業としてターゲットにするかにより、

グループとミーティングのスペースにより早く参入する事が出来るだろう。 前述した通

り、多くの戦略的提携が既に形作られている。 買収は、この様な提携を更に強化しそし

て正式化する方法となるだろう。 そしてオンライン旅行社に、早い牽引力を得る事が出

来る、そのブランド認知力と大きな顧客ベースを梃にした、追加的な機能とテクニカルな

ケーパビリティー（即ち、グループ・レートとアベイラビリティーへのリアルタイムのダ

イレクト アクセス）を与えて呉れるだろう。 この可能性は、非常に高い。 
 
 

Travel 2.0 and Groups 
 

トラベル 2.0 の進展は、小規模なレジャー グループ ビジネスにとって、自然な触媒とな

るだろう。 トラベル 2.0 の鍵となる要素は、オンラインでインタラクトするソーシャル・

ネットワークとコミュニティーである。 この活動の自然な延長は、旅行と旅程の準備を

含むグループ購入活動の計画である。 例えば、今日のインターネットの も人気 Web サ

イトの 1 つである MySpace は、そのソーシャル・ネットワーキング活動を、グループ（或

はソーシャル）旅行のショッピングと購入に広げる事が出来る。 Carnival Cruise Lines, 
MeetUp, TripHub やその他の旅行会社は、既にこれを実施している。 オンラインの専門家、

或は商業的なネットワーク、その帰結としてのソーシャル・ネットワーキングも、継続し

て進展している。 従って、グループとミーティングのスペースの扉を叩く企業は、彼等

のケーパビリティーの拡張と、トラベル 2.0 に関連するツールを採用しなければならない。 

例えば、コーラボレートのショッピング、投票（polling）、旅程シェアリングのツールと、

そして、予約のサポートとトラッキング、グループ参加者からの複数の支払手段の能力が

必要となる。 
 
 

Corporate and Association Segments 
 

法人、そして／或は、アソシエーション ミーティング市場に於ける専門的プランナーの為

に、オンライン市場を潜在的に拡張ないし抑制する多くのクリティカルな要素が存在する。 
 

専門的ミーティング プランナーは、より洗練されたツール、より発展したケーパビリティ

ー、改善した効率を探している。 しかし、サプライヤーのテクノロジーの制限と、特に

インベントリー管理、プライシング、ビジネスの選抜、契約交渉の領域に於いてコントロ
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ールをより維持したいと言う彼等の要求の為に、その願いは叶えられていない。 より詳

述すれば、専門的ミーティング プランナーは、相応しい施設と比較ショップを見つける為

の調査と洗練された検索ケーパビリティー；彼等のミーティングとイベントのニーズ、必

要となるスペース、サイト セレクション（早期回答するオンライン RFP）をソースする

能力；フォト・ギャラリーや部屋の作図アプリケーションの如くのスペースの可視化ツー

ル；オンライン バンケット イベント オーダー；そして、ハウジングと参加者登録の如く

のグループ管理ツール、を要求している。 サプライヤーは、関係を保つ為に、彼等の機

能のケーパビリティーとテクノロジー ポートフォリオに於ける多くのギャップを埋める

ために、真摯に取り組む必要が有る。 
 

法人のグループとミーティング ビジネスの組織的監視は、組織に亘って分散化されている。 

しかし、それは変わるだろう。 何故ならば、企業は、コスト削減と、財務的な責任を強

化する為に、ミーティング プラニング、調達と管理活動をアウトソースし、そして、ミー

ティングと旅行支出のより良い管理、追跡、コントロールの為のテクノロジー ソリューシ

ョンを模索し展開するからだ。 ミーティングとグループのビジネスが、企業の調達部の

監視下に置かれたので、トランザクションンの迅速化と透明化の優先により、パーソナラ

イズドな関係の重要性が減少するだろう。 
 

小規模（50 以下）の法人ミーティングとグループのセグメントのプランナーと旅行者が関

連するテクノロジーの洗練化、彼等の時間の欠乏、このセグメントの旅行支出の管理とコ

ントロールの為のテクノロジーに対する希求を勘案すると、このセグメント が、オンラ

イン化をリードする様だ。 アドホックな支出は、企業にとって、予算のワイルド・カー

ドとなる。 企業は、この支出を計画されたグループ／ミーティング支出の中に取り込む

ので、アドホック支出が、今後数年間に於ける企業のオンライン成長を促進させるもう 1
つの波となり得る。 
 

分散化されたニッチのテクノロジー ツールが業界をサポートしている事と、このレポート

が記述している多くのその他の障害を勘案すると、法人とアソシエーションのミーティン

グとイベントのオンラインへのシフトは、劇的ではないが増加して行くだろう。 アソシ

エーションのオンライン テクノロジーの採用は、より慎重な意思決定、テクノロジーの洗

練化の遅延、そのメンバーシップに対する一時の大き過ぎる変更への抵抗の為に、よりゆ

っくりとしたモノとなるだろう。 これは、出席者（イベント参加者を増加させる能力）

とエキジビター（revenue potential）の出資者に対する、オンライン・ツールのベネフィッ

トと ROI のデモンストレーション、或は、実証によって克服する事が出来る。 
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Industry Player Landscape 
 

サプライヤー・オンライン旅行社・ミーティング管理専門企業・テクノロジー企業の間で、

業界のランドスケープのダイナミックスと力の均衡のシフトが見られるだろう。 も重

要な展開は、以下の 5 つの領域となるだろう。 
 

１．ホテルは、競争力を維持する為に、必ずしも新たなビジネスを持ち込むのではなくて、

顧客に新しいツールを提供する事によって、オフラインのプロセスをオンラインに移

動させるだろう。 
２．ミーティング管理専門企業は、自動化を通じて、幾つかのプロセス（即ち、RFP 提出、

サイト選定）のより効率化の手助けをするだろう。 しかし、これは、必ずしも新た

なビジネスにインパクトを与えない。 企業は、ミーティングとグループのアコモデ

ーションの調達をアウトソースするので、これ等の企業は、よりパワフルで、より影

響力を持つ様になる。 

３．企業がグループとミーティングをアウトソースするので、StarCite や Passkey の如くの

法人旅行プロバイダーは、市場シェアーを獲得するだろう。 
４．グループ旅行サイトは、さも無ければ分散化してしまうビジネスを集積するだろう。

（ここでも、必ずしも新たなビジネスでは無くて、短期旅行からグループとして新た

にカテゴライズされたビジネスを指す。） 
５．オンライン旅行社は、ビッグ プレイヤーとなる潜在性を持っている。 そして、これ

を顕在化するならば、彼等は、ホテルとグループ旅行サイトからシェアーをシフト出

来る。 
 

PhoCusWright は、カテゴリーの中の新たなアライアンス、或は、提携の形成や、カテゴリ

ーに跨がったプレイヤーのコンビネーションと同様に、カテゴリー（即ち、オンライン旅

行社、グループ予約エンジン）の中にコンソリデーションが有ると予想する。 この様な

動きの 2 つの可能性として、以下が考えられる。 
 

・Emergence of Technology Integrators テクノロジー統合者の出現 
Newmarket International（MeetingBroker）、Hotel Bookings Solution、Sabre の一部門 SynXis
の如くの企業は、摩擦の無い取引（commerce）の提供と複数の流通チャネル管理を促進す

る為に、ホテル インベントリーを、今日多く使用されている流通チャネルと、単純化して

シームレスにリンクさせる事を試みつつある。 これ等の企業は、グループとミーティン

グのルーム インベントリーをオンラインに動かす為に必要となるテクノロジーを保有し

た、コネクティビティー ソリューション プロバイダーとして浮上するだろう。 Hotel 
Booking SolutionとPasskeyは 11月に提携すると発表し、2006年3月には SynXisとGroople
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が提携を発表している。 これ等の出来事は、正にこのゴールを達成する為の努力が、既

に開始されている事を物語っている。 
 

・Search Portal Get Involved 検索ポータルの参入 
Yahoo!は、パワフルな検索能力と人気の高いオンライン・コミュニティーでもって、大き

な評判を勝ち取り、そして旅行に対する大きなプレゼンスの発揮に積極的になっている。 

プロダクトとサービスのポートフォリを活かす為に、Yahoo!は、これ等のエリアのそのケ

ーパビリティーの適切な結合に取り組んでいる。 Yahoo!は、真の旅行ポータルとなり、

旅行市場を支配するプレイヤーとなる事を目論んでいる。 トラベル 2.0 の開発に対する

強いフォローと鋭いインテレストを伴って、Yahoo!は、ソーシャル・グループ サイトの買

収や提携を通じて、Yahoo! Travel オファリングを補完する事が出来るだろう。 Google, 
MSN, SideStep, Kayak やその他の検索／メタサーチ サイトは、将来、同様なケーパビリテ

ィーを持つ事になるかも知れない。 
 
 

Disruptive Forces 阻害要因 

 

如何なる戦略的計画の努力に於いても、市場の阻害要因の問題は重要な検討課題となる。 

これは、明らかにグループとミーティングの業界にも当てはまる。 エビデンスは豊富に

存在する。 このレポートが報告している通り、企業は、より大きな市場シェアー獲得の

方法を見つけ出そうとしている。 混乱（disruption）の大きな領域は、非管理のソーシャ

ルとレジャー グループの中に存在するようだ。 中核となるグループとミーティングのビ

ジネスは、良く考え抜かれた漸増主義に基づいた、短期旅行のビジネスで観察されている

よりは、ズーッと緩慢なペースで展開されるだろう。 その理由は、次の通りである。 
 

・グループとミーティングの業界は、どの様にビジネスをするのかについて熟知しており、

変化に対しては極僅かなモチベーションしか持っていない。 その為に、発展とテクノ

ロジーの進歩は、エボリューショナル（進歩的）であって、革新的ではない。  
誰も、異質なテクノロジー環境と、全てのライフ・サイクルのステージに於ける高度の

人的な関わり（つまり、マニュアル処理）によって、この目に見えない障害を打ち破れ

ていない。 
 

・ 特に大規模なミーティングとグループのビジネスは、多くのニュアンスを伴って、極め

て複雑である。 これには、この市場をサポートするテクノロジーの欠落が影響を及ぼ

している。 この業界のテクノロジーのケーパビリティーを進化させる為に要求されて
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いる、標準化の開発が遅れている。 仮に適当なテクノロジーが利用可能であったとし

ても、この業界の分散化されたオーナーシップ構造と、グループとミーティング ビジ

ネスの非中心的なコントロールの為に、その導入と採用には長い時間がかかるだろう。 
 

・ グループとミーティング業界の自動化は、ホテル サプライヤーがバリュー・チェーン

の主たるボトルネックとなっている様に、多くの要素と業界のプレイヤーのコーディネ

ーションを必要とする。 事実、ホテル サプライヤーは、究極的な切り札（ミーティ

ングとグループ インベントリー）を持っている。 従って、彼等抜きでは、如何なる

急進的な進展は起こりそうにもないだろう。 そして、それは長い間秘密とされる様な

事は無いだろう。 
 
 
 

Conclusion 
 

新しいグループとミーティングの市場環境で成功するであろう市場プレイヤーは、既にオ

フラインで実施しているモノをオンライン化して、競争他社・オンライン旅行社・新規参

入業者達からシェーの一部を奪い取る者達となる。 少しばかりの新たな機会が存在する

だろうが、市場シェアー拡大を狙う企業達は、既存のプレイヤーからシェアーを奪わなけ

ればならないだろう。 この様に、競争機会は、殆どがシェアーの移動であり、需要の成

長では無い。 
 

グループとミーティング領域への新規参入者に注目する必要が有る。 彼等は、革新的な

考察力と、この業界のテクノロジー開発を蝕んで来た、幾つかの技術的な問題を解決する

進歩したテクノロジーを備えている。 新しい考えの導入は、既往の考えと方法に凝り固

まったこの業界に、新風を吹かす事が出来るだろう。 彼等の成長は、彼等の成功次第に

よる。 しかし、彼等が大きくなると、その他が彼等のケーパビリティーを模倣するか、

或は、直接買収してしまうだろう。 何れの場合でも、より多くのプレイヤー間でコンソ

リデーションが発生し、グループとミーティングの領域の競争は、激化すると予想される。 
 

この業界の殆どのケースでは、実現されるかなり前に、ある種のシグナルと戦略的行動が

観察され認識される傾向がある。 この“かなり前”に注目する必要が有る。 企業は、

この期間を利用して、対抗的な戦略を立案する事が出来るのだ。 
 

グループとミーティングの分野にインテレストを保有している全ての企業が前進する為に

は、以下の大きなチャレンジと機会が存在する。 
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１． 小規模グループ セグメントの認知と追跡。 
２． 小規模グループ セグメントのシェアーの確保。 
３． 誰（オンライン旅行社、グループ予約エンジン、グループ ハウジング プロバイダー）

と、どの様に提携を形成するかの決定。 
４． 大シェアー・シフト、コスト削減、市場シェアー保護の潜在力、をもたらすオンラ

イン関連支出領域の決定と、それに従った投資。 
５． 小規模グループ セグメントをサポートする為に必要となるシステムとビジネス プ

ロセスの変更にかかる費用の算定。 
６． インフラストラクチャーとテクノロジーのケーパビリティーの開発もしくは買収と、

企業に亘った、その統一的な導入。 
 

究極的には、 大のチャレンジは、消費者（彼等が、ミーティング プランナーの専門家、

旅行手配者、法人旅行の添乗者、レジャー・グループ旅行者、何であれ）に、「オンライン・

ツールは使用する価値が有る」と言う確信を植え付け、彼等の心を掴む事となるだろう。 

ひとたびベネフィットが確立されれば、シェアー・シフトは加速化されるだろう。 そし

て、この行動シフトを予感出来る企業は、大規模で複雑な市場をも満足させる準備が出来

た企業となる。 ■ 『「連載」グループとミーティングのビジネス・チャンス』終り 
 

 
 

なお、この PCW レポートには、 
Appendix : Selected Vendors and Intermediaries Serving the Groups and Meetings Market が付い

ているが付いているが、ここでは割愛した。 
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5.  Future Traveller Tribes 2020 

 「連載」2020 年の旅行種族（２） 

 

（5.）  Travel Technology Evolution 

 

Introduction 
 

Humanization of technology テクノロジーの人間化 
将来がどの様になるかに関する IT テクノロジーからの洞察は、しばしば科学的なフィクシ

ョンのビジョンが必要となる。 それは、シームレスに効率的であるが、時には冷たいモ

ノとなる。 旅行者が、よりコントロールと、快適さ、セキュリティー、パーソナライゼ

ーションを求める時代にあっては、テクノロジーには、何か他のモノ ＜人を引きつける、

顧客とヒューマン セントリックなインターフェイス＞ を、デリバーする真の機会が存在

する。 テクノロジーは、人々の個人的ニーズを明らかにして、それに直感的に対応する

ことが可能になりつつある。 そして、このテクノロジーの人間化（humanization of 
technology）は、将来に於ける一際優れた顧客エクスペリエンスを届ける旅行プロバイダー

の能力を支えるだろう。 
 

それは、旅行を、よりシンプルなハッスル・フリーのエクスペリエンスに変えつつある。 

今日の旅行業界は、経験を積んだ旅行者を中心にして作り上げられ組織化されている。 旅

行は成長すると予想されているので、そして、旅行とツーリズムのグローバル化が継続す

るので、旅行のエクスペリエンスは、よりシンプルな、よりフレンドリーなプロセスを中

心に作られるだろう。 
 

例えば、便に乗り遅れたビジネス旅行者は、次の利用可能な便への予約の変更を求めるだ

ろう。 付き添いの居ない子供の旅行では、その両親は子供の無事を確かめたいだろう。 

海外の空港に不慣れな旅客には、案内が必要となる。 この様なベネフィットのデリバー

と、テクノロジーの人間化を可能にする能力は、既に存在している。 
 

Key areas of technology development 
人間中心へのフォーカスを考慮に入れると、我々は、テクノロジー開発にフォーカスする
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為の、4 つ主要な領域の出現を期待する。 
 

 ディジタル個人認証（個人情報の詳細がディジタルとなっている為に、即アクセスが

可能）が、より多くのパーソナライズドされたサービスを可能にする。 
 各種のソースからの情報をまとめ上げる事が出来る、総合情報システム。 
 ニーズとロケーションに基づいた、個人に対するリアルタイムの情報デリバリー。 
 ソーシャル・コンピューティングを通じた、顧客インタラクションの増加。 そして、

ビジュアル情報テクノロジーのより安く、より洗練化されたレベルの向上が期待され

る。 
 

これ等のテクノロジー開発をサポートするのは、携帯通信機器を更に洗練化させる事が出

来る、プロセッシング パワーの継続した進展である。 
 

オープンシステムのアーキテクチャーと Web ベース アプリケーションの開発は、旅行プ

ロバイダーが、全てのシステムの中心に顧客を置く事を可能にする。 
 

勿論、これ等のテクノロジーの多くは、既に存在するか開発中である。 しかしながら、

将来は、このテクノロジーの採用は、地域やキャリア セグメントによって異なるだろうが、

これ等のテクノロジーは、主流となりユビキタスとなると期待されている。 
 

Transforming the customer experience form booking to baggage collection. 
予約から手荷物受け取りまでの顧客エクスペリエンスの変形 
これ等の各 4 つエリアのテクノロジーの開発は、顧客の 4 つの主要な段階（予約・チェッ

クイン・機内・手荷物受け取り）全てに大きな影響を及ぼすだろう。 これ等のイノベー

ションに対するする考えは、この項で詳述する。 特定の種族に関する特に関連するイノ

ベーションについては、このレポートの種族（Tribe）のセクションで説明する。 
 

What is needed to make the vision happen. 
ビジョンを実現させる為に必要なモノ 
人間化レボリューションの中心は、旅程の全ての段階で旅行プロセスをコントロールする

システムと柔軟なインターフェイスが出来る事になる、各旅行者の洗練されたディジタル

認証（digital）となる。 しかしながら、これは、航空会社と空港を含む旅行プロバイダー

によって運営される IT システムの多くが、共通言語で話し合う事が出来る段階に統合され

て初めて可能となるだろう。 
 

旅行業界に於ける商業的プレッシャーがただでさえ強くなって来るので、決定的に
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（Critically）、これ等の将来のテクノロジーは、その導入と採用のコスト効率が良いインフ

ラも提供しなければならない。 
 

このテクノロジーの人間化は、旅行業界に、彼等が将来の為に準備している顧客リレーシ

ョンシップを強化する大きな機会を提供する。 旅行中の顧客のニーズにサービスする為

に開発された統合されたインテリジェント システムの展開によって、旅行プロバイダーは、

顧客のエクスペリエンスを改善するサービスを開発する事が出来るだろう。 
 
 
 

Trusted Digital Personal Identities 

信頼置けるディジタル個人認証 

 

In the next few years 次の数年間 
 

Tailored services and loyalty programmes. 
仕立てたサービスとロイヤルティー・プログラム 
旅客情報の詳細を格納する能力は、旅行プロバイダーが、旅程の全段階で個人に提供する

サービスを、仕立て上げる事を可能にする。 顧客のチェックイン時、或は、旅行計画の

変更時に、インテリジェントなデータベース分析が、素早く、各旅客の現在と将来の潜在

的バリューのインスタントで正確な理解を可能にする。 旅行プロバイダーは、それから、

彼等のサービスを仕立て上げ、それに従って、顧客リレーションシップを組立てる事が出

来る。 
 

Personalized destination information. パーソナライズドされた目的地情報 
情報システムがより洗練化され、個人中心をベースとする様になるので、旅行プロバイダ

ーは、旅行者の個人的な 健康情報・観光のお楽しみの詳細・その他の情報を提供する事が

可能になるだろう。 
 

Portable access to digital identities. ディジタル認証への携帯アクセス 
生体情報の詳細、旅程、VISA ステータス、PNR などの情報をチップに格納した、クレジ

ットカード サイズの ID、SIM カード、或は、携帯機器自身による、個人情報へのアクセ

スが、容易な個人認証を可能にする。 これは、旅客を自分がコントロールしている気に

させ、旅行会社の、顧客の旅程のパーソナライズと合理化を実現させる。 信頼された旅

行パートナーの Web サイト間の、安全が確保されたデータ交換を通じたオンライン予約の
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プロセッシングが可能となるだろう。 そして、セキュリティー クリアランスと事前購入

サービスへのアクセスがより早くより便利になるだろう。 
 
 

In the long term 長期では 
 

Ultimate biometric identification. 究極的な生体認証 
バイオメトリックスの開発が、目立たないセキュリティーのプラクティスによって、“我々

の夢の旅行”を作り出すだろう。 カメラのテクノロジーを使用して、空港は、大衆をス

キャンして、全ての旅行者を認知し、消耗的なチェックイン プロシージャーを無くす事が

出来るだろう。 
 

Digital memories management. ディジタル メモリー管理 
巨大なストーレッジと、索引テクノロジー（indexing technology）が、旅行者の過去の旅行

の懐古と、その経験の再現を可能にするだろう。 
 

Integrated hand-held devices. 携帯機器への統合 
チップ＆ゴー（chip-and-go）旅券と複数 PNR 装置の組み合わせが、異なったポイントやタ

ーミナルに於ける“マスター セキュリティー・カード”の使用により、旅客を旅行の色々

な場所へ移動する事を可能にするばかりか、同じカードを使用して、レンタカーの鍵や事

前予約したホテルのルーム・キーにも使える様になるだろう。 
 
 
 

Integrated Information Systems 総合情報システム 

 

In the next few years 次の数年間 
 

Generalised online & offline merchandising. 一般的オンラインとオフラインの商品計画 
より多くのチョイスとパーソナライゼーションを提供する新しいテクノロジーによって活

性化されて、旅行販売は、ハイストリートの小売店販売アプローチを採用し、旅行サービ

スの伝統的パッケージを分離する。 これは、旅行者のプロファイルに従って開発された、

プロアクティブなアップセル、カレンダー ディスプレー、e-バウチャー、e-サービスを反

映するだろう。 
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“Natural shopping” for travel. 旅行の“自然なショッピング” 
旅行の売買は、日用品化するだろう。 統合化されたテクノロジーは、通常店に於ける潜

在的旅客への販売を可能にするだろう。 携帯支払システムの進展は、より容易な、より

旅行の自発的なショッピング（spontaneous shopping for travel）を促進するだろう。 ハイ

ストリートの小売店は、今日では人々がバウチャーで購入する事が出来る、旅行“パッケ

ージ”のオファーを開始するかも知れない。 
 
 

Digital Concierge. ディジタル コンセルジェ 
進歩した情報システムの統合を通じて、旅行者は、彼等の如何なる旅行の部分についても

旅行に関する質問が出来る、単一ポイントのコンタクト — 電話か Web の何れかを通じて 
— を提供されるだろう。 
 
 

Integrated consumer-facing sales systems. 統合された消費者対面販売 
統合された販売システムは、旅行と、バスや列車や地下鉄の切符の如くのローカルの輸送

コネクション含む周辺サービスに関して、旅行の会社の顧客に対するクロスセル能力を拡

張するだろう。 そして、それは、旅行ハブに於ける、或は、ローカルの文化的イベント

の販売プロモーションを含む事も出来るだろう。 顧客の過去の記録、ニーズ、ロケーシ

ョン、好みに関する知識を組み合わせれば、旅行者に対する強力なパーソナライズドした

オファーの提供が可能になるだろう。 そして、旅行者は、旅程の如何なるポイントでも、

計画にアクセスし、そしてそれを変更する事が出来る。 
 

それは、また、m-コマースを増加させるだろう。 それには、財やサービスの購入の為の

データ・サービス テクノロジーが（携帯電話経由で）利用される。 
 
 

Automated expenses payments. 自動エクスペンス支払 
バック・オフィスのシステムと、支払システムとの完全な統合が益々行われている。 こ

の事は、全てのビジネス支出は記録されて、リアルタイムで自動的に、立て替えが返済さ

れる事を意味している。 
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In the long term 長期では 
 

Integrated airport and airline systems. 空港と航空会社のシステム統合 
複数システムの“共通言語による会話”が、空港と航空会社のオペレーションを接続させ、

空港に於ける、スムースなチェックインやセキュリティー・チェックによる遅延を消滅さ

せ、旅客のスピーディーな移動を可能にするかも知れない。 
 
 
 

Access to Real Time, Geo-relevant Information 

地理的情報へのリアルタイム アクセス 

 

In the next few years 次の数年間 
 

Mobile data service technology. モバイルのデータ サービス テクノロジー 
携帯電話のリアルタイム旅行管理の利用は、ボーディング スロットや遅延等の旅行に関連

する情報の、旅行者のプロアクティブな入手を意味する。 空港で待つ家族或は人々も、

遅延情報の案内を受ける事が出来るだろう。 3G の到来によって、そして Flash アプリケ

ーションの普及によって、顧客は、現在パーソナル・コンピューターで実施しているのと

同じ方法で、モアバイル機器による情報へのアクセスが可能となるだろう。 
 

Flexible journey management. 柔軟な旅程管理 
テクノロジーが可能にする旅行のスケジュール混乱管理は、旅程のシームレスな変更を可

能にする。 Digital alter egos、即ち旅行者の online double は、リアルタイムの遠隔操作に

よる旅行計画管理を可能にする。 
 

例えば、便の遅延に遭遇した旅客は、代替接続便の候補をリアルタイムで受け取ることが

できるので、飛行中にも拘らず、オンワードの便の再予約が可能になる。 
 

或は、例えば、顧客の会議が長引けば、彼等は、遠隔操作によって、1 便遅らせたスケジ

ュール変更を実施する事が出来る。 
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In the long term 長期では 
 

Geo-location technology. 地理的位置検索テクノロジー 
GPS や RFID や検出テクノロジーが、顧客の居場所を明らかにし、彼等に、その場所特有

の情報を伝達する事を可能にするだろう。 これは、特に顧客の旅程と関連する情報、例

えば、旅行ハブの特定のポイントに人々を案内する geo-localizing maps や、或は、彼等の

旅行途次の直ぐ近くのショッピング・モールの案内などを含むだろう。 
 

Tracking technologies for people and baggage. 旅客と手荷物の追跡テクノロジー 
モバイル装置、或は、PNR に埋め込まれた GPS や RFID テクノロジーは、旅行者と手荷物

の、旅行中の追跡を可能にする。 
旅行のプロバイダーは、VIP の到着を予期する事が出来、或は、特別のアシスタントを必

要とする、か弱い旅馴れない旅客のプログレスをモニターする事が可能になるだろう。 
RFID センサーによる空港のフローを監視する事が出来る様になるので、人々を二次的ル

ートに誘導して、混雑している列の解消をはかるなど、トラベル・ハブに於ける旅客ボリ

ュームの適切な管理が可能になる。 
RFID でタッグされた手荷物は、便出発の前に旅客の住所で集荷され、そして、彼等が到

着するホテル／自宅に届けられるだろう。（進歩した検出テクノロジーが手荷物の中の危険

物を割り出し、セキュリティーの問題に対応する。） 
 
 

 

New Communication Technology 
 

In the next few years 次の数年間 
 

Virtual reality and gaming technology. 
バーチャル リアリティーとゲーミング テクノロジー 
ゲーミング／バーチャル リアリティー テクノロジーによるシミュレーションが、旅客の

旅行プロセス、フライト エスペリエンス、或は、目的地の文化的側面の疑似体験を可能に

するだろう。 
よりビジュアルな文化は、購入前の旅行目的地を見る事と体験する事を可能にする。 

YouTube＊の如くのオンライン コミュニティー サイトの継続した人気上昇が、ビジュア

ル・コンテントへの期待を更に増加させるだろう。 
＊YouTube は、ユーザーにアップロードさせて、ビデオ・クリップ見る事をシェアーする

人気無料サイト。 
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24/7 technology connections. 
機内、或は、空港に於ける、モバイル装置、そして／或は、Wi-fi によるインターネットへ

のアクセスは、ビジネス旅客に、彼等が恰もオフィスに居るが如く、継続したビジネス環

境を提供するだろう。 
 

Near Field Communication. 
短距離のコミュニケーション（short range communication）は、支払の早い、安全な本人確

認を可能にするだろう。 
 
 

In the long term 長期では 
 

Interactive audiovisual technologies. 
高画像 3-D 眼鏡、或は、大型 TV スクリーンや、個人認証と情報のパーソナライゼーショ

ンの為の場所とリンクしたタッチ・スクリーン テクノロジーが、より普及するだろう。 
 

Advanced self-service kiosks. 
新世代 Kiosks が、ディジタル認証とリンクし、チェックイン、旅程変更、空港ナビゲーシ

ョン・プロンプトを可能にするだろう。（geo-localisation technology を通じて。） 
認識コンピューティング（cognitive computing）が、顧客の感情を理解し、そして、関連す

るレスポンスをデリバーするだろう。 
 

Language technologies. 
旅客は、タッチ・スクリーンのスピーチ リクエストのオプションンを選ぶ事が出来る様に

なるだろう。 音声認識テクノロジーの一層の利用と確かな翻訳によって、旅客は、Kiosks
に相談し質問する事が出来る様になるだろう。 アト 15 年〜30 年で、より人間化したセ

ルフ・サービス Kiosks が、この傾向を更に押し進めるだろう。 
 

Wearable technologies. 
チップの体内への埋め込みと衣服への RFID の装着は、特に危険地域、或は、テリトリー

に於いて、セキュリティーのターゲットの割り出しを支援するだろう。 また、アシスタ

ンスを必要とする旅客の様な、個人の旅行の追跡を可能にするだろう。 旅行のプロバイ

ダーは、空港アプローチ時から、顧客の場所とムーブメントを追跡し、彼を、空港内をナ

ビゲートさせ（必要なガイダンスを与え）航空機搭乗迄案内する事が可能となるだろう。 
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Additional Technology Innovations 
 

In the next few years 次の数年間 
 

Social Computing 
仲間内のオンライン コミュニケーションとアフィリエート・マーケティングの増加が、旅

行の購入を異なった方向へ導くだろう。 これは、フライトの需要の集積（accumulating 
demand for flights）から、同じ興味と文化を分かち合うグループ旅行の為の割引の確保まで

を包含するに違いない。 環境問題や炭酸ガス排出規制に関する集団としての認識も高ま

るだろう。 

同じ興味を有している旅行者は、目的地の彼等の第一印象と、“旅行者”コミュニティーの

仲間を識別する為のオンライン・ツールの潜在的使用で、コーラボレートする事が出来る

だろう。 
 

Carbon emissions monitoring technologies. 
旅行者と旅行サービス・プロバイダーが排ガスを取引出来る、取引ポリシーが開発される

だろう。 例えば、旅行プロバイダーは、彼等が出す CO2 をオフセットする為に、エネル

ギー プロバイダーにその分を支払う事が出来るし、或は、各旅行者は、自分達が何れだけ

CO2 を使用したのかの口座を持つ事が出来る。 その上、航空会社のコンソリデーション

が、空の飽和状態のリスクを減少させるだろう。 
 
 

In the long term 長期では 
 

Sensing Technology. 検出テクノロジー 
セキュリティー チェックに於いて、手荷物に仕舞われた危険物を発見する為の、爆発物の

分子を嗅ぎ分ける機器が使用されている。 しかしながら、人々の科学的理解と彼等の回

り世界が進歩するので、検出テクノロジーが、バイオロジカル・スレットの出現から病原

体を保有する人々のプレゼンス、或は、ストレス レベルの上昇さえにまでの如くの、様々

なセキュリティー問題を特定するために使用されるだろう。 そして、旅行者に事前の注

意の喚起と、より安全に対する安心感を与えるだろう。 

■ ＜次週に続く＞ 
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6.  其の他のニュース 

 
 

 旅行流通 TD  
 
（１） オービッツ、モバイル サービスを法人サイトに拡大 
Travelportは、OrbitzTLC Mobile Accessサービスを、Orbits for Businessの顧客に拡大した。 こ

れにより、Orbitz for Businessの顧客は、20 市場に於ける、彼等の旅程、ゲート変更や遅延

のアラート、ホテルのレート・チェックイン案内を、http://mobile.orbitz.comでWebが可能な

携帯電話から無料で受け取る事が可能となった。 Orbitz.comの顧客は、既に 8 月から、こ

のサービスを受けている。 Travelportは、このサービスをTravelport for Businessにも提供す

る計画であるが、スケジュールは決まっていない。 OrbitzTLC Mobile Accessは、メイン

メニューからワンクリックで、顧客予約エージェントのアシスタントを受ける事が出来る。

(DTW, 3/5/2007) 

 

（２）アメリカン エクスプレス、ティユーイとライセンス契約締結 
American Express Business Travel が、Tui（独）とライセンス契約を締結した。 この契約に

より、Tui のドイツに在る 80 軒の店は、American Express の協力の下で、First Business Travel
としてリブランドされ、レジャーに加えて主に中小企業のビジネス獲得を狙う。 First 
Business Travel Office は、American Express の、ベンチマーキング、コンサルティング、グ

ローバル/ホテル/レンターカー・プログラムのツールを使用する。 American Express は、

米・仏・英・北欧でマーケット・リーダーとなっているが、芳しい成績を上げていない都

市分散型のドイツで、Tui との提携によりこの市場の巻き返しをはかる。 

Tui は、ドイツで 600 店を所有しているが、この内、法人とレジャーの両方の顧客を取扱

っている店は、この 80 軒に限定される。 Tui は、1 年以上前に、法人旅行部門の大部分

を BCD に売却した。 Tui の 2006 年の法人旅行収入は、約 $595m（710 億円）であった。 

独旅行協会によれば、ドイツでは、1 億 5,000 万回のビジネス旅行の内、中小企業の旅行が 
84%（2005 年）を占めている。(DTW, 3/5/2007) 
 

（３）セーバー、ファイナンス獲得の為に更にコスト削減 
Sabre が、ペンディング中の Texas Pacific Group と Silver Lake Partners の買収に関連するフ

ァイナンスの獲得に動き出している。 ファイナンスを円滑化する為に、過去 3 年間で達

成した▲$350m（420 億円）に加え、2009 年の第 2 四半期までに、少なくとも年間▲$120m
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（144 億円）の追加コスト削減に取り組む。 この $5.4bn（6,480 億円、$700m の負債を含

む）の Sabre 買収で、TPG と Silver Lake Partners が $1.4bn（1,680 億円）を投資し、Sabre
が新たなクレディット・ファシリティー約 $3.6bn（4,320 億円）を工面し、残りは手元現

金により賄われる。 このファイナンスのストラクチャーは、Sabre の EBITDA 負債比率

を、現在のレベルの×5.9 倍に高めるので、レーティングは大幅に低下するだろう、と

Moody’s は語っている。(DTW, 3/5/2007) 
 

（４）カールソン、2006 年度収入 +7.8%増加 
Carlson Cos.は、2006 年の収入が、前年比 +7.8%増加して、$37.1bn（4 兆 4,500 億円）に達

したと発表した。 増加分の$2.7bn には、昨年 8 月の、Carlson Wagonlit Travel の Navigant 
International と、Carlson Marketing の米国に於ける TQ3 Navigant Performance Group の買収が

含まれている。 しかしながら、Carlson の売上は、2005 年の増率の方が、2006 年より勝

っている。 2005 年では、前年を +12.1%増加して $34.4bn の売上を達成している。 CWT
は、北米では第 2 位、北米を除くと、世界一の旅行社。 同社は、プライベート企業なの

で、利益については公表していない。(DTW, 3/5/2007) 
 

（５）英国航空は、4 大 GDS 全てとは契約しないかも知れない 
BA が、必ずしも 4 大 GDS 全てと契約更改する訳では無いと語っている。 2 つの GDS
とは更改間近で、1 つとは更改の可能性が有り、残る 1 つとは更改出来ないかも知れない

と言っている。（BA の 4 大 GDS との契約は 2 月 28 日に失効している。） 仮に 1 社かそ

れ以上の GDS と契約更改出来ない場合は、BA は、同社の法人と旅行社のユーザーへのコ

ンテントを制限し、GDS の流通コストを運賃に上乗せするか、旅行社からサーチャージを

徴収する事になるだろう、と言っている。 これらの措置は、何も英国に限った事では無

く、全世界で適用される事になる。 BA は、大幅な GDS 流通コストの削減を目論んでい

る。(DTW, 3/6/2007) 
 

（６）HRG 北米が、+1/3 増員 
HRG North America が、2007 年末迄に、現在の社員数 1,600 人に +600 人増員する。 この

増員は、旅行相談員と顧客ケアー係。 また、向こう 2 年間で、在宅社員を倍以上増員し

て、全社員数の 20%に拡大する。 これは、時差が有る世界の顧客に対する柔軟な勤務体

制の確立とスケジュール混乱時の対応強化の為。(DTW, 3/7/2007) 
 

（７）トラベロシティーが、サイト 59 ブランドを廃止 
Travelocity が、B2C サイトの Site59 ブランドを廃止し、Lastminute.com サイトに集中する。 

この措置は、コスト削減が目的ではなく、Travelocity のサブ ブランドとしては、単に

lastminute.com のブランド力の方が、Site59 に比べてより強い為。 Site59 の B2B サイト
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（Sabre と Worldspan ユーザー用の Agent59 を含む）と、Site59 が動かすパッケージの間際

販売ホワイト・レーベル ディール（AA 航空や、AARP が利用）は、今迄通り継続される。

(DTW, 3/7/2007) 
 

（８）ティユーイ（独）、ワールドスパンとホテル予約で提携 
Tui Group と Worldspan が、ホテルの流通で提携した。 この提携により、Tui の 26,000 ホ

テルが Worldspan 経由で、Worldspan の 70,000 ホテルが Tui で、相互に販売される事となっ

た。 これに加えて、Worldspan 旅行社は、コンテント、レート、インベントリーの Worldspan
データベースに対するアップロードの為に、Tui の Hotel Manager（Web ベース・プロダク

ト）を使用する事が可能となった。(DTW, 3/8/2007) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）ネットジェットが、創業以来 初の利益計上 
ビジネス・ジェット オペレーター世界大手 NetJets（Berkshire Hathaway がオーナー）が、

1996 年創業以来、初の税前利益 $143m（170 億円）を計上した。 プライベート・ジェッ

ト分割所有の草分け的存在である同社は、欧州で、2006 年中頃迄の 10 年間で、▲$212m
（250 億円）の累損（税前）を計上している。 欧州に於けるプライベート・ジェット人

気の高まり（特に LON テロ計画発覚後）が、NetJets の収支改善に貢献している。 同社

は、Gulfstream, Cessna, Hawker, Dassault に、合計 483 機に上る発注コミットメントを行っ

ている。(FT.com, 3/3/2007) 

 
（２）ノースウエスト、破産法保護延長を申請 
NW が、Chapter-11 による排他的立案権の期限を、3 月 16 日から、6 月 29 日に延期する申

請を、破産裁判所に提出した。 NW は、1 月 12 日に、既に再建計画を破裁に提出してい

るが、3 月 16 日以降は、債権者やその他の利害関係者が、異なる再建計画の立案が可能に

なる。 NW は、6 月 30 日の、Chapter-11 離脱を予定している。 NW の Chapter-11 申請

は、2005 年 9 月 14 日。(wsj.com, 3/3/2007) 

 
（３）英国航空、リジョナル航空の売却で 150m ポンドを支払う 
BA は、3 月 5 日、子会社の英国リジョナル航空会社 BA Connect の Flybe への売却が完了

したと発表した。 この売却で、BA は、150m ポンド（353 億円）を Flybe に支払う。 内

訳は、62m ポンドが現金、34m ポンドが航空機除却（50 席の小型ジェット機をより大型機

へ更新）、33m ポンドが年金繰入、20m ポンドがファイナンス保証金。 この BA との取り
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極めにより、Flybe は、欧州随一のリジョナル航空会社（年商 500m ポンド≒1,170 億円、

旅客数 1 千万人）に浮上する。(FT.com, 3/4/2007) 
 

（４）英国航空、更に人員カット 
BA は、過去 12 ヶ月で、▲3,100 人の人員削減を実施して来た。 そして、向こう２年間

で、更に▲3,000 人の削減を予定する。 2008 年 3 月の LHR 空港新ターミナル 5 への移転

で▲1,000 人の合理化（初めて単一ターミナル運営が可能となる）を実施する。 
（BA は、ターミナル 5 の移転で、330m ポンド≒775 億円を投資する。 そして、ラウン

ジに 62m ポンド≒145 億円を投じる。） 
3月末迄の 1年間で、BAの従業員数は、BA Connectの売却による▲1,800人を含めて、45,100
人から 42,000 人に減少（▲6.9%）する。 一層の削減計画が実行されると、2000 年の 65,640
人が、2008 年 3 月には、40,000 人に減少する。 そして、その時迄に、営業利益率 +10%
の目標を達成する。(FT.com, 3/7/2007) 

 
（５）カンタス買収、豪政府が承認 
豪州政府は、A$11.11bn（1 兆円）に上る Macquarie 銀行が率いる

コンソーシアムの QF 買収を承認した。 豪財務大臣 Peter 
Costello は、「買収を阻止する理由は見あたらない」と表明した。 

Costello は、Foreign Investment Review Board は、この買収が、

外資規制法に適応している事を証明したと言っている。 また、

1週間前にはAustralian Competition and Consumer Commissionも、

この買収を承認している。 しかし、この買収には、以下の条

件が付されている。 

 QF の株主の 90%が、買収価格 1 株 A$5.60 による株式売

却に応じる事。 
 買収後も、豪州法人格を維持する事。 
 整備をリペアーは、豪州内で実施する事。 
 リジョナル便を維持する事。 
 QF ロイヤルティー・プログラムを維持する事。 

今秋に選挙を控えている豪政府にとって、 も避けなければならない事は、QF 買収を問

題化させる事だったが、これで、全ての顔が立てられた。(FT.com, 3/5-6/2007) 
 

（６）ユーエス航空 予約システム統合で不具合発生、チェックイン KIOSK 動かず 
先週末、US 航空は、旧 US 航空の予約システム（Sabre）を、旧 America West 航空の予約

システム（SEARS）に統合した。 ところが、3 月 4 日、ハブ空港である Charlotte、LAS、
San Diego のチェックイン Kiosk にテクニカルな障害が発生し、約 1,000 人の旅客が、2 時
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間から2時間半の大幅遅延を余儀なくされた。 同日の、午前 7:30までの803便の内、 14%
しか定時に出発できず、41%が 45 分以上も遅延した。 US 航空は、2005 年に旧 US と

America West が合併されて出来た会社であるが、過去にも同じ様なシステムの障害を発生

させている。 昨年 5 月に、両社の Web サイトと FFP プログラムを統合した際に、オンラ

イン予約と FFP の情報の提供が出来なくなるシステム障害を発生させている。 航空会社

の合併の話が行き交っているが、異種機種のフリート、異なる勤務規則、パイロットのシ

ニオリティー、組合問題など、航空会社の実際の統合には、多くの困難な問題が横たわっ

ている。 今回の US の Kiosk メルトダウンは、それを実証している。 US の Kiosk は、

障害発生後 8 時間経って、漸くノーマルに復帰した。(wsj.com, 3/5/2007) 
 

（７）フィンランド FL グループ、フィンエアーの役員ポストを要求 
フィンランドの主要なプライベート･エクイティー グループである FL Group が、Finnair
の株式を 22%取得して、取締ポスト 8 席の内の 1 つを要求している。 56%を保有するフ

ィンランド政府は、プライベート･エクイティー グループが役員ポストを要求するのは、

道徳的に間違っていると主張し、FL Group の要求を突っぱねている。 FL Group は、3 月

22 日の Finnair の株主総会で、この問題の決議を提案している。 マジョリティーを政府

が保有している限り、FL Group には勝ち目は無いが、一般株主の多くの賛成票を獲得でき

れば、政府に対する大きな影響を与える事になるだろう。 FL Group は、現在、AMR の

8.6%の株式を保有しており、過去には、Icelandair、デンマークの Stering Airlines、英国の

easyJet の株式を保有していた。(FT.com, 3/5/2007) 
 

（８）インド航空当局、ピーク時間帯の空港使用料を倍増 
インド航空当局は、3 月末から、混雑解消を目的として、空港使用料と管制料金を倍に値

上げする。 値上げ適用される空港は、New Delhi, Mumbai, Bangalore の 3 空港で、

07:00~10:00, 18:00~22:00 のピーク時間帯の料金が倍に、24:00~05:00 の間は、逆に▲50%割

引される。 これにより、ピーク時間帯の運賃が、+10%値上げされると言われている。 イ

ンドでは、過去 4 年間で、7 社の航空会社が誕生し、そして、現在、新たに 5 社が航空会

社設立を申請している。 急増するフライトと航空旅客への対応が追いつかなくなってい

る。 昨年、政府は、New Delhi と Mumbai 両空港の拡張計画工事契約を、民間のコンソー

シアムと契約した。 そして、その他の 35 空港のインフラ整備計画に、2009 年までに 
$1.7bn（2,000 億円）を投資する事を決定している。(channelnewsasia.com, 3/6/2007) 
 

（９）エアバス仏工場で大規模スト 
フランス各地のエアバス工場で、3 月 6 日、1 万人近くが参加した大規模なストが決行され

た。 これは、先週発表された▲1 万人のレイオフを含む Power 8 リストラ計画に抗議す

るスト。 仏・独･英･西 4 カ国のエアバスの組合は、3 月 16 日に、欧州全域で、ストを計
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画している。 
数週間後に大統領選を控えているフランスは、立候補している中道右派の Nicolas Sarkozy
と、社会党の Segolene Royal が、異なるエアバス救済策を提案し、この問題を選挙に利用

する動きを示している。 またまた、政治が介入してしまう。 仏首相 Dominique de Villepin
は、仏政府（EADS 株 15%を保有）は、エアバス（EADS）の増資に応じる意向であると

語った。 アナリストは、5 月の株主総会で、3bn ユーロ（4,500 億円）の増資計画が諮ら

れる事になるだろうと予想している。(nytimes.com, 3/7/2007) 
 

 

Thousands of marchers were in the streets in Toulouse, France, to protest 10,000 job cuts planned by 

Airbus across Europe over the next four years as part of a company overhaul. 

 
 
3 月 9 日、エアバスの親会社 EADS が、▲768m ユーロ（1,150 億円）の損失を計上した第

4 四半期決算を発表した。 
     （単位：ユーロ） 

 2006 Q4 2006 備 考 

収 入 10.766bn (+11%) 39.4bn (+15%) 軍用機部門収入 +30% 

利 益 -768m  (+405m) 
+99m  (+1.68bn) 

A380 のチャージ

2.5bn ﾕｰﾛが影響 

A380 納期遅延（向こう 4 年間で▲4.8bn の

営業利益減益）、A350 再設計、ユーロ高が

影響、配当未定（5 月の株総で決定）、 
4Q で、BAE System 保有株 20%を 2.75bn
ユーロで自社株購入 
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2006 年第 4 四半期のエアバス単独収支は、EBITDA ベースで、▲1.722bn ユーロ（2,580 億

円）と記録的な欠損を経常した。 前年同期は、+453m ユーロ。 2006 年度では、初の営

業損失▲572m ユーロ（858 億円）を計上した。（2005 年度は 23 億ユーロの利益。） 
2007 年のエアバスの利益見通しについて、EADS は、A380 型機支援、A350-XWB 型機の

潜在的開発費、Power 8 リストラ計画コスト計上により、赤字が更に拡大する。 
一方、ボーイングの 2006 年度決算は、前期比+14%増益の $2.216bn（2,650 億円）であっ

た。(wsj.com, 3/9/2007) 
 

 
Thomas O. Enders, left, and Louis Gallois, the two co-chief executives of EADS, Friday in Germany. 

 
 
 
（10）スピリッツ航空、ウルトラ LCC に挑戦 
Spirit が、 大で▲40%の運賃値下げを 3 月 6 日から開始した。 そして、6 月 20 日から

は、 初の 2 個の受託手荷物を 1 個当たり $10、ジュース／ソーダ／コヒーを $1 と有料

化する。 3 個目の手荷物は、$100 となる。 手荷物 1 個の重量は 50 ポンド以下で、それ

以上の重量には、追加料金が徴収される。 Spirit は、6 月 20 日より、専用チェックイン、

優先搭乗、機内無料飲み物、スペースの広い座席を提供している Spirit Plus クラス サービ

スを廃止する。(DTW, 3/7/2007) 
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（11）エアーアジアの新路線計画 
アジア 大の LCC AirAsia が、年内に、Ho Chi Minh City ベトナム, Vientiane ラオス, ミャ

ンマーへの 6 新路線の開設を計画している。 インドネシアの AirAsia ユニットは、

JKT=Johor Baru の再開と、JKT＝Kuching（ボルネオ島 Sarawak 州の州都）の新路線を計画

している。 AirAsia は、昨年 7 月〜12 月の 6 ヶ月間の利益が、前年同期の 59.9m リンギ

から 227m リンギ（76 億円）に増加したと、先週表した。（channelnewsasia.com, 3/7/2007） 

一方、Thai AirAsia のマネジメントは、タイの Shin Corp が保有する同社の株式 50%を買い

取る交渉を開始している。 Shin Corp は、元タイ首相 Thaksin の企業で、シンガポールの

Temasek がその 49%を $1.9bn で買収している。 この不明朗な株式売却（無税売却）で、

Thaksin は、軍部の無血クーデターにより、昨年 9 月に首相の座から追放された。 Temasek
は、Shin Corp が保有するタイ 大の携帯電話会社 Advance info Systems への投資を維持す

る為に、周辺事業である Thai AirAsia 株の売却を実施し、少しでもタイ軍政府の弾圧をな

だめる事を意図している。(FT.com, 3/8/2007) 
 

（12）米航空会社のマイレッジ プログラム 
無料航空券アワードに必要となるマイレッジ数は、航空会社によって異なっている。（下表

参照） プログラムに対する旅客の 大の苦情は、マイレッジ アワード用の座席が少ない

事と、度々の制度変更によるマイレッジ必要数の増加だ。 
近の各社の L/F の上昇と、マイレッジのクレジット-カード会社等への販売が、アワード

用座席のアベイラビリティーを少なくしてしまっている。 今年の夏の欧州行きの標準的

な 50,000〜60,000 マイルの FFP 座席は、我々の調査では皆無であった。 しかし、航空会

社は、定期的に、LON, PAR, FRA, BRU 行きの 100,000 マイルの FFP 座席（unrestricted）を

用意している。 ハワイ行きの場合も同じで、6 月 2 日〜9 日の間では、標準の 35,000 マ

イルでは 1 席も空いていないが、ダブル マイルを支払えば、座席は沢山空いている。 米

運輸省は、アワード用座席に関するミニマム ルールを設定していないが、5%〜10%の確

保を航空会社に勧奨している。 航空会社は、2005 年に、アップグレードやダブル マイ

ル全てを含めて、6%〜9%の座席（FFP PK÷Total PK）をアワード用に確保したと言ってい

る。 しかし、実際は、アワード座席の獲得は、困難を極めている。 

UA の 80,000 マイル“saver”レベルの PAR 行きビジネス クラス 2 席は、11 月末迄予約が

取れない。 360,000 マイルを支払えば予約は可能。  
DL の“SkySaver”の場合は、ATL=ROM の場合、90,000 マイルの支払では、11 月出発で

もウエーティングで、制限無しの 250,000 マイルを支払わない限り、座席の確保は難しい。 
US の SEA=LON の場合は、 低レベルのアワード座席は、11 月末まで空いていない。 
航空会社は、マイレッジ プログラムに対して、何らかの改善策を検討しなければならなく

なっている。(wsj.com, 3/6/2007) 
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（13）大韓航空、S-オイルへの出資で、1 兆 3,500 億ウオンを借入れ 
KE とその子会社が、燃料供給の安定化の為に、韓国第 3 位の製油会社 S-Oil の 28.4%を取

得する。 そのために、1 兆 3,500 億ウオン（1,620 億円）の借入れを計画している。 KE
の親会社韓進グループは、韓進エネルギー会社（KE が 82.5%を所有）を設立し、S-Oil の
3,200 万 treasury shares を、2 兆 4,000 億ウオン（2,880 億円）で買収する。 この買収で、

韓進エネルギーは、Saudi Aramco に次いで S-Oil の第 2 位の株主となる。 KE が使用する
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燃料は、50%が国内調達で、その 18%を S-Oil から調達している。 アナリストは、KE の

借入額が、予想したよりも少ない事、韓進グループの子会社 韓進シッピング社が、S-Oil
の原油輸送の権利を獲得する事に好感している。(FT.com, 3/7/2007) 
 

（14）ガルーダ航空 B737 型機、ジョクジャカルタ空港で着陸に失敗、23 人死亡 
乗員乗客 140 人を乗せた GA 航空の B737-400 型機（機齢 14 年）が、3 月 7 日、Yog-yakarta
空港で着陸に失敗し大破炎上、少なくとも 23 人が死亡した。 インドネシアの重大航空機

事故は、今年に入って、これで 3 度目となる。 空の安全性が維持されていない。 イン

ドネシア政府は、航空機の機齢を、20 年から 10 年に短縮する計画を有している。 しか

し、この措置は馬鹿げている。 適切な整備が実施されれば、航空機は 20 年以上でも安全

性維持に全く問題無い筈だ。 過去 9 年間で、インドネシアの国内航空需要は 9 倍に増加

しているが、航空当局の安全検査は、+10%しか増えていない。(FT.com, 3/8/2007) 
 

 
 
 

（15）キャセー航空、+23%増益 
CX は、3 月 6 日、前年を+23%増益した純益 H$4.09bn（618 億円）の 2006 年度決算を発表

した。 この利益は、アナリスト 13 人の予想 H$3.75bn を上回っている。 ASK は、+7.7%
増であった。 
 

 2006(Jan~Dec) 前年比 備 考 

収 入 H$60.78bn +19.4% 堅調旅客需要増、イールド +1.5%（H¢3.75） 

利 益 H$ 4.09bn +24% 配当 1 株当たり H¢32（前期 H¢ 28） 

 

CX は、香港コングロマリット Swire Pacific Ltd.が 40%所有する航空会社で、昨年、香港の

Dragon Air を買収（H$8.22bn≒1,240 億円）し、中国の Air China と 17.5%の株式相互保有を

開始した。 そして、年内に、Air China と貨物航空合弁企業の設立を計画している。 2006
年度の利益には、9 月〜12 月の 6 ヶ月間の Dragon Air の利益 H$28m が含まれている。 
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(nytimes.com, 3/7/2007) 

CX CEO Philip Chen（51）が、今年 7 月 1 日付けで退任する。 後任は、現 COO Tony Tyler
（51）。 香港のアナリストは、Chen は、CX の中国戦略展開の為の window dressing であ

ったと言っている。 Chen は、香港空港公団総裁の Stanley Hui（元 Dragon Air CEO）と馬

が合わず、それが原因と言う説も有る。 彼は、退任後、Swire で、引き続き中国戦略を

担当すると言われている。(wsj.com, 3/9/2007) 
 

 

 
 

（16）香港 甘泉航空 上場前に戦略的投資家に一部株式売却 
香港の Oasis 航空が、2009 年に予定している H$10bn（1,500 億円）に上る香港証券取引所

上場前に、20%の株式を戦略的投資家に売却する事を検討している。 今後 10 日間以内に、

この為の幹事銀行を指名する。 Oasis は、B747-400 型機×2 機により、香港＝LON（GTW）
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毎日便を、 低片道運賃 H$1,000（15 万円）で販売している、初の長距離 LCC。 同社は、

全日空から B747-400 型機×3 機の購入を決定している。 そして、そのファイナンスが、

数日中に発表されるだろう。 5 年間で、25 機のフリートを保有する為の、ファイナンス

を探している。 Oasis は、6 月 28 日から、香港＝YVR×週 6 便を開設する。(wsj.com, 
3/8/2007) 

 
 
（17）航空会社、コスト削減可能 適航路決定 新ソフト導入 
航空会社が、コスト削減の為に、 適航路を決定する、新しいソフトウエアーを導入して

いる。 このソフトは、気象、機体重量、機材特性、上空通貨料金、飛行高度、飛行速度、

燃料消費、のありとあらゆる変数の 適バランスを決定し、運航コストをミニマイズする。 
 
 

IATA は、世界の航空会社は、年間 $20bn（2 兆

4,000 億円）に上る航空管制ユーザー・フィー

を支払っていると言っている。 この様な上空

通過料削減の為に迂回ルートを選べば、それだ

け運航距離が増加して、却ってコストが割高に

なってしまうリスクが発生する。 しかし、新

しいソフトウエアーは、複数のシナリオを解析

して、 適の航路を算定してくれる。 BA は、

2003 年にこの種のソフトを導入し、SAO=LON
便で、1 片道当たり▲3,000 ポンド（70 万円）

の欧州上空通過料を削減させる事に成功して

いる。 BA が使用しているソフトは、LH の IT
子会社が開発した Lido システムで、現在は AC, 
SQ, Emirates など 30 社が使用している。 
 
 

UA は、 近、Lockheed Martin Corp.のシステム（オーストリアの f:wz GmbH と共同開発）

を導入し、大西洋便 46 毎日便の航路を管理し、現在迄、2,400 便にこのシステムを適用し

た結果、▲$2.3m（2.7 億円）のコスト削減に成功した。 これに加えて、SFO=KWI 路線

では、便当たり平均▲ $4,500（54 万円）の燃料と西ヨーロッパの上空通過料を節約する事

に成功している。 UA は、このシステムが、1,600 毎日便へフルに適用されれば、年間▲

$20m（24 億円）が節約出来ると言っている。 UA は、このシステムの導入コストを発表

していない。(wsj.com, 3/6/2007) 
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 水 運  
 

（１） ロイヤル カリビアン海の自由丸、5 月就航 
Royal Caribbean International の新しいメガ・クルーズ船 Liberty of the Sea 丸（160,000 グロス

トン、3,634 人乗り、全長 339m×船幅 56m 吃水 8.5m、速度 21.6 ノット）が、5 月に就航

する。 既に就航している姉妹船 Freedom of the Sea 丸と同様、FlowRider サーフ・マシン

と Cantilevered Whirlpools を装置する他、バランスの取れた食事と、Explorer Weddings は、
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アラスカ氷河、熱気球、FlowRider でのサーフィン、海洋 SCUBA ダイビングでの結婚式を

提供する。(DTW, 3/7/2007) 
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 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ユーロトンネル株式取引再開間近 
Eurotunnel CEO Jacques Gounion は、10 日〜15 日後に、遅れている 2005 年度と 2006 年度の

決算発表後に、同社の株式取引を再開すると発表した。 Eurotunnel 株は、2005 年度決算

発表しなかった為に、昨年 5 月より、ロンドンとパリの証券取引所で、取引が停止されて

いた。 Eurotunnel は、今年 1 月に 6.18bn ポンド（1 兆 4,500 億円）の債務リストラによ

り、倒産寸前の危機をヤット乗り越えた。 債務は、2.84bn ポンド（6,670 億円）に削減さ

れ、債権者団は、債権放棄の代りにリストラされた新会社 Groupe Eurotunnel の約 87%の株

式を所有する。 しかし、この案の成立の為には、株主の 60%以上が、新会社株式への交

換に応じる必要が有る。 Eurotunnel は、予想を超える建設費 140 億ユーロ（2 兆 1,000 億

円）で 初から躓き、1994 年の開業以来、一度も期待通りの収入を達成していない。 2006
年決算では、前期比 +5%の 568m ポンド（1,330 億円）を達成したものの、▲143m ポンド

の欠損を計上した。 この収支には、368m ポンドの金融コストが含まれている。 12 年

間に亘る 低収入保証制度（国の補助）が昨年失効したために、Eurotunnel は、2007 会計

年度で、67m ポンド（157 億円）程の追加収入を稼がなければならなくなっている。(FT.com, 
3/7/2007) 

 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）ゲンティング（マ）、シンガポール総合カジノ・リゾート単独開発 
Genting International（マ）が、シンガポールの総合カジノ・リゾート

を単独で開発する事を決定した。 このため、開発コンソーシアム 
メンバーである Star Cruise（マのゲーミング・グツープ Genting Bhd
の保有会社）は、コンソーシアムの株式 25%を Genting International
に売却する事になった。 そして、Genting International は、マカオ

に於ける Stanley Ho が関連するカジノ開発から手を引く事となっ

た。 シンガポール政府は、Genting International が Stanley Ho との関

係を維持する限り、シンガポールに於けるカジノ ライセンスの発

給を停止するかも知れないと表明していた。（Ho は、Star Cruise 株
7%を保有している。）(wsj.com, 3/5/2007) 
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（２）ヒルトン、スキャンディックを EQT に売却 
Hilton Hotels Corp.が、同社の Scandic Hotel チェーンを、Investor AB により保有されている

プライベート・エクイティー企業 EQT Partners AB に、833m ユーロ（1,250 億円）で売却

した。 Scandic は、北欧地域 大の中級セグメントを対象としたホテル オペレーターで、

132 ホテルを運営している。(wsj.com, 3/3/2007) 
 

（３）ブラックストーン、タッソーを買収 
プライベート・エクイティー企業の Blackstone が、Madame Tussauds や London Eye などの

レジャー資産を保有する Tussauds Group を、Dubai International Capital から、現金 1.03bn ポ

ンド（2,400 億円）で買収する事となった。 この買収で、Blackstone のレジャー グルー

プの Merlin Entertainments は、訪問者数で、Disney に次ぐ国際レジャー パークに伸し上が

る。 Blackstone は、2005 年 5 月に Merlin を 102m ポンド（235 億円）で Hermes から買

収し、2005 年 8 月には Legoland、昨年にはイタリア 大のテーマ・パーク Gardaland を買

収している。(FT.com, 3/5/2007) 
 

（４）ラスベガスのアイコン サハラ売られる 
50 年以上も LAS のランドマーク ホテルとして Las 
Vegas Strip で名を馳せて来た Sahara Hotel & Casino
が、SBE Entertainment Group とそのパートナー

Stockbridge Real Estate に売却された。 SBE は、

Saharaが、計画中の $4.4bn（5,25億円）に上るEchelon 
Palaceと2,200戸の高層コンドに隣接している事が、

買収動機の一つとなっていると語っている。 SBE
は、買収した Sahara を近代的なホテル＆カジノに建

て替える。(DTW, 3/8/2007) 
 

（５）アコー、91 ホテルをモアー パークに売却 
Accorが、ドイツとオランダのホテル 91軒（863mユーロ≒1,295億円相当）をMoor Park Real 
Estate に売却した。 売却後も Accor が引き続き、12 年間の可変レント・リース契約に基

づき運営を継続する。 Accor は、 近、不動産価値の上昇の機会を捉えて、英国・フラ

ンス・ベルギーのプロパティーを売却している。 先月は、30 軒のホテルを、英国 大の

不動産投資トラスト Land Securities Group PLC に 439m ポンド（100 億円）で売却した。 今

回売却したホテルには、ミッドスケールの Novotel と Mercure ブランドと、エコノミー・

チェーンの Ibis とバジェットの Etap の合計 12,000 室が含まれる。 Accor のホテル資産売

却は、株式市場に好感をもって迎えられている。 株価は、下図チャートの通り、2 月 26
日に 高値をヒットしている。(wsj.com, 3/6/2007) 
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（６）マンダリン オリエントがホテル運営に戦略シフト 
シンガポールの豪華ホテル オペレーターMandarin Oriental Internationalが、今後、5年間で、

ホテル・マネジメント契約の利益を倍増させる計画を有している。 同社は、現在の利益

の 10%を構成しているホテル・マネジメント事業を、5 年間で 30%に拡大させる事を計画

している。 所有から、運営を重視した戦略にシフトする。 Mandarin は現在 20 のホテ

ルを運営し、14 が建築中であるが、この 14 の内 13 がマネジメント契約に基づく。 Jardine 
Matheson Holdings Ltd.に 75.12%を所有されている Mandarin は、2006 年に、$80m（100 億

円）の利益を計上した。 この利益には、NYC の Mark ホテルの売却による税前利益 $35m
が含まれる。(wsj.com, 3/7/2007) 
 

（７）スターウッド創立者、インターコンチとの合併計画存在を肯定 
Starwood Hotels と W ホテル・ブランドの創立者で、Starwood Capital のヘッドである Barry 
Sternlicht が、Financial Times とのインタビューで、次の様に語っている。 
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 世界の大手ホテル間で、マネジメントと間接費の、合理化の為の大きなシナジーを追

求した合併が始まるだろう。 
 幾つかの大手ホテルは、無駄を続け、イノベーションを怠り、顧客のニーズに応えず、

彼等のブランドの成長の機会を逸している。 
 嘗て、Starwood は、世界 大の客室数を誇る InterContinental Hotels Group との合併を

試みた事がある。 
 9-11 の直後に、合併寸前迄合意が出来たが、色々な理由で取り止めた。 （依然とし

て、IHG との合併に興味を有しているかとの問いに対して・・・）、IHG は、良い投

資となるだろう、我々は、このホテルに注目している。 
 Starwood Capital は、過去 2 年間で、$5bn（6,000 億円）のホテル取引を実施した。 欧

州第 2 位の Societe du Louvre, Tattinger シャンペン メーカーを買収した。 
 Microsoft の Bill Gates とサウジ皇太子の Alwaleed bin Talal の$3.8bn（4.500 億円）に上

る Four Seasons 買収は、異常で全く信じられない。 
(FT.com, 3/7/2007) 
 
 
 
 

 その他  
 

（１）15 万ドルのダイヤをちりばめたギアノブ 
$165,000（1,980 万円）のベントレーに、$150.000（1,800 万円）のギアノブを装着した車が

売りに出されている。(nytimes.com, 3/4/2007) 
 

 

A $150,000 shift knob for that $165,000 Bentley. 

（何処か間違っていないだろうか？？！！） 
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編集後記 
 
 

近、旅行コンサルタントのレポートや業界誌に、“Experience”と言う言葉が、やたら多

く使われているのが目につく。 適当な良い言葉が見つからないので、“エクスペリエンス”

と和訳している。 
 

「これからは、旅行者のエクスペリエンスを高める為の、旅行手配に於けるパーソナリゼ

ーションが必要となる」、或は、「人々は物質的な欲望を殆ど充足してしまって、今後は、

精神的なエクスペリエンスを高める事を求めている」・・・と言う風に。 
 

もともと、旅行は、サービス財なのだから、目に見えない財を販売している訳だ。 だか

ら、エクスペリエンスを販売している訳だ。 
 
 
 

Henley の“2020 年の旅行種族”は、「将来のテクノロジーの展開には、テクノロジーの人

間化（humanization of technology つまりテクノロジーに人間性を与える事）が必要になる」

と説いている。 そして、①ディジタル個人認証、②総合情報システム、③リアルタイム

情報、④ソーシャル・ネットワーキングとビジュアル情報の、4 つの領域の一層の発展が

期待される、と書いている。 
 

つまり、将来は、テクノロジーの進歩により、ますます、旅行者の旅行手配に於ける、あ

るいは、実際の旅行の、“エクスペリエンス”の向上が実現される、と言っているのだ。（H.U.） 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 260 （ 以 上 ） 
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