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Kerry Caruselle, a tax preparer for Army employees, deplanes from a flight between Denver and Pueblo. She was the only 

passenger. 米生活必要路線・・・・ページ 2 参照 



Nytimes.com, 10/6/2006 

1. Subsidies Keep Airlines Flying to Small Towns 

米 生活必要路線の全ては、本当に生活に必要なのか？ 

 
Essential Air Service プログラムと言う制度が米国に存在する。 このプログラムは、米運

輸省（DOT）によって、1978 年の航空規制緩和（The Airline Deregulation Act）と同時に導

入されたプログラムである。 規制緩和により、誰でもが、好きな様に路線を張れる（好

きな様に路線を廃止出来る）事になると、採算性が償わない田舎の小さな空港がオフライ

ンとなってしまう。 そこで、DOT は、生活必要路線を維持する為に補助金を支給する事

を決定した。 現在 DOT が補助金を支給しているコミュニティーは 140 で、旅客 1 人当

たりおよそ 74 ㌦（アラスカを除く）が支払われている。 74 ㌦の補助金は、Amtrak の補

助金 1 旅客当たり 19 ㌦〜52 ㌦（計算方法により異なる）よりもズーット大きい。 
 

殆どの生活必要路線の使用機材は 19 席のプロペラ機で、1 便当たりの旅客数は極めて少な

く、彼等は、他の一般的な商業路線が超満員で飛んでいる時に、ゆったりした客室で豪勢

な飛行を楽しんでいる。 EAS は、当初 10 年間の暫定的プログラムである筈であったが、

10 年間延長され、そして、現在ではパーマネントなプログラムとなっている。 規制緩和

後、人々は、路線の再編成に良く対応して、近くのより混雑したリジョナル空港まで車で

アクセスし、そこから低運賃化した便数の多い定期便に搭乗している。 その結果、生活

必要路線の搭乗者数は減少し、その多くの便が殆ど旅客ゼロの状況となって、この制度を

コストの極めて高いモノ（1996 年以来 4 倍の $110m≒130 億円）にしている。 
 

Grant Campbell of Sandy, 

Utah, spreads out and 

reads the paper on a 

recent Great Lakes flight 

from Pueblo, Colo., to 

Denver. 

 
 

 

勿論、この位のチッポケな額は、連邦財政にとってはとるに足らない。 しかし、このプログ

ラムは、政府が如何に稚拙に、自由市場と消費者テーストと既得権益に対応しているかの恰好

のケース スタディーを提供している。 空港コンサルタントの Mike Boyd は、アラスカ・北

部メーン・西部の州の一部を除いて、殆どの路線が廃止されてしかるべきだと言っている。 
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Lewistown（Mont.）と 125 マイル離れた Billings（Mont.）間の EAS 便は、1 便当たり 3 人以下

の旅客しか搭乗せず、片道航空券当たり 472.78 ㌦（55,000 円）が支払われている。 Brookings

は、1 日当たり 2.5 人しか存在しない旅客に、1 人当たり 677.1 ㌦（79,000 円）の補助金が

払われている。（下図チャート参照） 

 

 
 

EAS 便の旅客数が減少すればするほど、この生活必要路線への愛着が高まる様だ。 議員

達は、DOT に彼等の選挙区に対する補助金継続の圧力をかけている。 補助金の支給基準

は、① 規制緩和が実施された 1978 年 10 月以前に、その路線で商業便が飛行していた事、

② 大規模、或は、中規模のハブ空港から少なくとも 70 マイル離れている事、③ 片道 1
旅客当たり 200 ㌦以下の補助金で、リジョナル航空会社を誘致出来る事の、3 つの条件が

要求される。 しかし、大中規模ハブ空港から 210 マイル以上離れている町は、補助金の

上限は設定されていない。 
 

2001 年の 9-11 テロ事件以降、多くの小路線が廃止された為に、補助金が急増している。 

DOT は、これに対処する為に、地図を精査して、210 マイル以下（Brookings, S.D.や
Alamogordo, N.M.がこれに当たる）や、70 マイル以下（Lancaster, Pa.がこれに当たる）の補

助金を受け取っている路線を見つけ出し、支給の中止（若しくは減額）を開始し様とした。 
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Lancaster には補助金支給を中止し、Brookings と Alamogordo は、主要空港迄の距離が 210
マイル以下に修正された為、補助金の上限 200 ㌦規制が適用される筈だった。 しかし。 

その地区を選挙区に持つ議員達の圧力によって、議会は、主要空港迄の距離の計測方法を、

も一般的に利用されるルートに沿って測る事にし（距離が増加する）、しかも補助金の打

ち切りの 終決定に際しては、各州の知事の意見を聴取する事にした。 つまり、結局、

これ等の路線の補助金は現状レベルで維持される事になった。 
 

また、DOT は、これとは別に、主要空港から 100 マイル以上離れている地区は、補助金の

負担をしなければならない事とし、100 マイル以内の地区には、主要空港までのバス輸送

に対する部分的な補助金支給に変更する、EAS プログラムの縮小案を纏めたが、議会の賛

成が得られていない。 DOT の補助金削減努力は、政治の前には全く力を発揮出来ていな

い。 
 

補助金は、生活必要路線を飛んでいるリジョナル航空に支払われる。 リジョナル航空会

社は、旅客から収受する運賃にこの補助金を加えて利益を出している。 運賃は、路線に

よって大きく変化する。 例えば、DEN から Pueblo までの片道は 124.50 ㌦する。 
多分 ESA プログラムで も助かっているのは、殆どの生活必要路線で使用されている 19
人乗りのプロペラ機 Beech 1900（表紙：写真参照）のメーカーRaytheon Company だろう。 

リジョナル ジェット機の急速な展開によって、2002 年に Beech 1900 の生産中止に追い込

まれた Raytheon は、現在、依然として 218 機の Beech 1900 を所有し、それ等の航空機を

リースに出している。 補助金が打ち切られれば、凡そ 100 機の Beech 1900 が非稼働機と

なると言われている。 米 生活必要路線は、本当に生活に必要なのだろうか？ ■ 
 
 
 
wsj.com, 10/10/2006 

2. More Fliers Forced To Give Up Seats 

航空会社のオフロードは許されるのか？ 

 

米国内線航空会社の第 2 四半期のオフロード（denied boarding）数が、前年同期比べて +40%
増加し 185.368 人となった。 各社が、供給を削減して供給座席目一杯の旅客を詰め込ん

でいるからだ。 リジョナル航空会社の Comair, Mesa, SkyWest, Atlantic Southeast がオーバ

ーセールの殆どを占めている。 メジャーでは、NW、US、Alaska がトップ 3 社となって

いる。 反対に、 もオフロードが少ない航空会社は jetBlue だ。 この会社は、オーバー

セールを実施していない。（表：参照） 
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航空会社は、オフロードした旅客に対して、 高 400 ㌦の補償金を支払わなければならな

い。 この規則は 1978 年に制定されている。 インフレ率を考えれば、この額は、今日で

は 1,200 ㌦以上にして良い筈だ。 旅客の一部からは、航空会社は、400 ㌦のペナルティ

ーを支払って（オフロードして）、予約を持っていない 1,000 ㌦のプレミアム旅客を取って

いるのでは？ と言う疑問が出ている。 米運輸省（DOT）は、規則を変更する計画は無

いといっている。 
 

オフロードに関する規則は、ノーショー客によって空

席となってしまう座席を、オーバーセールによって埋

め合わせる方が、公衆の利便の向上に繋がる（つまり、

座席の無駄を無くして、その分を、新たな旅客に提供

する方が公衆の利便に叶う）という理屈に基づいてい

る。 30 年前に作られたこの規則は、Allegeny Airlines
（現 US 航空）をオフロードされた消費者保護の運動

家 Ralph Nader によって訴訟に持ち込まれたが、米

高裁は、1976 年、連邦政府が航空会社のオフロードを

許す事を認める判決を下している。 ただし、オフロ

ードに際しては、航空会社に、 初に、希望者の募集

を義務付けている。（所謂ボランタリー オフロード。） 
 

多くの航空券が払戻不可で、予約変更に 100 ㌦のペナルティーが課されているのにも拘ら

ず、何故オーバーセール必要なのか？と言う疑問が多くなっている。 旅客の購入した運

賃規則付きの航空券は、明らかに航空会社との間の契約で、旅客はこの契約の遵守を求め

られている。 しかし、航空会社は、何故勝手にこの契約を破る事ができる（オフロード

する事が出来る）のか？と言う疑問は解けていない。 払戻可の航空券を持っている旅客

に、オフロードを限定するべきだと言う意見が挙がっている。 
 

航空会社は、便毎に、過去数年間の予約トレンドを

精査し搭乗旅客数を予測する、洗練された予測モデ

ルを駆使して、オフロードを 小化していると言っ

ている。  事実、第 2 四半期にオフロードされた

旅客は、10,000 人当たり約 13 人で、その内の 91%
の旅客が、ボンランタリー オフロードしている。 

■ 
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PhoCusWright, August 2006 

3. Corporate Travel Distribution: Key Markets 

「連載」主要法人旅行市場の現状（８） 

 

Chapter Six  Asia Pacific Market 

第6章 アジア太平洋市場 

 

アジア太平洋地域の市場は、極めて幅広い、ユニークな行政、経済、文化、サプライヤー、

旅行行為を夫々が有した、44 ヶ国以上で構成されている。 この地域は、全体として、各

市場の性質を形作る、そして、生産、雇用、社会組織を変更するであろう歴史的な再編の

渦中にいる。 
 

法人旅行については、その流通の変化は、各地区によって異なる。 この章では、ビジネ

ス旅行、そして／或は、オンライン法人旅行の採用に も大きな成長の機会を有している

市場にハイライトを当てる。 
 

PhoCusWright は、アジア太平洋地域の法人旅行市場は、今後 3 年間で、世界全体の伸び率

を上回る、より大きな成長を遂げると予想する。 そして、世界経済と政治に於けるポジ

ションと同様に、ローカル政府は、この地域の旅行とツーリズムを積極的に促進している。 

豪州、中国、インドが も大きな成長を達成するだろう。 この成長は、① 国内、太平洋、

大西洋の旅行の大幅なトラフィック増、② 法人旅行予算の拡大、③ 旅行と法人旅行産業

に重要な財務・データ集積・輸送システムの革新的な変更、によってもたらされる。 
 

コスト効率の実現の為に、多国籍企業（multinational companies）は、財とサービスの世界

的調達戦略を展開している。 アジア太平洋地域に有っては、足早消費材（fast-moving 
consumer goods）、電気通信、ソフトウエアー サービス、コンサルティング、アカウンティ

ングの主要産業が、このグローバルな調達戦略を採用している。 しかしながら、依然と

して高度に分裂（fragmented）している旅行産業（この地域の GDP の 5%を構成する：出

典 WTTC）の調達は、その他のコモディティー財のそれよりも、遥かに大きな難しさを有

している。 
 

多国籍企業は、グローバル キャリアとホテルの大きな支出を抱えているけれども、各市場

に於ける多くのリジョナルの特性を有した航空会社とホテルとの地縁的関係が、彼等のグ

ローバルな影響力の行使を 小化させてしまっている。 であるから、多国籍企業にあっ
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ては、彼等の社員に、Dell のコンピューター採用指令（mandate）を出す事は、AA 使用の

指令を出すよりも遥かに容易となる。 この結果、サプライヤー交渉は、ローカルベース

で発生する。 しかし、時々は、企業は、Sun Microsystem Inc.が Star Alliance と提携した様

に、航空会社のアライアンスと交渉し、その FFP プログラムに参加している。 
 
 

Size of the Corporate Travel Market  法人旅行市場の規模 
 

アジア太平洋地域は、少なくとも 16 のユニークな重要な市場の集合体で、欧州よりも広く

分散している。 経済共同体（common economic zone）は存在せず、文化はこの地域全て

に亘って大きく異なっている。 
 

PhoCusWright は、アジア太平洋地域のマネジッド旅

行市場が、2005 年に、 600 億㌦（7 兆円）に達して

いると推定する。（Table 6-1 参照） 2008 年迄に、

更に +100 億㌦成長すると期待される。 この増加

の源は、域内のエアーとホテル旅行の増加；主要市

場の中間所得層の台頭； 大市場の日本を含むアジ

ア太平洋主要市場の成長；記録的な利益と拡大を達

成しているアジアの航空会社の諸点に存在する。 

これ等の成長想定は、中国、インド、日本の経済成

長率のサイクリックな変化を考慮しているものの、

この地域の天災や地政学的な環境変化は考慮に入れていない。 
日本と中国は、 大のホテル市場を構成し、豪州と韓国を合わせると、この地域の合計ホ

テル市場の 60%を構成する。 
 

アジア太平洋地域のオンライン法人旅行市場は、12
億㌦（1,400 億円）（2005 年）と、極めて小さな市場

である。（Table 6-2） しかし、今後数年間は、法人

旅行市場を上回る劇的な成長を遂げるだろう。 現

在、アジア太平洋地域のオンライン法人旅行市場は、

豪州のオンライン化率と、シンガポールと香港の多

国籍企業によって動かされている。 

日本企業は、彼等のシステムの中にエアライン セ
ルフ予約ツールをインテグレートしつつある。 
日本・中国・インド・シンガポールの如くの市場は、
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オンライン採用を加速させるだろう。 e-ティケッティングが導入されれば、TMC や多国

籍企業は、日本や中国の様な異なった文化に対応する、その土地固有のソリューションを

ロールアウトさせるだろう。 
 

PhoCusWright は、2008 年に、オンライン市場が、79 億㌦（9,300 億円）に成長すると予測

する。（オンライン化率は 11%）（Table 6-3 参照） Motorola や HP や GE の如くのグロー

バル企業は、アジア太平洋地域の固有の問題が有るにも拘らず、ツールを展開し、有る程

度の成功を収めている。 より多くの企業が、レポーティングとデータ集積の目的の為に、

オンライン予約を促進させると期待されている。 

 

 

2007 年の e-ティケティングが、オンライン化の重要なドライバーとなるが、この成長を支

える幾つかの市場の勢力が存在する。 この地域の法人旅行が成熟し始めているので、企

業は、旅行の中央管理と、より透明化された運賃を要求する。 今日では、多くの運賃は

コンソリデーターによって支配されている（これに反して、米国では、運賃は、ARC 経由

でファイルされている）一方で、特に大手航空会社は、e-ティケティングと合わせて運賃

構造の単純化を促進化させている。 法人旅行業界は、オンライン化する為には、コミッ

ション ベースから管理されたサービス フィー モデルに転換する必要が生じるだろう。 

豪州は、唯一、手数料（フィー）構造に変更し、この地域のオンライン販売（12 億㌦≒1,400
億円）の 50%〜60%を占める、 大のオンライン化率を誇る市場となっている。 このコ

ストのオープン シェアリング（透明性）は、オンライン予約のバリュー プロポジション

（価値命題）の為に必須である。 インド、中国、それに日本が、コンソリデーションが

進むので、管理されたフィー モデルに向かうだろう。 この転換は、標準プロセスの設定

と汎世界的ソリューション開発努力の為に、American Express や CWT の如くの大手 TMC
を必要とするだろう。 
 

アジア太平洋地域の全体的なオンライン市場は、比較的小規模に止まっているが、この地

域は、 も広くネットワークが張られた、インターネット利用者が も多く存在する地域
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である事に注目する必要がある。 従って、米国や欧州とは違って、洗練されたテクノロ

ジーが、オンライン採用の障害とはなっていない。 現在は、バイヤーや旅行者のスピー

ドに、サプライヤー側のストラクチャーの変化が追い付けていない。 これに加えて、旅

行社が、ティケット デリバリー、ビザ、通訳サービス、ツアー ガイドなどの、旅行プロ

セスのバリュー（人的サービス バリュー）を提供している。 予約ツールの“国際化”

（”internationalization”）は、もう一つの重要なファクターとなるだろう。 例えば、香港

／シンガポールでは、その多くの旅行が、接続や複雑な旅行手配を必要とする国際的な旅

行である。 これは、現在統合されていない幾つかの GDS をナビゲートする予約ツールを

必要とするだろう。 日本の様な、大きな国内市場であってさえも、ビジネス プロセスは

複雑で、高度に規制されている。 ここでは、サプライヤーが、オンライン予約ツールの

利用促進を動かす必要があるだろう。 しかしながら、この地域の殆どの国は、現在は、

市場独占的で、革新に対するインセンティブを持っていない。 

 

 

Drivers of Online Corporate Travel Adoption in APAC 
アジア太平洋地域に於けるオンライン法人旅行採用のドライバー 
 

文化・ビジネス・購入行為は、国によって劇的に異なるけれども、この地域の、法人オン

ライン予約の必要性の認識と、そのトライアルと、予約ツールの利用を刺激する、多くの

共通した も重要なファクターが存在する。 
 

INDUSTRY PARTNERSHIPS.  産業提携 
インターネットに精通した消費者が、彼等の旅行手配に、 早、伝統的販売チャネルを使

用しない傾向が出ている。 これは、エアラインとオンライン旅行社間の提携を促進させ

ている。 例えば MH は、Octopus Travel と提携して、市内観光ツアー／ホテル／ハイヤー

手配／旅行保険などのアドオン旅行商品の販売を行って、収入増加を目論んでいる。 レ

ジャー旅行が、法人旅行サービス デリバリーに影響を与え、そして、それを動かすので（米

国や欧州で見られている通り）、この需要は、米国や欧州市場で発生している以上急速に、

付加価値ポイントオブセール サービスをオファリングする必要性を促進させると期待さ

れている。 
 

ECONOMICS.  経済性 
幾つかの経済指標が、アジア太平洋地域が、旅行とツーリズムの転換点にさしかかってい

る事を示している。 Deloitte の Hotel Benchmark Survey のレポートが示している通り、こ

の地域の GDP は、2005 年に +9.3%を記録している。 富裕層の拡大と新しく生まれた中

間層が、多くの旅行の実施を可能にさせている。 政府は、この地域の経済成長にはツー
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リズムからの収入が不可欠と認識しており、この地域への旅行を加速させるだろう。 事

実、2005 年だけをとっても、3 億 2 千万人以上のビジターが、アジア太平町地域で $110m
（1 兆 2,900 億円）の金を落としている。（出典：Recent Trends in Spending by Visitors to Asia 
Pacific Report, VISA International） 
 

TRAVEL & TOURISM GROWTH.  旅行とツールズムの成長 
ビザ申請の緩和、LCC の成長、より多くの休暇目的地（e.g., 香港ディズニーランド）、航

空会社のフリートと空港キャパシティーの拡大、来るべき世界スポーツ イベント（e.g., 
2008 北京オリンピック）が、アジア太平洋地域全域への旅行とツールズムの成長を焚き付

けている。 事実、アジア太平洋地域は、2005 年に、+7.4%成長した 1 億 5,600 万人のビ

ジターを記録した。 そして、2005 年に、世界のツーリストの 20%がアジアを訪問し、こ

の地域を、世界で も早い成長を遂げている第 2 位の訪問者数を誇る地域に押上げている。

（出典：WTO） これ等のデータは、2005 年のテロや天災の影響に対して、この地域の

ツーリズムが強い対応力を有している事を代弁してくれている。 また、この地域の力強

い成長速度が、燃料費の高騰さえも、マイナーなモノと化してしまっている。 
 

VALUE OF BRANDS VERSUS PRICE.  ブランド価値対価格 
アジア太平洋地域では、ブランドが決定的な意味を有していると言う、興味深いダイナミ

ックが存在する。 ブランドは、アジア太平洋地域の中間層の、重要な、外部に誇示する

成功のシンボルとして取り扱われている。 消費者は、西欧の、或はアジアのブランド品

やサービスを購入して、それを誇示する。 その結果、企業は、品質とプレスティージを

代表する彼等のプロダクトやサービス ブランドに投資し、アジアや西欧名のブランドの買

収（i.e., 中国 Lenovo の IBM PC 部門買収）を含め、世界的レベルでリブランディングを主

導している。 アジア太平洋地域では、価値あるブランドがプレミアムを意味する一方で、

消費者は、品質やデザインに明確な差別化が認められる物のみを購入する。 消費者は、

これ等のブランド品の購入時には、継続してベスト プライスを物色するだろう。 この事

は、ブランドであっても、購入する場所（outlet）に於ける価格が、如何に重要であるかを

強調している。 
 

INCREASING CARRIER USE OF THE INTERNET. 
インターネット使用航空会社の増加 
シェアー向上を図る為に、航空会社は、積極的にインターネットの利用を増加させている。 

例えば、中国南方航空は、積極的にオンライン旅行社経由販売を増加させ、2007 年末迄に

はインハウスの e-ティケッティング システムを完了させる事を目標としている。 中国南

方航空のオンライン化率は、2005 年で、およそ 15%に達している。 
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PROLIFERATION OF LOW-COST CARRIERS.  ローコスト キャリアの拡散 
規制緩和と政府の規則緩和が、アジア太平洋地域の LCC 誕生とその利用を刺激している。 

航空会社は、現在では、アジア太平洋市場に参入し、路線網を拡大し、国境を越えてスケ

ジュールを調整する事が出来る様になっている。 企業にとって、LCC は、一つの重要な

法人旅行手段になっている。 しかし、緩和されつつ有ると言っても、依然として市場が

高度に規制されている為に、この地域で LCC が生き残る事は難しいかも知れない。 
 

MODERATE RATE INCREASE  控え目な増加 
アジア太平洋地域のビジネス旅行の増加は、ホテルのオキュパンシーを向上させ、プロダ

クト アップグレードとサービス改善の為の、国内線／短距離路線と国際線／長距離路線の

運賃値上げを引き起こすだろう。 しかしながら、この地域の LCC の拡散が、この傾向を

緩和させるだろう。 
 

EMV-COMPIANT CHIP CARDS.  EMV チップ カード 
EMV チップ カードは、マイクロチップを格納した支払カードである。 このカードは、

マグネット ストライプのカードに比べて数段セキュリティーと不正使用への対応が強化

されている。 また、ロイヤルティー プログラム、或は、電子財布としても兼用される事

が出来、カード支払を受け付ける全ての国で通用する。 Visa Asia Pacific の“Heart of Smart 
Chip Consumer Research”によれば、2005 年末に、アジア太平洋地域では、4,300 万枚の EMV
カードが発行されている。 Visa は、アジア太平洋地域の 18 カ国で、この人気有るカード

を発行し、日本・台湾・韓国・マレーシアでは、national migration program が進行中である。 

唯一、マレーシアは、マイグレーションを終了している。 豪州とニュージーランドは、

チップカードと、チップ-ターミナル トランザクションを 2006 年初頭より開始している。 
 

IMPROVING TECHNOLOGY.  テクノロジーの改善 
新しいツールが、旅行社に総合的なアクセスを提供している。 Amadeus の Ticketless 
Access は、チケットレス航空会社の分刻みで更新される運賃とフライト情報を、フルサー

ビス航空会社に並べて GDS 経由で流している。 LCC の予約に必要なテクノロジー コス

トも無くしている。 LCC は、GDS チャネルにアクセスを提供するけれども、インベント

リーは渡していない。 全てのトランザクションは LCC の自社システム経由で処理されて

いる。 これは、オンライン旅行者の予約の増加を促進させるだろう。 
 

OUTSOURCING BOOM.  アウトソーシング ブーム 
ビジネス プロセス アウトソーシング（BPO）が、中国・インド・豪州・フィリピンに於

ける大幅な成長を中心に、アジア太平洋地域に広まっている。 BPO の急成長は、特にグ

ローバルな米多国籍企業の間で、この地域からのビジネス旅行を増加させ、インターナル
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なプロセス（旅行の様な）の統合を促進させている。 
 

E-TICKETING.  E-ティケッティング 
アジア太平洋地域の多くの市場は、依然として紙の航空券を配達しているが、IATA の 2007
年迄の e-ティケット化が、セルフ予約ツール採用の重要な推進力となるだろう。 
 
 

Inhibitors of Online Corporate Travel Adoption in APAC 
アジア太平洋地域のオンライン法人旅行の採用を抑制する諸点 
 

反対に、オンライン法人旅行の成長を抑制する幾つかの要因が存在する。 それ等は： 
 

STRUCTUAL INEFFICIENCIES.  構造的な非効率性 
アジア市場は、大きな成長を経験している（特に中国）けれども、企業のシームレスな戦

略の導入を抑制する、この地域固有の構造的な非効率性が存在する。 多くの航空運賃は、

GDS に掲載されないので、企業のバイヤーは、自動化プロセスと欧州や北米で成功裡にテ

ストされているテクノロジーの導入を出来なくされている。 
 

COUNTRY SPECIFIC REQUIREMENTS.  国の固有の条件 
国際的な予約ツールの採用は、文化とその国固有の問題への適合（e.g., 中国）を必要とす

るマルチプルのバージョンを必要とする。 
 

TRIP COMPOSITION.  旅行の編成 
アジア太平洋地域の旅行の大部分は、オンラインで容易には完了出来ない、或は、オンラ

インで購入出来ない、国際航空便のマルチのセグメントを含んでいる。 
 

LOW LABORE COSTS.  安い人件費 
セルフ予約ツールの ROI バリューが 低となるインドや中国では、オンライン トランザ

クションのコストは、全くフルサービス トランザクションと変わらない。 これは、欧州

や北米で見られるサービス コストのモチベーションを、働かなくさせている。 
 

TRAVEL AGENT VALUE.  旅行社の価値 
アジア太平洋地域では、旅行調査・購入・ティケット配達のプロセスで、旅行社が大きな

バリューを提供している。 これ等のパーソナライズド サービス（e.g., ティケットのハ

ンド デリバリー）が文化と関連しているので、それ等のサービスの幾つかを自動化してし

まう、オンライン予約ツールを旅行者に使わせるのは極めて難しい。 
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PAPER TICKETING.  紙の航空券発券 
e-ティケッティングは、正にオンライン旅行業界の成長の主要なドライバーであり、アジ

ア太平洋地域で勢いを増しているけれども、旅行社は、その普及は全体発券量の 40%と推

定している。 GDS の e-ティケッティング能力にも拘らず、殆どのアジアの航空会社の路

線は、e-ティケッティングを取り扱える様には装備されていない。 そして、二番目には、

紙の航空券が入国管理で要求される。 後には、航空会社は、旅客が接続便に搭乗する

際のデータ交換の為の、彼等の予約システムをオープンする事に慎重になっている。 
 

DOMINANT AIRLINE CARRIERS AND CRS SYSTEMS. 
市場席巻航空会社と CRS システム 
各市場のナショナル キャリアと関連 CRS システムの強さが、レジャーと法人旅行の両方

のソリューション選択を支配する。 いかなる予約ソリューションも、各市場を支配して

いる航空会社と、その多くは伝統的な企業環境の中で運営されている CRS と整合しなけれ

ばならないだろう。 
 
 

Online Corporate Travel Market Readiness  オンライン法人旅行市場の準備 
 

市場の全般的なオンライン法人旅行市場の準備は、以下の 12 の要因によって決定される。 
１． 現在のオンライン利用状況 
２． 旅行管理プログラムの洗練さ 
３． テクノロジー インフラストラクチャー 
４． 指令（mandate）の使用 
５． オンライン予約ツールをサポートする文化 
６． トラベル ポリシーの利用 
７． コンテントへの集中化されたアクセス 
８． 単純化されたプライシング 
９． クレジット カード利用の普及 
１０． フルサービス キャリアの役割 
１１． LCC の役割 
１２． 鉄道の役割 
 

Table 6-4 は、これ等のファクターを High, Medium, Low 別にランク付けを行って、各国の

オンライン法人旅行の準備状況を図示したモノである。 図に見られる通り、オーストラ

リアが、略全てで High を獲得し、 もオンラインに成功している事を示している。 これ

情報 239（平成 18 年 10 月 13 日）  TD 勉強会 13



は、オーストラリア企業の企業文化及びマネジメント スタイルが米国のそれに似通ってい

る為である。 興味深い事は、高いクレジット カード普及率、 も進んだテクノロジーと

e-コマースの、香港・シンガポール・日本の先進アジア太平洋諸国が、未だに消費者のオ

ンラインに対する抵抗を拭い切れていない事である。 プライバシーと窃盗は、依然とし

て大きな障害である。 中国では、ファイナンシャル サービス インフラストラクチャー

が、サプライヤーと消費者レベルで、急速な e-コマースの成長に付いて行けていない。 イ

ンドでは、多くの LCC の矢継ぎ早の誕生、鉄道のオンライン購入、IT と IT Enabled Service
（BPO）の成長、Web に精通した従業員によって構成されている産業が、オンライン法人

旅行の成長の基礎を形作っている。 ■ 

 

—— Chapter Five：European Market 第 6 章 アジア太平洋市場 前編 以上 ——— 

 

 

 

4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 

（１）米会計検査院、国防省の旅行システムの進行遅延を指摘 
米会計検査院（GAO）は、国防省（DOD）のオンライン予約システムが、計画通りに行っ

ていないと報告している。 5 億㌦（580 億円）以上を費やした自動旅行システムが、一体

幾らのコストを節約出来て、一体何人の人がこれを使用しているのか、DOD は把握してい

ないと、GAO の報告書は言っている。 このシステムは、Northrop Grumman が開発した
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Defense Travel System で、9 月 30 日迄に、少なくとも DOD の主要 271 の現場と、世界の

8,500 以上のロケーションに展開されている。 当初計画では、9 月 30 日迄に、全 11,000
ロケーションに展開する予定であった。 ペンタゴンは、GTS 導入効果を、年間コスト削

減▲$123.5m、コスト増 +$67.1m、純コスト削減額▲$56.4m と算定しているが、 GAO は、

この推定値は、根拠に乏しく、オンライン化率 70%の数値も当てに出来ない数値であると

指摘している。 

GTS は、システム利用者に対するトレーニングと、（一部の利用者は、システムの利用が

難しい＜特に初心者にとって＞点を上げている）、ユーザビリティーの改善を実施しない限

り、DTS の利用促進は進まないだろうと、GAO は指摘している。 そして、市場に出回

っているオンライン旅行サイトが、GTS よりも利用されてしまう事を懸念している。(DTW, 
10/2/2006) 

 

（２）ホッグ ロビンソン、 終的にロンドン証取に上場 
市場環境が相応しく無いという理由で、上場

をためらっていた Hogg  Robinson が、当初

の売り出し価格を▲28%下回る一株 90p で

LON 証券取引所に上場し、275m ﾎﾟﾝﾄﾞ（550
億円）のエクイティー資金を調達した。 10
月 9 日の上場初値（conditional trading）は、1
株 96p を付けた。 メインマーケットに於け

る unconditional trading は、10 月 12 日から開

始される。 160 年の歴史を有するこの会社

は、1963 年に上場された後、2000 年に 232m ﾎﾟﾝﾄﾞ（464 億円）でマナジメント バイアウ

トされていた。(DTW, 10/9/2006) 
 

（３）ビジネス トラベル コーアリションが、フルコンテント契約を追跡 
ビジネス トラベルの企業バイヤー利益擁護団体 Business Travel Coalition（BTC）（CIGNA 
Corporation とその他の主要 16 法人で構成）が、航空会社が、 近 GDS と契約したフルコ

ンテント契約を“悪用”していないかのチェックを開始する。 BTC は、旅行管理会社

（TMC）、テクノロジー会社等の支援を受けて Full Content Commission を立ち上げ、航空会

社の旅行社や法人顧客へのフルコンテント提供の約束が、確実に実行されているかを追跡

する。 BTC 会長の Klevin Mitdchell は、航空会社のフルコンテント提供の約束が守られ

ていない場合が有ると指摘している。 例えば、AA は、先週、自社サイトだけに、ボー

ナス マイル付きで、オンライン手数料無し TYO＝Austin（Texas）往復 589 ㌦を掲載した。 

勿論、フルコンテント契約は、航空会社の自社サイトだけのターゲット プロモーション掲

載を許している。 従って、AA の Austin 運賃は、フルコンテント契約違反とはならない。 
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しかし、BTC は、これ等の販促運賃の掲載量と掲載頻度が問題だと言っている。 航空会

社自社サイトだけの販促運賃掲載が増加すれば、契約違反と同然となってしまう。 航空

会社は、自社サイト掲載の販促運賃を梃にして、GDS に一層のインセンティブ削減の圧力

を掛けるかも知れない。 BTC は、来年 3 月迄に、運賃追跡ソフトウエアーを導入して、

航空会社別の “約束違反”（見る人によっては異なるが）のリスト（四半期ベース）を作

成する。(DTW, 10/10/2006) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）ライアン航空エアリンガス買収、アイル

ランド政府とパイロット組合反対 
 

Aer Lingus上場と同時のRyanairによる一株2.80
ﾕｰﾛによる公開株式買付（買収ビッド）に対し

て、依然として 28%を所有しているアイルラン

ド政府は、強い拒否反応を示している。 

以下に箇条書きにして纏める。（2.8 ﾕｰﾛに基づ

く Aer Lingus 時価総額は 15 億ﾕｰﾛ≒2,200 億円） 
 

 ア政府は、アイルランドの空が、1 社に独占されるのは断固許さない、と言っている。 
 Aer Lingus 株は、ア政府 28%、社員持株会 10%、2 つのプロフィット シェアリング ス

キームが 2%以下、パイロット組合 2%（10 月 11 日、一株 2.87 ﾕｰﾛで急遽購入）を所

有している。 つまり、企業側は、40％以上のマジョリティーを所有しているので、

Ryanair の買収は、成功しないだろうと見られている。（Ryanair CEO Michael O’Leary 
[45]は、「51%を確保すれば成功」と言っている。） 

 アイルランド国内では、政府の下手な Aer Lingus 民営化が非難されている。 要する

に、「政府が安く売り出した為に、Ryanair に買収をしかけられてしまった」と言う非

難が上がっている。（政府は一株 2.20 ﾕｰﾛで売り出した。） 今秋の総選挙では、与党

は大きな打撃を受ける事になるかも知れない。 

 この買収は、欧州連合競争委員会の審査をパスしなければならないが、同委員会は、

域内の航空会社は分散化し過ぎていると考えているので、AF/KLM 合併承認に見られ

る通り、競争力を強化する事になるコンソリデーションには前向きな姿勢をとってい

る。（委員会は、関係政府＜この場合はア政府＞に意見を求める事が出来る。） 

 アイルランド＝英国間路線で、Ryanair は 54.2%、Aer Lingus は 23.8%の供給シェアー
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を有している。 アイルランド＝欧州大陸路線では、Aer Lingus が 43.2%、Ryanair が
32.1%。（データは 7 月時点。） 

 現在、株価は Ryanair の買値 2.80 ﾕｰﾛ以上となっている為、Ryanair は、株の買い増し

が出来ない。（ビッドした買値以上に株価の買い増しは禁止されている。） 株価がこ

の水準で推移するならば、Ryanair は、買値を引き上げざるを得なくなる。 
 Aer Lingus のメモランダムと定款は、政府の同意が無ければ変更出来ない事、75%の

株式を押さえなければ、その企業の上場廃止を出来ない事、（企業側が 40%以上を所

有しているので、Ryanair の 75%確保は困難）を考えると、この買収意図は那辺に有

るのか詮索されている。(FT.com, 10/6/2006) 
 

（２）アリタリア航空、リストラ失敗自ら認める 
AZ は、リストラ策が行き詰まっている事を自ら認め、イタリアの航空業界再編なくして

は、生き残るチャンスが問題となるだろうと言う報告書を、先週、政府（AZ 株 49%保有）

に提出した。 10 月 18 日には、イ議会運輸委員会に於ける CEO Giancarlo Cimoli のテステ

ィモニー（証言）が予定さている。 AZ は、昨年の銀行団と政府に支援による 10 億ﾕｰﾛ

（1,500 億円）増資にも拘らず、今年度上半期の赤字は、▲221.5m ﾕｰﾛ（330 億円）と、前

年同期の▲124.7m ﾕｰﾛ（180 億円）より 2 倍近くも拡大している。 一方、Romano Prodi
首相は、10 月 10 日に開催された運輸組合とのミーティングで、「3 ヶ月以内に救済策を取

りまとめない限り、AZ は倒産するだろう」、「AZ は、創立以来、一番難しい局面に立たさ

れている」と語っている。 組合は、Cimoli の退陣を求めている。 政府内にも Cimoli
に対する批判が強くなっており、ここ数日内に彼の更迭人事が発表されるかも知れない。

(FT.com, 10/6/2006) (channelnewsasia.com, 10/11/2006) 

 

（３）エアーアジア（マ）が長距離 LCC を設立か 
先週発行された経済週刊誌の The Edge が、情報ソース開示無しで、AirAsia が、来年初め

に、長距離 LCC 航空会社設立を計画している、と伝えている。 就航路線の一つには、

KUL=LON 線が計画されていると報道している。 AirAsia CEO Tony Fernandes は、荒唐無

稽な話と言って、この報道を否定している。(channelnewsasia.com, 10/8/2006) 

AirAsia は、マレーシア政府に対して、同社の KUL=SIN 線の開設を早期に認める様再び要

請した。 KUL=SIN 線は、現在MHと SQ で（殆ど）独占されており、AirAsia とTiger Airways
（シ LCC）路線参入が認められていない。 AirAsia は、マ政府の MH 保護政策を非難し

ている。(channelnewsasia.com, 10/8/2006) 
 

（４）エミレーツ航空、B747-8F 型機×20 機発注 
ドバイの Emirates が、10 月 8 日、B747-8F 型機（140 屯ペイロードを有する貨物専用機、）

×20 機（カタログ価格 56 億㌦≒6,600 億円）を発注した。 内訳は、10 機が確定発注、10

情報 239（平成 18 年 10 月 13 日）  TD 勉強会 17



機がオプションで、デリバリーは 2010 年以降となる。(channelnewsasia.com, 10/9/2006) 
 

（５）エアバス CEO 交代、大胆なリストラ計画継続 
Airbus の CEO が Christian Streiff から、Louis Gallois に交代した。 Gallois は、現在、EADS
（Airbus 親会社）の仏側共同 CEO であるが、彼は、その職と Airbus CEO を兼務する。（EADS
は、仏と独の共同経営体制がとられている。 会長及び CEO には、両国から選ばれた 1
人づつ、計 2 人による共同管理体制がとられている。 独側共同 CEO は、Thomas Enders
で、Gallois の Airbus CEO 就任後は、EADS の軍用機部門を指揮する事になる。） 

Streiff（52）は、7 月に、A380 型機の大幅遅延で引責辞任された Noel Forgeard の後任とし

て、ガラス メーカー（industrial materials group）の Saint Gobain から Airbus CEO に請われ

て就任した人物。 しかし、Airbus に於ける CEO 職の自主性が、独仏株主と親会社 EADS
の干渉により著しく規制されている点に大きな不満を持った Streiff は、結局、僅か 3 ヶ月

で辞表を提出した。 彼は、辞任後、仏自動車メーカーPeugeot Citroen のトップに今年末

に就任する予定。 

後任の Gallois（62）は、元仏国鉄 SNCF 総裁で、Streiff とは違って Aerospatiale 社（2000
年に EADS と合併）と、仏ジェット エンジン メーカーSnecma 社での在籍した事のある

航空業界に長い経験を有した人物。 彼は、Streiff が纏めた Power8 リストラ計画（2010
年までに毎年▲21 億ﾕｰﾛ≒3,150 億円のコスト削減と生産性を +20%向上する計画）の実行

を指揮する。 このリストラ計画には、タブー視されて来た独仏共同経営体制の見直しを

含むコーポレット ガバナビリティーや、ツールズとハンブルグンに分離されている組立工

場の統合（A380 型機をツールズに、A320 型機などの一本通路機をハンブルグに集合？）、

▲10,000 人以上のレイオフ（Airbus 従業員数 55,000 人）などの厳しい内容のコスト削減策

が含まれている。 

Gallois は、喫緊の問題である A380 型機のデリバリー遅延（この影響で、今後 4 年間で▲

48 億ﾕｰﾛ≒7,200 億円の利益減少が見込まれている）と Power8 リストラ計画に加えて、B787
型機に大きく出遅れている次期長距離中型機 A350-WXB 型機開発の 終決定にも取り組

まなければならない。 (FT.com, 10/8-10/2006) (nytimes.com, 10/8-11/2006) (wsj.com, 
10/10-11/2006) 

 

EADS 株 22.5%を所有する DaimlerChrysler 社（独）が、7.5%を売却する事を計画している。 

EADS の株主構成は、仏側が 22.5%（政府持ち株会社 SOGEADE 15% + メディア企業

Lagardere 7.5%）を所有し、仏独が並び筆頭株主となって、両国の均衡が保たれている。（こ

の他、スペインの国営企業が 5.4%を所有している。） 独政府は、DaimlerChrysler 社が売

却する株式を独企業に購入させて、仏独間の均衡維持を欲しているが、この株式を引き取

る独民間企業は、今の所探せていない。 そこで、政府は、独国営再開発銀行の KfW にこ

の 7.5%の株式を引き取らせる事を考えている。 10 月 11 日に開催された、仏独定期首脳
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会議のトップ議題は、北朝鮮問題や連合域内等の問題に優先して、EADS 問題となった。 

会談後、独首相 Angela Merkel は、独側の EADS 参加比率は、全ての考えられる手段を採

用して低下させないと言明した。 仏 Jacques Chirac と独 Angela Merkel は、共に、EADS
の問題で、自国の利益を 優先させている。（EADS は、株主に対する配慮よりも、独仏西

の自国産業就労機会の確保を優先させている、と言われている。） 一方、ロシアの国営銀

行は、先月、EADS の 5%を取得して、役員 1 人のポストを要求したが、EADS は、これ

を拒否している。(FT.com, 10/8-12/2006) 

2 年にも及ぶデリバリー遅延で、120 億ﾕｰﾛ（1 兆 8,000 億円）の A380 型機プロジェクトの

損益分岐機数は、当初の 250 機〜280 機から、約 350 機に跳ね上がる。 現在の確定発注

機数は 159 機で、この機数は、殆ど 1 年前から変化していない。(wsj.com, 10/13/2006) 
英国防衛産業グループの BAE Systems は、プット オプションを行使して、エアバス株 20%
を、27.5 億ユーロ（3,000 億円）で EADS に売却した。 これにより、EADS は、エアバス

を 100%所有する完全子会社とした。 BAE は、この売却で得た資金を、米防衛企業の買

収に充当する。(AFP. 10/14/2006) 

EADS の独側共同 CEO Thomas Ender は、EADS 株の国営企業による所有に反対している。 

国家による干渉を排除して、EADS の自主経営体制を優先させるべきだと発言している。 

独政府の経済相 Michael Glos も、独国営銀行 KfW による EADS 株保有は、EADS のリスト

ラ計画には良い影響を与えない、と語っている。 独首相 Merkel と微妙な違いを見せてい

る。(AFP, 10/15/2006) 
 

 

Louis Gallois, the new chief of Airbus, pledged to cut jobs, reorganize management and increase productivity to compete 

with Boeing. 
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Christian Streiff took over in July as the chief executive of Airbus, which is revamping after its superjumbo jet fell years 

behind schedule. 

 

（６）英国航空幹部 2 人が、燃料サーチャージの談合で辞職 
BA の営業本部長 Martin George と、コミュニケーションのヘッド Iain Burns の 2 人が、10
月 9 日、辞職した。 George は、長距離線の燃油サーチャージの設定に際して、競争他社

と不適切な会話をした事を認めている。 両名は、6 月中旬、BA が、過去 2 年間にわたる

燃油サーチャージの談合の疑いで、英国と米国の競争法管理当局の刑事と民事の立ち入り

強制捜査を受けて以来、会社を休職していた。 この強制捜査は、ライバル企業の Virgin 
Atlantic からの情報の提供により実施されている。 運賃談合に対する罰金は、企業に全世

界の年間収入の 10%と、談合に参加した個人には、有罪となれば 5 年間の禁固刑が科され

る。 燃油サーチャージ談合ケースは、2 月より開始された欧州連合と米司法省を巻き込

んだ世界的レベルの貨物運賃談合調査の中で発見されている。 欧州連合の競争委員会と

米司法省による、米／欧／アジアの企業に対する合同捜査は、米国と欧州の貨物企業と顧

客からの、複数の団体訴訟提訴に発展している。 LH は、先月末、$85m（100 億円）の

和解金を原告に支払う約束を行って、団体訴訟を回避すると同時に、関係国の当局の情状

酌量を求めている。（FT.com, 10/9/2006） 
 

（７）ノースウエスト整備組合 新協定に合意 
NW の整備員は、スト突入後 14 ヶ月後になって、ヤット新労働協定に暫定合意した。 

Aircraft Mechanics Fraternal Association 組合は、今後 30 日以内に、この暫定合意に対する組

合員の批准投票を開始する。 
2001 年に、10,000 人近くいた整備員と清掃員は、スト突入時点で 4,400 人に減少した。 彼

等は、NW の整備アウトソースによる人員半減と給与の▲25%カットに反対して、2005 年

8 月にストに突入した。 
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ところが、NW は、1,200 人の臨時整備員を導入し、1 便の欠航も発生させる事なくストを

乗り切ってしまった。 そして、臨時整備員の一部を、時給 26.53 ㌦（以前は 36.39 ㌦＝

高レベル）で本採用に切り替えた。 つまり、整備組合は、ストの効果も上げられず、NW
に完全に負けたのだ。 NW は、この人員減と給与カットにより、年間▲$203m（240 億円）

の労務費削減に成功した。 この暫定合意が組合員によって批准されれば、ストに参加し

た整備員には、5 週間〜10 週間の退職金が支給される。(wsj.com, 10/10/2006) 
 

（８）デルタ子会社 コムエアーが客室乗務員の給与カットを開始 
DL 子会社の Comair（リジョナル便運航会社）（DL と同様 Chapter-11 企業）が、客室乗務

員（970 人）の給与カットと就業規則の変更を、一方的に（組合との合意に失敗）11 月 15
日から開始する。 破産裁判所は、2 ヶ月前に、Comair の労働協定の一方的破棄（新協定

の一方的導入）を、破産法に基づいて承認していた。 Comair は、客室乗務員、パイロッ

ト、整備員の給与カットにより、年間▲$7.9m（9.5 億円）のコスト削減を計画している。

(nytimes.com, 10/10/2006) 

 

（９）燃油費低下、テロによる減収を相殺してオツリを出す  航空株軒並み上昇 
10 月 10 日、NYC 商品取引所に於ける 11 月渡しの原油が、バ

レル 1.44 ㌦下落し 58.52 ドルをつけた。 原油が一時の 70 ㌦

台の高値から値を下げて、1 年前より▲8%低下した。 燃油費

は、航空会社のオペレーティング コストの 20%～30%を構成

するため、このコストの下落は、即、航空会社の収支を好転さ

せる。 航空会社 10 社を代表する American Stock Exchange 
Airline Index は、英テロ計画発覚直後の 8 月 11 日に 44.65 を付

けていたが、9 月 13 日には 49.13 まで大きく回復している。 

AA は、ジェット燃料単価予測をガロン 2.18 ㌦から、2.03 ㌦に

切り下げた。 この結果、AA の今年度下半期の収支は +475m
㌦（560 億円）好転すると言う。 テロの脅威による旅客収入

の減少の恐れよりも、燃油費の減少による収支好転を市場はよ

り評価して、航空株は、軒並み徐々に値を上げ始めている。

(wsj.com, 10/11/2006) 

 

（10）ロンドン シティー空港、米財務サービス グループ AIG コンソーシアムに売却 
London City 空港が、米財務サービス グループ AIG と、Global Infrastructure Partners（GIP）
（Credit Suisse と General Electric の GE Infrastructure ファンドの合弁企業）で構成するコン

ソーシアムに、750m ﾎﾟﾝﾄﾞ（1,600 億円）で売却された。 同空港は、アイルランドの投

資家 Dermot Desmond によって、1995 年に英建設グループの Mowlem から僅か 23.5m ﾎﾟﾝﾄﾞ
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（28 億円）で買収されていた。 これで、 近の 2 年間で、LON の全 5 空港が海外の投

資家に売却された事になる。 LHR、GTW、Stanstedを運営するBAAが、スペインのFerrovial
建設グループが率いるコンソーシアムに、今夏、101 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（2 兆円）で売却された。 

London Luton 空港を所有する TBI が、2005 年初めに、スペインのインフラ オペレーター

の Abertis Infraestructuras と、Aena スペイン国営空港グループに 551m ﾎﾟﾝﾄﾞ（1,150 億円）

で買収されている。 インフラ ファンドが、安定的な長期収入が見込める空港資産に、積

極的な投資を展開している。 London City は、ロンドン市中心から僅か 6 マイルしか離れ

ていない便利の良い空港で、2005 年の乗降客は 200 万人と、1995 年の 55.6 万人から大幅

な増加を達成している。 同期間に、航空機ムーブメントは 18,434 回から 70,912 回に増加

している。(FT.com, 10/11/2006) 
 

（11）シルバージェット（英）、1 月末から NYC=LON 全席ビジネスクラス便開始 
英国初の全席ビジネスクラス長距離航空会社 Silverjet（5 月に LON 証取上場）が、来年 1
月末から、LON Luton = NYC (EWR)線 毎日便に就航する。使用機材は B757-200 型リース

機（90 席） NYC=LON 線全席ビジネスクラス市場には、既に昨年末から米国企業の Maxjet
と Eos の 2 社が存在する。 一方、仏新興企業の Elysair が ORY = EWR 線に全席ビジネス

クラス便を 12 月から就航する。 Silverjet は、LON=NYC 往復運賃を 999 ﾎﾟﾝﾄﾞ(20 万円)
で販売する。 これは現在の運賃 3,000 ﾎﾟﾝﾄ （゙65 万円）の 1/3 以下の料金。 Silverjet は、

事業家の Lawrence Hunt と書籍販売業の Foyle’s によって設立された航空会社。 来年末ま

でに毎日 3 便運航に増便することを計画している。(FT.com, 10/12/2006) 
 
 
 

 水 運  
 

（１）APM ターミナル、ベ北海コンテナ ターミナルの 40%を中国 SIPG に売却 
デンマークの AP Moller-Maersk グループのコンテナ ターミナル事業会社 APM Terminals
は、2 週間前に、上海市が運営する中国 大の港湾オペレーターSIPG に、ベルギー北海の

Zeeburgge に有るターミナルの 40%を売却した。 APM ターミナルは、この売却意図につ

いて多くを語らないが、世界の港湾関係者達は、SPIG の海外進出を助けて、その見返りに

中国に於ける事業の拡大を APM が狙っている、と分析している。 APM と SIPG は、2003
年から上海でターミナルの共同運営を開始し、現在、新ターミナルを建設中。 SPIG は、

世界 4 大オペレーターの内の 3 社 Hutchison Ports／香港、PSA／シンガポール、DP World
／ドバイが、彼等の基地港から発生する貨物ボリュームを梃子にした海外展開拡大を目指

しているのと同じ戦略を採用し様としている。(FT.com, 10/6/2006) 
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（２）PSA、中国 天津港プロジェクトに S$1.3bn を投資 
シンガポールの PSA International が、中国の天津港の 6 バース建設プロジェクトに S$1.3bn
（970 億円）を投資する。 PSA が 49%、残りを天津港ホールディングが分担する。 天

津港は、中国で第 6 番目に大きな港で、このプロジェクトにより、年間＋400 百万コンテ

ナの取扱の増加を目指す。(channelnewsasia.com, 10/10/2006) 
 

（３）コンテナ船、益々大型化されている 
アジアからの溢れる貨物を、米国と欧州に輸送するコンテナ船の、大型化が止まるところ

を知らない。 世界第 2 位のコンテナ輸送船会社 CMA CGM（Marseille, 仏）の次世代コ

ンテナ船 Hugo 丸は、8,200 個の TEU コンテナ（鉄道貨物列車に搭載するとなると 23 マイ

ルの長さになる）を一時に輸送する能力を有している。 コンサルティング企業の Global 
Institute Inc. は、アジアからの年率+10％で増加する貨物に対応して、メガ コンテナ船が

既に 90 艘、アジアと米国／欧州航路に運航されていると言う。 そして、2010 年までに、

少なくとも 8,000 個の TEU を積載可能なコンテナ船が、あと 150 艘も建造され、これらの

船舶を建造する造船所に、160 億㌦～180 億㌦（1 兆 9,000 億円～2 兆 1,500 億円）が支払わ

れるだろうと予測している。 この巨艦船は、10 年前に建造された通常コンテナ船の倍以

上の貨物積載が可能となるため、外洋航路の 1TEU 当たりのコストは、およそ▲30%削減

されると言う。 コスト削減を目論むコンテナ船会社が争って、巨艦コンテナ船の建造レ

ースを走っている。 8 月に、Maersk が 1,300 フィート長の Emma Maersk を就航させた直

後に、 CMA CGM は、11,400 個の TEU 搭載可能（Emma の公式キャパシティーよりも +4%
大きい）なコンテナ船を 8 艘建造すると発表した。（発注価格合計 12 億㌦≒1,400 億円） 巨

艦コンテナ船の就航に合わせて、港湾施設の改善も進んでいる。 Long Beach 港は、$800m
（960 億円）を投資して、Gerald Desmond 橋をより高い橋に架け替える。 パナマは、55
億㌦（6,500 億円）のパナマ運河拡張計画（現在の年間輸送力 330 百万トンを倍増させる計

画）を、10 月 22 日の国民投票にかける。(wsj.com, 10/10/2006) 
 
 
 
 

Hugo is one of the swift, supersized container 

ships being built to accommodate the boom in 

global trade. 
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 陸運&ロジスティックス  
 
（１）ハレー ダビッドソン 第 3 四半期決算 +18%増益達成、海外販売好調 
Harley-Davidson Inc は、第 3 四半期決算で前年同期を +18%上回る $312.7m（370 億円）の

利益を計上した。 収入は +14%の$1.64bn（1.950 億円）であった。 国内販売は +6.7%
増、海外販売は +18.7%増であった。 日本に於ける販売は、+13.7%増。(wsj.com, 10/12/2006) 
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 ホテル＆リゾート  
 

（１）シンガポール セントーサ総合リゾート開発に 3 者が入札 
Sentosa に建設する、シンガポールの 2 番目の総合リゾート開発プロジェクトに、以下の 3
者が入札した。（1 番目の Marina Bay 総合リゾート開発は、5 月に、米カジノ企業 Las Vegas 
Sands により落札されている。） 

入札者 提携先 規模 計画内容など 

Genting 
International 

（マレーシア） 

 $5bn 

Resorts World at Sentosa 

ホテル 6 軒＋Universal Studio 誘致 
2015 年に 1 千万人の入場者を見込む 
2009 年末にソフト オープン 

Eight Wonder 
（米国） 

豪 PBL＋香港 Melco
（equity Partner） 

$5.5bn
Isle off Capri Casinos も参加する 

Kerzner 
International 
（米国） 

CapitaLand（シ）  
入札内容の情報公開せず。 
Atlantis（バハマ）、Sun City（南ア）の

実績を誇示 

Harrah’s 

Entertainment（米）
Keppel Land（シ）  

先週、入札断念 

 

大方の予想は、Genting International が落札すると見ている。 Merrill Lynch は、75%の確率

で、Genting がこの Sentosa プロジェクトを獲得すると予想している。 Genting は、英国

大の賭博企業 Stanley Leisure を買収し、この Sentosa プロジェクトを獲得すると、世界第 3
位のカジノ企業となる。(channlenewsasia.com, 10/11/2006) (FT.com, 10/10/2006) 
 

（２）ハラー買収価格、一株 83.50 ㌦に値を上げる 
世界 大のカジノ オペレーターであるHarrah’s International Incの買収をオファーしている、

プライベート エクイティー2 社（Apollo Management と Texas Pacific Group）は、買収価格

を、当初の 81.0 ㌦（151 億㌦≒1 兆 8,000 億円）から値上げして、83.50 ㌦にした。 業界

筋は、一株 85.0 以上でないと、この買収は成立しないだろうと予想している。(wsj.com, 
10/12/2006) 

先週号「情報 238」ページ 37 で、・・・・+22%プレミアムをつけた一株 $88による・・・

は間違いで、一株 81.0 ㌦が正解。 
 

（３）ウインダム、中国でスパー8 ホテル×6 軒を展開 
Wyndham Worldwide が、中国で、9 月に、同社のロッジング ポートフォリオの中のエコノ

ミー ブランドである Super 8 Hotels×6 軒をオープンした。 この展開で、Super 8 は、中
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国大陸に於ける 大外国エコノミー ホテルの一つとなった。 オープンした 6 軒のホテル

は、次の通りである。 

・ Super 8 Hotel Beijing Bai Hua 
・ Super 8 Hotel Beijing Yi Zhuang Tian Bao 
・ Super 8 Hotel Beijing Ju Feng 
・ Super 8 Hotel Suzhou Hongde Shi Lu（江蘇省 蘇州） 
・ Super 8 Hotel Wuhan Yangtze River Qing Shan（武漢） 
・ Super 8 Hotel Nanchang Yi Tai（江西省 南昌） 
(DTW, 10/9/2006) 
 

（４）英上場オンライン賭博企業、続々米国向け商売を中止 
ブッシュ大統領は、10 月 13 日、違法インターネッ

ト賭博取締法に署名した。 LON 証券取引所に上場

しているオンライン賭博企業が、続々と米国向け商

売から撤退している。 

Sportingbet は、米国向けオペレーションをタッタの

$1 で、Jazette Enterprises Limited に売却した。 この

売却には、13.2m の負債が付いている。 JEL の購

入の意図がハッキリしない。 Leisure & Gaming も米

国向け事業を、CEO Alister Assheton が興した企業に

$1 で売却している。 

World Gaming は、管財人管理企業となった。 これは、米賭博規制法の初めて犠牲者。 
PartyGaming や Empire Online や 888 Holdings は、米国向け商売を中止した。 Empire は、

FTSE 100 銘柄株から抹消された。(AFP, 10/14/2006) 
 
 
 

 その他  
 

（１）ヒスパニックが、黒人を抜いて米国 大のマイノリティーとなった 
米国の Hispanic 人口が、2005 年 7 月に、4 千 3 百万人近くに達し、米国の全人口の 14%を

構成する迄に至っている。 この拡大するマイノリティー集団は、50 年後には、現在の倍

以上の 1 億 260 万人に達するだろうと、米 国民統計局が予測している。 Hispanic の年収

は、35,967 ㌦（2005 年、中間値）で、全米平均の 46,326 ㌦を▲20%以上も下回っている。

（白人コミュニティーの年収は 50,784 ㌦。） しかし、昨年の Hispanic 1,250 万所帯の内、

9%近くの 1,100 万所帯は、年収 10 万㌦を上回っている。 しかも、高額年収所帯の比率
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が拡大している。（1995 年には、タッタの 2.4%しか存在していなかった。） 平均年齢は

27.2 歳で、全人口 36.2 歳よりも 10 歳近くも若い。 証券取扱業者（brokerages）などの企

業は、今から Hispanic マイノリティーの顧客確保に努力を惜しんではいけない。 
(wsj.com, 10/11/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 
 

米国で、オフロードが増えている。 米メジャーが国内線の供給を削減して、より儲かる

国際線に廻しているからだ。 供給減となった国内線のロード ファクターは、 高レベル

（80%以上）に達し、その影響でオフロード旅客数が 1 万人当たり約 13 人（前年比 +40%）

に増加してしまったと言うのだ。 
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「航空便には、予約した旅客が搭乗しない“No-Show”が付き物なので、どうしてもオー

バー セールが必要なのだ」・・・と教えられて来た。 
しかし、10月 10日付けのWall Street Journal紙の“航空会社のオフロードは許されるのか？”

の記事（ページ 4）は、長年航空便予約を担当した者にとっても、少しは考えさせる事を

書いている。 
この記事は、「航空会社は、旅客に払戻不可と予約変更手数料などの契約条項（運賃規則）

を押し付けて、例外無しのその履行を強要しておきながら、自分達はオーバーセールを勝

手に実施して（つまり勝手に契約違反＜オフロード＞して）良いのだろうか？」と疑問を

投げかけている。 
 

厳しい契約条件付き（運賃規則付き）運賃を利用する旅客は、No-Show しない。（出来な

い。） No-Show するとペナルティーがかかってしまうからだ。 No-Show の元凶は、ノ

ーマル運賃を支払っているハイ イールドの旅客達である。 ノーマル運賃旅客は、高い運

賃を支払って呉れので、旅程設定も（途中降機回数や航空券の有効期間の心配無しに）予

約変更も自由に出来る特権を有している訳だが、だからと言って自由に No-Show して良い

筈など決して無い。 それなら、ハイ イールド旅客にも No-Show ペナルティーを課せば

良いのだが、他社との競争上それは実行出来ない。 結局は、古典的なオーバー セールの

方策が、唯一の No-Show Prevention となって今日迄続いている。 
 

近では、データウエハウス テクノロジーを駆使し、旅客のプロファイル データを集積

して、CRM などのマーケティングに役立てている航空会社が増えているのだから、

No-Show した無責任な旅客（契約不履行なのだから！）の記録の蓄積を開始してはどうだ

ろうか。 そして、この記録を、例えば、No-Show 回数の多い、だらし無い旅客の空席待

ち順位を下げるとかに応用出来ないものだろうか？ 
 
 

jetBlue は、決してオーバーセ−ルを実施しない。 だから、オフロードも発生しない。 CEO
の David Neeleman は、元航空便予約のエキスパートで、運賃構造を、払い戻し不可の片道

運賃に単純化して、予約時点同時購入制度を導入している。（つまり予約／購入時点が、何

時も事前購入割引運賃となる。 例えば、便出発 30 日前予約／購入であれば、30 日前事

前購入運賃となる。） そして、予約の入り込み状況に従って運賃を変動させるイールド コ
ントロールによって、何時もロード ファクターを 80%以上に維持している。 

No-Show を存在しなくさせているのだから、それだけイールド（予約）管理が容易（正確）

となる訳だ。 
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（jetBlue の主力機は、A320 型狭胴機なので、オフロードを全く発生させずに、80%以上の

ロード ファクターを達成するのは、B747 型機などの広胴機の場合よりも余程難しい。 
何故ならば、180 席×[1-80%]＝36 席 ＜ 350 席×[1-80%]＝70 席となるからだ。） 
 
 

Neeleman は、No-Show が、いつも 5％発生しているならば； 
① ▲5%以上運賃を下げて、 
② その運賃に No-Show ペナルティーを課して、可能な限り No-Show を無くして、 
③ そして、オフロードを出来るだけゼロにし、 
④ 空港チェックイン時の混乱を解消し（その分、空港コストが下がる） 
⑤ 旅客の信頼を獲得する、（その分、幾らかは収入が増加する） 
方が得策と考えている。 
（jetBlue の運賃設定やその運用管理等の詳細については、TD 勉強会アーカイブ「情報 56」
平成 15 年 9 月 30 日号を参照する事をお勧めする。） 
 
 

何時迄も、だらし無い No-Show 旅客を許しておいて良いのだろうか。 だらし無い旅客に

よって、予約コントロールまでもが、だらし無くされては適わない。 （H.U.） 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 239 （ 以 上 ） 
 
 

 
Hi I'm David Neeleman, 
Founder and CEO of JetBlue Airways. Each week I fly on JetBlue flights and talk to customers so I can find out how we can 

improve our airline. This is my flight log...   （jetBlue.comより） 
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