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Harvard Business Publishing Blog, 6/05/2009 

Umair Haque 「エッジの経済」 

1. Twitter’s Ten Rules For Radical Innovators 

 徹底的革新、ツイッターの 10 規則 

 

ツイッターマニアの世界へようこそ。 かつてはオプラ（訳注：アメリカのトークショ

ー番組の司会者、オプラ･ウィンフリー）、今ではエヴとビズ（訳注：エヴはツイッター

の CEO、ビズは共同創立者）がタイム誌の表紙を飾る時代になった。 この大騒ぎが

正当化されたのか？ そう、ツイッター（Twitter）は私たちのコミュニケーション方法

だけでなく、革新する方法をも変えつつあるのだ。 

ツイッターは、世界で最もラジカルな経営革新の１つだ。 騒々しくわめいている 21

世紀の DNA に命を与えるという点で革命的なのだ。 私たちが議論してきた組織およ

び経営の新しい原理の格好の見本だ。 

 

以下に、ラジカルな革新のためのツイッターの 10 のルールを挙げる（ツイッターに、

少しは影響を与えてきたかもしれないルールだ）。 

 

１ 理想は戦略に勝る Ideals beat strategies. 人々がツイッターに関して一番頭にく

るのは、ツイッターにはプランやスキームやアングルがないらしいという点だ。 うる

さ型は、「おい、ツイッター。 ビジネスの基本は、何が何でも利益を得ることだと分

かっているのか？」と言う。 

 

彼らは、ブッシュ大統領のイラク政策と同じくらい間違っている。 ビジネスの基本は

価値を創造することであり（だからツイッターは、価値の抽出という陳腐で古臭い手口

を使っていない。 代わりに、もっと本物の価値を創造しようとしている）、そのため

には理想が必要なのだ。 ツイッターは真の革命家の物静かな強さでもって、その理想

である民主主義、平和、公平さを追求している。 

 

２ 開放は閉鎖に勝る Open beats closed. 誰もがツイッターを使って、ツイッター上

で誰とでも友達になることができ、ロックさえされていなければ誰のつぶやき（Tweets）

でも読むことができる。 その例がオプラだ。 開放性は重要だ。 なぜなら開放性が

21 世紀の経済、新たな相互依存の経済を解き放つからだ。 

 

ツイッターが解き放つ新たな経済とは何か？ 以下の３点を見てもらいたい。 
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３ コネクションは取引に勝る Connection beats transaction. 20 世紀においてはウ

イルス性のものと言えば、大半はインフルエンザだった。 そして今、“ウイルス性の

経済”の頂点に立つのがツイッターだ。 私は、あるすごいリンクをあなたから、あな

たは彼から、彼は彼らから得た。21 世紀においてはウイルス性が様々な種類の価値活

動を、さらに著しく効果的かつ生産的にする。 今ではウイルス性の経済が、リンクと

メッセージを人から人へと伝えるのだ。 彼らは明日、何を伝えるだろう？ 車？ 仕

事？ 家？ 

 

４ シンプルは複雑に勝る Simplicity beats networks.  加えてツイッターは、まさに

“痛みの経済”の頂点に立っている。 ツイッターはバカでも使える。 アシュトン･

カッチャー（訳注：アメリカの若手俳優）でさえ使えるのだ。 Apple、Google、そし

て今ではツイッターだ。 究極のシンプルさが経済的にパワフルであることは自明の理

だ。 そもそもシンプルでなければ、ネットワーク･メンバー同士がつながることがで

きない。 

 

５ 周辺はネットワークに勝る Neighborhood beats networks. ツイッターのネット

ワーク効果は、スタンダードなそれとは違う。 私は、あなたのつぶやきを定期的に読

むことができるが、あなたは私のつぶやきを定期的に読まなくてもいい。 それが数百

万人に当てはまる。 つまりは、どういうことか？ ツイッターは単にネットワーク効

果（複雑に交差、オーバーラップ、相互に補強し合うネットワーク効果）だけでなく、

“周辺効果”を十分に理解しているのだ。 オプラをフォローしている人たちは周辺の

人たちであり、それはアシュトンについても同様だ。 単に１つの大きなネットワーク

ではなく、これら周辺の多くに参加することによって利益を享受することができるのだ。 

 

６ 回線はチャンネルに勝る Circuits beat channels. ツイッターは、新たなメディ

ア･チャンネルを作り上げているのではない。 古いチャンネルを回線にしているのだ。 

オプラは、あなたに向かって放送しているわけではない。 むしろ画期的な点は、あな

たが彼女に対して話せること、あなたが自分の友人に対して彼女について話せること、

彼女があなたたち全員に対して話せること、誰でもがすべての人に対して話せることだ。 
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ツイッターはメディアの心臓部に、リアルタイムのフィードバックという中性子爆弾を

落とした。 古くて不活発で硬直したチャンネルが、柔軟で絶え間なく変わる、再構成

可能な回線となるのだ。 需要が供給の周りに合着し、逆もまた同様となって効率の良

さが得られ、独占が消えていく。 

 

７ 怠惰はビジネスに勝る Laziness beats business. ツイッターは“ビジネス･モデ

ル”を人々に急いで強引に押し付けたりはしない。 契約を結んだ後、互いの背中をた

たく代わりに、ツイッター･マニアたちは怠惰を決め込んでいる。 なぜか？ 彼らは

時間をかけて遊び、試し、何か役に立つものを提供し、価値を創造し、人々を真に幸せ

にするかを見極めようとしているのだ。 ビジネスとなると、ほとんどの場合忙しすぎ

て、これらのいずれにも頓着することができない。 怠慢な人は、「ビジネス･モデルは

偶然出来上るものだ」と言う。 

 

８ 公は私に勝る Public beats private. つぶやき（Tweets）は初めから公共のものだ。 

オプラにメッセージを伝えられるだけでなく、オプラへのあなたのメッセージは公共の

ものなのだ。 なぜそれが重要なことなのか？ ちょっと想像してみてほしい。 もし

銀行が重役ではなく、つぶやきによって経営されているとしたら、ウォール･ストリー

トは預金者から、愚かにも不正な利得を得ることができるだろうか？ できないだろう。

真の価値は影に隠れないのだ。 

 

９ 混乱は整然に勝る Messy beats clean. タイム誌は、ハッシュタグ（訳注：ツイッ

ターのコメントに付けるタグ。 これを付けることで、つぶやきがタグによってグルー

プ分けされ、そのタグに興味ある人が容易にチェックできるようになる）や＠（訳注：

「@ユーザー名」に続けてつぶやくと、そのユーザー宛ての返信扱いとなる）が、ツイ

ッターによって創案されたものではない点に注目している。 これらは、人々がツイッ

ターで遊ぶことによって生まれたものなのだ。 ツイッターは混乱している。 人々が

ツイッターをどう使うかをコントロールすることはできない。 混乱しているというこ

とは、ツイッターは例えば Facebook などよりも、より速く、より良いアイデアを持っ

ているということなのだ。 

 

10 善は悪に勝る Good beats evil. より良い価値を創造するためには、自分がより良

くなるよう努力しなければならない。 真の価値は、悪からは湧き出ない。 善から湧

き出るのだ。 メディアのどこが悪なのか？ もちろん広告だらけだという点だ。 ツ

イッターは広告もしなければ、オーソドックスな広告を受け入れることもしない。 つ

まりツイッターは、より良い種類の広告を始めようとしているのだ。 もし既に悪と契

約を交わしていたなら、そんなことは決して実現しないだろう。 
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以上が私のルールだ。 でも、これらは決して唯一のルールではないし、ベストのルー

ルですらない。 もっと付け加えたいことがある？ 足すなり、引くなり、掛けるなり

したコメントをお寄せください。 

■ 

筆者の Umair Haque は、Harvard Media Lab のディレクター。 

 

 

 

2. パリ エアショー開催される 

 

6 月 15 日パリ エアショーが、パリ郊外の Le Bourget 空港で開催された。 今年のエア

ショーは第 100 回の記念すべきショートなるが、世界的な経済の低迷（航空機ファイナ

ンス縮小）と 6 月 1 日に発生した A330 型機の墜落事故（228 名死亡）の 2 つが、この

ショーを暗い陰鬱なものにしている。 しかし、2,000 社の出展者と昨年同様の 30 万人

の入場者が見込まれている。 主要経済誌が報道したショー関連ニュースを、順不同に

以下に箇条書きした。 

 

➢ 今年のショーは、景気低迷前の 2 年前のエアバスと

ボ社合計で 800 機（$100bn）を受注したショートと

は異なり、連続大型受注の話は影を潜める。 

➢ IATA は、航空旅客需要が▲8.0%減の 20.6 億人とな

り、航空貨物需要が▲17%減の 3,330 万屯になると

予測している。 そして、業界全体で 9-11 テロの

時より更に悪い▲$9bn の欠損を計上すると予想し

ている。 この欠損見通しは、3 ヶ月前のそれの略

3 倍に膨れ上がっている。 

➢ 今回のショーには、開発が大幅に遅れている B787

と A400M の出展が見送られている。 米ロッキー

ド社製の F-22 戦闘機とビジネスジェット機メーカ

ーの Cessna や Gulfstream も出展を見合わせた。 

Boeing and Airbus are focused on saving jet orders 

already on their books, instead of using the Paris 

Air Show, above, to tout new sales as usual. 
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➢ エアバスは、今年のデリバリー目標 300 機が達成できないかも知れないと言って

いる。 2008 年にはエアバスは、777 機を受注し 483 機をデリバリーした。 ボ

社は 2008 年に 662 機を受注した。 

➢ 軍用機 A400M（€20bn プロジェクト）は、3 年以上開発が遅れ開発計画の断念さえ

取沙汰されている。 仏独首脳は、今月末に予定されていた A400M 開発計画の今

後の取扱の決定を 6 ヶ月間延期させることに合意した。 

➢ エアバスは、A320 を月産 40 機から 34 機、A330 を 10 機から 8.5 機、A380 を 18

機から 14 機にそれぞれ減産する。 この減産は、▲15%の生産減に相当するが今

後の景気動向によっては▲25%までの減産措置が必要になるかも知れない。 

➢ エアバスとボ社の最大の顧客である ILFC の CEO Steven Udvar-Hazy は、2010 年末

には▲35%の生産減が必要になるだろうと予想している。 

➢ ボ社は、2010 年の B777 長距離機の生産を▲28%減少する。 そして▲4,500 人を

レイオフした。 既に 2007 年と 2008 年に過酷なリストラ計画で▲10,000 人をレ

イオフしたエアバスは、これ以上の人員削減は政治的にも困難であろう。 

➢ エアバスもボ社も、新規発注獲得に努力するよりも、ここ 5 年間のブームで抱え

込んだ 7,000 機に及ぶ受注残の管理に専念することになるだろう。 

➢ B787のライバル機となるA350は、B787の来年第 1四半期就航より 3年遅れの 2013

年末に就航する。 仏独英の閣僚は、6 月 15 日、A350 開発に対して €3.5bn の政

府保証融資を提供することに合意した。 スペインは、この会議に欠席した。 欠

席の理由は明らかにされていないが、EADS の組織変更により A400M 開発の中心

的存在であったスペインが、この開発の責任ポストから外されたことによる無言

の抗議と見られている。（A400M の最終生産ラインはスペイン） 

➢ A350 開発（開発コスト €11bn）に対する政府保証融資の提供は、WTO に於ける米

欧の政府補助排除の論争に新たな火種を提供することになる。 

➢ エアショー開催中のB787の試験飛行開始

は実現しないだろう。 ボ社は、6 月中（来

週）に B787 のテスト飛行を開始すると言

っている。 

➢ ベトナム航空が、6 月 15 日、A350×2 機

と A321×16 機（$1.9bn）を発注した。 タ

ーボプロップ旅客機 ATR 71-500×2 機に

付いても発注した。 同社は、50 機のフ

リートを保有し 900 万人を輸送している。 

Commercial aircraft sales have stalled, but 

Boeing is likely to start test flying its 787 

Dreamliner next week. 
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➢ カタール航空は、A320×24 機（$1.9bn）を発注した。 カタール航空は、現在 A320

×19 機、A330×29 機、A340×2 機のフリートを保有している。 

➢ エアバスは、2009 年のこれまでに 32 機を受注し、▲21 機の発注取消を受け、ネ

ットで +11 機の受注を獲得している。 ボ社は、73 機を受注、▲66 機の発注取消、

ネットで +7 機の受注を獲得している。 

 

 

➢ スペインのリジョナル航空会社 Air Nostrum は、6 月 14 日、ボンバルディア社（加）

製の CRJ 1000 を 15 機 確定発注した。 これで、Air Nostrum の合計発注機数は

35 機（$1.75bn）となる。 

➢ ボンバルディア社は、CSeries（110 席〜130 席）の 2013 年デリバリー開始に自信

を深めている。 LH とアイルランドの Lease Corporation International が 50 機を発

注している他、多くの航空会社やリース会社が購入に興味を示している。 カナ

ダ政府は、CSeries を輸銀の輸出融資対象にする為に OECD 分類のリジョナルジェ

ット機に分類することを求めている。 エアバスとボーイングは、これに反対し

ている。 

➢ ロシアの Sukhoi は、Superjet 1000×30 機（$1bn）をハンガリーの Malev 航空に販

売する商談をまとめている最中であると言っている。 

➢ AirAsia X は、A350-900（400 席以上）×5 機（$2.4bn）

を発注した。 デリバリーは 2026 より開始される。 

AirAsia は、現在 210 機に上るエアバス機を発注して

いる。 現在は 84 機のフリートを保有。 

➢ 中国東方航空が、6月 18日、A320×20機を発注した。 

デリバリーは 2011 年〜2013 年となる。 購入金額は
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明らかにされていないが、消息筋の話によると 99.2 億元（1,400 億円）となる。 東

方航空は、昨年▲153 億元の欠損を計上し 90 億元の政府補助（現金）を受けてい

る。 近く上海航空と合併する。 

➢ ペンタゴンの次期給油機（$35bn 商談）発注競争に参加しているボ社は、B767 に

変えて B777 をベースにしたタンカー計画を提示すると発表した。 

次期給油機は、過去 10 年間、Northrop Grumman＋エアバスの連合チームとボ社の

間で血みどろの発注争奪戦争が繰り広げられている。 

➢ ボ社は、周期的振幅が激しい旅客機を補完するため

にも軍用部門の強化を行っている。 1997 年に

McDonnell Douglas を買収して以来ボ社の軍用部門

販売は $32bn にまで成長している。 

➢ ボ社は、2 本目の B787 の生産ラインの増設を検討す

ると発表した。 2012 年第 2 四半期に月産 10 機体

制が完成する。 B787 は、現在 860 機以上の発注残

を抱えている。 ボ社は、全てが炭素繊維の複合素

材で製造される B777 の後継機モデルの開発を検討

している。  この開発開始は、ライバル機の

A350-1000 の生産を睨んで決定されるだろう。 今

後は、A350-1000 と B777 の次世代後継機モデルの戦

いとなるだろう。 

➢ Ethihad 航空が、昨年 Farnborough International Air Show で発注した航空機 100 機用

のエンジン 239 台を発注した。 オプションを含めると 469 台（$$14bn）となる。 

これは、航空業界史上最大のエンジン発注。 受注社は GE Aviation, Rolls-Royce 

Group, Engine Alliance, International Aero Engines の各社。 

➢ AirAsia X は、A350 用に Rolls-Royce 社製のエンジンを採用した。 Rolls-Royce エ

ンジンは、既に発注した A330×10 機のエンジンにも採用され、発注金額の合計は 

$1.8bn となる。 

 

 

 

 

 

A Boeing 777 assembly line in Everett, Wash. The 

company hopes to convert the passenger jet to an Air 

Force refueling tanker. 
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➢ ハンガリーの Wizz Air が、6 月 19 日、A320×50 機（$3.8bn、2014 年から 2016 年

デリバリー）の発注に関する MOU を締結した。 Wizz は、2004 年に運航を開始

した BUD 基地の LCC で、現在 A320×26 機のフリートにより 130 路線で 590 万人

の旅客を輸送している。 2009 年の旅客数は、+27%増の 750 万人を予測されてい

る。 米プライベート・エクイティーの Indigo Partners が大株主。 Indigo は、シ

ンガポーの LCC Tiger Airways にも投資している。 

➢ エアバスは、今回のエアーショーで 100 機 $6.5bn 以上の受注を獲得したようだ。 

発注した航空会社は、小規模の地域的な航空会社が多く大手の FSA の発注は影を

潜めている。 ボーイングは、MC Aviation Partners（三菱商事子会社）の B737×2

機の受注にとどまった。（ボ社は、エアーショーのために発注発表を蓄えておくこ

とはしていない。） 

■ 

 

 

 

3. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）米疾病対策センター、世界的 H1N1 警告に変更 

米疾病対策センター（CDC）は、6 月 17 日、H1N1 豚インフルエンザに関する新たな世

界的発生警告を同センターの Web サイトで告知した。 そして、メキシコへの旅行に

関する保健上の予防と米国に於ける豚インフルエンザに関する発生通知を削除した。 

CDC は、多くの国 特に北米での発症事例が報告されていると世界的発生警告の中で述

べている。 しかしながら、米国とメキシコでの新たな発症は減少している一方で、流

感シーズンの南半球での発症が増加していると言っている。 CDC は、現在、保健警

告 或は旅行の保健上の予防通告を出していない。 

世界保健機構（WHO）が、6 月 11 日にレベル 6（パンデミック）を宣言して以来、H1N1

に関するリスクや危険の問題は、特定地域に限った問題ではなくなり、全ての地域や

人々の問題となった。 従って、旅行会社は顧客に対する この問題の通告義務に関し

ては、法的には免責となることになる。(travelweekly.com, 6/12,17/2009) 

 

（２）全米旅行業者協会サミットのトピックス、プライバシー他がテーマ 

ASTA が 9 月 14 日に開催する第 2 回年次 Retail Travel Leadership Summit では、データプ
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ライバシー、有料コンテンツ、クルーズの財務的ダイナミックスの 3 つのトピックスに

焦点が当てられることとなった。 このサミットは、年次 TravelTradeShow と一緒に開

催され、ハイレベルの議論と現在の旅行業界の問題を討議するフォーラムとなる。 

3 つのトピックスは： 

Data Privacy in the Travel Industry. 

多くの個人情報が、その個人の了解有る無しに拘わらず、消費行動分析やマーケティン

グ／販売プログラムに利用されている。 パネルでは、旅行小売り段階で、誰が個人情

報を取得し、その情報はどのように保護され、どのように使用され、そしてどんなリス

クと経済的報いが存在するのかがディベートされる。 

Pay for Content. 

パネリストは 3 つの問題を考えるだろう。 （１）航空会社コンテンツの有料化モデル

に於ける旅行流通の意味するところ、（２）旅行会社の手数料の顧客転嫁と運輸省の総

額表示規則の関係、（３）コンテンツが有料化した場合、マージンの低い小規模旅行会

社は生き残れるのか？ コンテンツの有料化は、サプライヤーの究極的な旅行会社中抜

き策なのか？ 

Financial Dynamics of the Cruise Lines. 

景気低迷にも拘わらず、クルーズラインは殆どの船を乗船率 100%近くにし、継続して

より多くの船を発注している。 このセッションでは、クルーズラインの収支が見合っ

ているのかどうかに触れ、このような状況が作り出す価格や利益の問題点と旅行会社に

対する影響を討議する。 このサミットの参加費用は、旅行会社は $150、サプライヤ

ーは $295 である。(travelweekly.com, 6/15/2009) 

 

（３）マイスペース、▲30%人員整理 

MySpace が、全従業員約 1,000 人の 30%をレイオフすると発表した。 MySpace は、News 

Corp の子会社で、MySpace を含む部門（Fox Interactive Media）の至近四半期決算では、

ミュージックのベンチャーとそのサイトの新機能の高いコストのために▲$89m の欠損

を計上している。 MySpace は、News Corp が保有する映画と TV ショーのプラットフ

ォームとする Rupert Murdoch の考えに基づき、2005 年に $580m で News Corp に買収さ

れた。 しかし、そこまで SNS の勢力を拡大するには至っていない。 Murdoch の投

資は、Google との $900m に上る 3 年間の検索広告ディールにより償われている。 し

かし、Google は、来年期限切れとなるこの契約を延長しないだろう。 MySpace は、

先月 Facebook に抜かれるまで米国最大の SNS であった。 comScore の調査によると

Facebook のユニークビジター数は 7,028 万人に対して MySpace は 7,026 万人であった。 

海外のユーザーを含めた場合は、既に昨年 Facebook が MySpace を追い抜いている。 4

月に、元 Facebook COO の Owen Van Natta が MySpace CEO に就任した。 SNS を世間

に知らしめた MySpace の衰退は、爆発的成長を遂げている Twitter を含む多くの Web 現
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象の寿命に疑問を抱かせている。 4 月の Twitter のユーザー数は米国で 1,580 万人、全

世界で 3,210 万人となっている。 

 

 

"Simply put, our staffing levels were bloated and hindered our 

ability to be an efficient and nimble team-oriented company," 

MySpace CEO Owen Van Natta said in a statement. 

(FT.com, 6/16/2009) (nytimes.com, 6/17/2009) 

(wsj.com, 6/17/2009)  

 

（４）トリポロジーのリードをクライエントベースに格納 

旅行会社に対してオンライン顧客リフェラル  サービスを提供する Tripology と

ClientBase データベース マネジャーの Trams が、Tripology が作る顧客リードに関する

データを旅行会社がより効率的に管理できる新ツールを開発したと発表した。 

ClientBase を利用する旅行会社は、これで、Tripology から購入したリードを ClientBase

システムに導くことができるようになった。 SabreはTramsの親会社。(travelweekly.com, 

6/15/2009) 

 

（５）ジョージア高裁、地裁のエクスペディアに対するホテル税判決支持 

ジョージア州高裁は、4 対 3 の票決で、コロンバス市地方裁判所の Expedia のホテル宿

泊税に対する判決を支持した。 ジョージア高裁は、“これ以降”Expedia に対してコロ

ンバス市のホテルの予約に対して、サービス手数料を含むフルの客室レートに対して宿

泊税を徴収する義務を課すことになる。 更に Expedia は、マーチャント・モデルに基

づくホテル予約に対して、サービス手数料と宿泊税を区別して表示することを義務づけ

られる。 コロンバス市は、宿泊税の一部未納で 2006 年 5 月に Expedia に対する訴訟

を開始した。 同市地方裁判所は、2008 年 9 月に Expedia に対してフル客室レートに対

して宿泊税を徴収する無期限の強制命令を発出した。 これ以降 Expedia は、コロンバ

ス市のホテル予約を受け付けていない。 ジョージア高裁は、Expedia に対して過去の

宿泊税未納分の支払いを求めていない上、地方条例適用上の問題（Expedia がホテル運

営業者なのか否か）には触れずに 事実認定に基づいてこの判決を下している。（地方条

例は、ホテル運営業者に対して宿泊税の徴収を義務づけており、旅行会社には義務づけ

ていない。） ジョージア高裁判決は、5 つの連邦裁判所の判決「オンライン旅行会社

は、ホテル運営業に課している地方宿泊税徴収義務を適用されない」とする判断と異な

ることになる。(travelweekly.com, 6/17/2009) 

（注： オンライン旅行会社のホテル マーチャント モデルでは、仕入れ値に対して税

率を掛けて宿泊税を算定している。 それに対して 各州の市税務局は、マージン＝サ
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ービス手数料を含めた総額に対して課税されるべきだと指摘し、総額と仕入れ値の差に

対して宿泊税が納められていないと主張している。 オンライン旅行会社は、自身は“ホ

テル運営業者”ではないので、宿泊税の徴税義務は発生しないと主張している。） 

 

（６）ARC、メモマネジャー使用を奨励 

ARC が、ツアオペレーターやサプライヤーに対して、旅行会社へのコミッション支払

いには ARC の Memo Manger を使用することを勧めている。 Memo Manager は、デビ

ットメモの精算用に使われているが、クレジットメモや 旅行会社が ARC MarketPlace

を通じてノンエアーのプロダクトを予約した場合のコミッション支払いにも使用でき

るのだ。 現在 1,250 のユニーク・ユーザーが MarketPlace で予約し、その 65%が ARC

の精算システムを使用している。(travelweekly.com, 6/16/2009) 

 

（７）英国で新旅行サイト誕生 

Moneysupermarket.com の創立者 Simon Nixon が、Simonseeks と呼ばれる休暇旅行予約機

能を伴った旅行レビューとリンクする新旅行サイトを立ち上げた。 このサイトは、レ

ビューの投稿者に対してサイト収入（広告とリフェラル収入）の半分を提供する。 

Nixon は、レビューに対して金を支払うことで品質の良いレビューを集めることができ

ると言っている。  Nixon は、このサイトの立ち上げに  £1m を投資する。 

Moneysupermarket.com 上場で得た £100m から資金を捻出する。(FT.com, 6/17/2009) 

 

（８）バケーションドットコム、エアー予約ツール立ち上げ 

Vacation.com が、同社の EZguider 利用メンバー旅行会社用のエアー予約ツール EZair を

立ち上げた。 このツールは、各種のサービスフィーに付いても取り扱うことができる。 

このツールは、メンバー旅行会社が取り扱うその他の旅行素材の一部として、航空便の

予約を GDS 契約無しにすることができる。 EZair は、Amadeus の低運賃検索エンジン

を使用する。 Vacation.com の親会社は Amadeus。(travelweekly.com, 6/18/2009) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）セルコ、ドバイ空港管制ビジネス獲得 

Serco（英）が、ドバイ空港の空港管制業務の 10 年間 受託に成功した。 ドバイ空港

は、既に航空貨物取扱量で世界第 11 位、航空旅客数で世界第 20 位に付けている。 ド

バイは、現在、都心より南東の砂漠に Maktoum 新空港を建設中である。 この新空港

が 2017 年に完成すれば世界最大の空港となる。（現在の世界最大空港は ATL 空港の
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9,000 万人） 金融市場危機勃発によりドバイの建設業界が急速に萎んでいるが、600

万人〜900 万人の取扱能力を有する第 1 ターミナルが来年 6 月にオープンする。 しか

し残る施設計画の詳細は決定されていない。 6 月 15 日に発表された契約では、Serco

は発着航空機に対してレーダー・サービスを提供し、ドバイ空域のレイアウトを作成す

る。 Serco は、1987 年に Radio Corporation of America の英国部門によって MBO され

た空港管制サービス提供企業。 ヨークシャーに在る英空軍の Fylingdates 弾道ミサイ

ル初期警報ステーションの整備契約を 50 年近くも維持している他、バーレーンとアブ

ダビ空港に航空管制サービスを提供している。 2001 年の英国 National Air Traffic 

Services の部分的民営化への参画では、競争入札で BAA と英国航空会社のコンソーシ

アムに破れた。(FT.com, 6/14/2009) 

 

（２）FAA、パイロット疲労に対する規制強化 

FAA は、コミューター航空のパイロットの疲労問題に対する対応を強化する。 2 月

12 日の Colgan Air の Buffalo 近郊墜落事故（50 名死亡）の原因は、パイロットの疲労と

注意散漫と緊急時訓練の欠落にあると見られている。 事故機のパイロットは、飛行慣

熟試験を数回失敗していた。 FAA は、数ヶ月以内に飛行時間規制と訓練記録保管な

どについての規則改定を準備する。 コミューター航空は、米国の全商業航空便の半分

以上を構成する。 過去 10 年間、FAA はパイロットの疲労問題を科学的に究明し、飛

行時間等の規制強化を試みて来たが、採算性を重視する航空会社の反対に遭い 今まで

実現されていない。(wsj.com, 6/17/2009) 

 

（３）イベリア航空子会社、クリックエアーとの合併で当局に規制緩和要請 

IB の低運賃子会社 Vueling と Click Air は、2 月に合併に合意した。 IB は、新合併会社

の 45.86%の取得を欲しているが、スペインの買収法は 30%以下の取得しか認めていな

い。 IB は、市場監視当局に対して買収比率の拡大を要請している。(wsj.com, 6/15/2009) 

 

（４）エアーインディア、2 週間 給与遅配 

AI が、31,000 人の従業員に対する 6 月分給与（$70m）を 7 月 1 日支給から 15 日に 2

週間遅らせらせる。 AI は、昨年▲ $800m の欠損を計上した。 インド航空業界は、

世界の航空輸送量の 2%しか構成していないけれども、昨年の欠損は▲$1.4bn に上り世

界の航空業界の欠損▲$10.4bn の中で大きなシェアーを占めている。 このナショナル

フラッグは、新会計年度に 28 機の新造機をエアバスとボーイングの両社から受け取る

ことになっている。 この内の数機は、受領を延期させられるだろう。 インドの国内

線旅客需要は、4 月に▲15%減少し 11 ヶ月連続のマイナス成長となっている。 インド

政府は、AI に対して補助金の支給を検討する。(FT.com, 6/15/2009) 
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（５）キングフィッシャー（印）等、燃油 S/C 値上げ 

インド最大国内航空会社 Kingfisher 航空と第 2 位 Jet Airways が、6 月 18 日から国内線

燃油 S/C を航空券当たり +400 ルピー（800 円）値上げした。(wsj.com, 6/17/2009) 

AI は、部長級以上の幹部に対して 7 月の給与を放棄することを要請した。

(channelnewsasia.com, 6/21/2009) 

 

（６）インド国内線最大航空会社キングフィッシャー財務的苦境に直面 

インドの国内線最大航空会社 Kingfisher Airlines が、過大な

負債と旅客需要の急速な減少による収入減少で、財務的苦

境に直面している。 資産を抵当に政府保証融資を獲得し、

新造機のデリバリーを遅延するなどの対応策をとっている

が、収支を好転させるほどの効果を発揮していない。 イ

ンド＝米西岸線の開設は見送られた。 Kingfisher は、イン

ド最大の醸造メーカーである United Spirits と United 

Breweriesの華やかな創立者Vijay Mallyaにより 2004年に設

立されたプレミアムとエコノミー旅客をターゲットにしている新興航空会社。 景気低

迷前のインド航空業界がブームに湧いた時に、利益を計上したことが無いにも拘わらず、

A380×5 機を含む大量の機材を発注する等の過大投資を行った。 Kingfisher は、ビー

ルのブランド名から命名されている。 Kingfisher は、12 月までの 9 ヶ月間で▲105 億

ルピー（210 億円）の欠損を計上した。 インド国内航空旅客は、二桁のマイナス成長

が続いているにも拘わらず、総供給は▲2%〜▲3%程度しかカットされておらず依然と

して供給過剰が是正されていいない。 そのために、各社は空席を埋める為の激しい運

賃値下げ競争を展開し、更に状況を悪化させる悪循環を引き起こしている。 政府は、

政府補助金の支給と インドの航空会社に対する海外の航空会社の 25%までの投資を許

可することを検討している。(nytimes.com, 6/19/2009) 

 

 

A Kingfisher flight in 2006. Today, 

the airline cannot pay its bills. It has 

had to pledge assets in exchange for 

loan guarantees and search for a 

foreign investor. Kingfisher はモ

デルのような美人客室乗務員を

採用している。 
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（７）アメリカン航空、追加供給削減で▲1,600 人レイオフ 

AA が、供給削減を▲6.5%から▲7.5%に拡大する。 この追加削減により、客室乗務員

▲1,200 人、空港サービス要員▲300 人、貨物要員▲50 人の合計およそ▲1,600 人をレイ

オフする。(travelweekly.com, 6/15/2009) 

 

（８）米運輸省の定時性統計に疑問 

4 月の定時性が 75%の壁を超えて、79%に改善した。 しかし、この統計は信頼性に難

点があると指摘されている。 統計が、米国の 75%の航空会社のデータをベースに作ら

れているからだ。 全米の航空旅客収入合計の 1%以上の航空会社しかデータを提出す

る義務を負っていない。 国内線便の 52%を占めるリジョナル航空の殆どは、対象とさ

れていないのだ。 リジョナル航空は、大手航空会社よりも空港発着順位で後回しにさ

れる可能性が高いので、それだけ定時性が悪化している筈だと指摘されている。 

またこの統計は、全遅延便のタッタの 5%しか航空会

社は責任を負っていないことを明らかにしている。 

殆どの遅延が管制、悪天候に起因しているのでホテル

代などの航空会社の補償は実施されていない。 正確

な定時性統計が求められている。 運輸省は、統計の

取り方を再検討すると言っている。 (nytimes.com, 

6/16/2009) 

Continental Connection, one of the 

regional carriers accounting for an 

ever-larger percentage of domestic flights. 

（９）英国航空、社員に 1 ヶ月無給を要請 

英国航空は、キャッシュフロー改善の為に 40,000 人の社員に対して、ボランタリーベ

ースで最高４週間の無給労働若しくは無給休暇取得を要請した。 そして CEO Willie 

Walsh（右）と CFO の 2 人は、7 月の報酬を放棄すると発表した。 組合は、この要請

に反対している。 特に、年収が Walsh の月額報酬の半分にも満たない 14,000 人の客

室乗務員組合は、この提案に猛反発している。 BA は、2007 年度最高記録の利益 £922m

から 2008年度決算では最低記録の欠損▲£375mへと業績を急降下

させた。 BA とパイロット組合は、6 月 17 日、基本給の▲2.61%

と乗務手当の▲20%カットを含むパイロットの給与と生産性向上

パッケージに暫定合意した。 パイロットには、この見返りに 2011

年 6 月に、業績の一定レベル達成を条件に BA 株（£13m 相当）が

支給される。 この暫定合意は、組合員の批准投票にかけられる。  
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組合員の批准投票で賛成多数を獲得できれば、この協定は 10 月 1 日から発効する。

(FT.com, 6/16/2009) (wsj.com, 6/18/2009) (FT.com, 6/19/2009) 

 

（10）コンチネンタル航空、$390m の債務証券発行 

CO が、保有航空機を抵当に $390m の債務証券（securitized-debt）を発行する。 これ

は、過去 1 年以上の期間で最初の航空会社による債務証券発行となり、信用市場の再開

の兆候と見られている。  CO は、航空業界で最も積極的な資産担保証券

（enhanced-equipment trust certificates）発行者で、その発行額は$24bn〜$25bn 市場の約

27%を構成している。(FT.com, 6/16/2009) 

 

（11）パリ空港公団、5 月利用者数▲6.3%減少 

仏公営パリ空港公団は、6 月 16 日、5 月の空港利用者数が▲6.3%減少したと発表した。 

2009 年の利用者数は、2008 年比で▲4.5%〜▲5.5%減少となるだろう。 CDG 空港は▲

7%減の 500 万人、ORY 空港は▲4.5%減の 220 万人であった。(wsj.com, 6/16/2009) 

 

（12）ユナイテッド航空、第 2 四半期旅客輸送実績 大幅減少 

UA は、6 月 18 日、第 2 四半期の旅客数が 供給減少▲9%減を上回り ▲10.5%と大幅減

少する見通しだと発表した。 有効座席当たりの旅客収入単価は▲18%〜▲19%低下す

る模様。 単位当たりコストは、燃油費除きで +1%〜+1.5%上昇するだろう。 燃油費

込みの場合は▲20%減少するだろう。(wsj.com, 6/18/2009) 

 

（13）AF/KLM、転換社債発行 

AF/KLM が、6 月 19 日、€661m に上る転換社債（満期 2015 年 4 月）を発行した。 調

達資金は主として新造機の購入資金に充当される。 AF/KLM 株 15.7%を保有する仏政

府は、この社債発行に参加する。(wsj.com, 6/18/2009) 

 

（14）エールフランス 477 便墜落事故は、空中分解か？ 

6 月 1 日にブラジル沖の大西洋に墜落した AF 477 便の事故原因を究明中の調査団が、

事故機が空中分解した可能性が出て来たと言っている。 回収した機体残骸が大きいこ

と、遺体 50 体の検死の結果（衣服がはぎ取られている、各部に裂傷が存在する）がこ

の可能性の原因。（遺体には火傷は存在しないが、爆発の可能性は否定できない。） ブ

ラックボックスは、依然として改修できていない。 事故機が消息を絶つ直前に発信し

た多くの自動通信メッセージ（ACARS＝航空無線データ通信）が、航空機の速度と機

体制御の異常を示していることから、依然としてピート管（機体外側に取り付けられた

速度感知装置）の氷結に調査の焦点が当てられている。(wsj.com, 6/18/2009) 
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 水 運  

 

（１）カリブ 2 港、インフル患者発生でクルーズ船入港拒否 

Grenada と Barbados のカリブ 2 港は、今週、乗員 2 名のインフル患者発生した Pullmantur 

Cruise の Ocean Dream 号の入港を拒否した。 カリブで乗員乗客のインフル発生を理由

に入港を拒否した港は、Antiguaと St. Luciaに次いで これで 3番目と 4番目の港となる。

(travelweekly.com, 6/17/2009) 

 

（２）オアシスオブザシー、試験航海成功 

5,400 人乗りの巨大クルーズ船 Oasis of the Sea（22 万屯、

船長 360m、乗員 1,300 人）の試験航海が、先週末フィン

ランド沖で成功裡に実施された。 ヘリウムを使用した

気球の飛行船に不具合が見つかった他は全てが順調な仕

上がりを見せている。 12 月 12 日に処女クルーズに出る。

(travelweekly.com, 6/15/2009) 

 

（３）カーニバル、▲33%減益 

世界最大のクルーズライン Carnival Corp.が、第 2 四半期決算で前年同期比▲33%減益の 

+$264 の利益を計上した。 Carnival は、Carnival Cruise Lines,と Princess Cruises と、豪

華ブランドの Holland America と Cunard のブランドを保有している。 同社は、今年の

利益見通しを 1 株当たり $2.10〜$2.30 から $2.00〜$2.10 に下方修正した。 この修正

は、4 回目の修正となる。 第 2 四半期の収入は▲17%減の $2.95bn、イールドは▲17%

（為替要因除去すると▲9.8%減）、船客数は +2.2%増であった。(wsj.com, 6/18/2009) 

 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）中国、鉄道投資倍増 

中国鉄道省が、6 月 18 日に、1 月〜5 月の中国鉄道投資が前年同期比で 2.2 倍の 1,689

億元（2 兆 3.650 億円）になったと発表したと新華社が伝えている。 中国は、今年５

ヶ月間で 1,942.5km の新たな鉄道を敷設した。(wsj.com, 6/18/2009) 
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（２）ハイスピードワン、高速通勤列車 走らす 

英運輸大臣 Lord Adonis は、6 月 18 日、国内高速通勤鉄道の開始式

で、昨年12月に全線高速走行を開始したLON St. Pancras駅とDover

を結ぶ High Speed One の成功が、2 本目の高速鉄道の敷設を明らか

に促進させるだろうと語った。 2 本目の高速専用鉄道は、おそら

く LON=West Midlands と Manchester 間となるだろう。 

高速通勤列車（車両は日立製、時速 225km 走行する通勤列車では

世界唯一）は、Ashford=LON 間の所要時間を現行の 86 分から 37

分に半分以下に短縮する。(FT.com, 6/18/2009) 

 

（３）フェデックス、第 4 四半期 欠損▲$876m 

米宅配大手の FedEx が、5 月末に終了した第 4 四半期で▲

$876m（1 株当たり▲$2.82）の欠損を計上する。 この決算に

は、Kinko’s（FedEx Office）の減損を含む▲$1.2bn の特別一時

費用が含まれている。 これを除去した場合の 1 株当たり利

益は、64 セントとなる。 収入は、▲20%減の $7.85bn であ

った。 FedEx の中核事業である Express 部門（収入の 60%を

構成）の物量は▲3.4%減少した。 米国の大手貨物鉄道の輸

送量は、9 週間連続で上昇を見せているが前年同期比では依然

として▲20%減少している。 4 月のトラック輸送量は、▲

23.8%減少した。 FedEx は、2010 会計年度の第 1 四半期と第

2 四半期の収支が更に厳しいものになると予想している。

(wsj.com, 6/17/2009) (nytimes.com, 6/18/2009) 

 

 

FedEx workers sorted and loaded packages Wednesday at Harlem River Yards in New York. 
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 ホテル & リゾート  

 

（１） Six Flags が破産保護法申請 

Six Flags（米国、カナダ、メキシコで 20 のテーマパークを展開）は、6 月 13 日に破産

保護を申請した。 しかしテーマパークの運営は平常通り続けられる予定だ。 Six 

Flags は、先に交渉済みの会社更生計画が速やかに承認される事を望んでいる。 承認

されると、バランスシートが $1.8bn 梃入れされて しかも $300m 以上のストックオプ

ションが廃止されることになる。 Mark Shapiro（CEO）によると、現在同社は $2.4bn

の負債を負っているが 最早 返済は不可能だと言っている。 3 年前に Washington 

Redskins のオーナーの Dan Snyder が、Six Flags のテーマパークの運営権を掌握してい

た。（travel weekly.com, 6/15/2009）（FT.com, 6/1402009） 

 

（２） Donald Trump、Trump Entertainment 競売に入札 

不動産王で且つ又リアリティ TV のスターである Donald Trump が、破産した Trump 

Entertainment Resorts inc.（TRMPQ）の買収を申し出た。 同社の 3 つの Atlantic City カ

ジノと、Trump が既に競り落としたカジノ運営会社を結合する計画だ。 今月初頭、

Trump Entertainment は、Trump Marina Hotel と Casino by Coastal Marina LLC の買収を資

金不足の為にキャンセルした。 Trump Entertainment は、多大な負債を抱えた上に地域

での熾烈な競争と Atlantic City 市場での投資損から低落状態であった。 Trump 

Entertainment のCEOは、社債保有者による対抗入札の申し出に期待している。（wsj.com, 

6/16/2009） 

 

（３） MGM Mirage、New Giza ピラミッド近くでリゾート建設 

MGM Mirage と New Giza for Real Estate Development は、エジプトのディベロパーから

の資金供与を受けて Giza のピラミッド近くで豪華ホテル MGM Grand（550 室）を建設

する計画だ。 MGM Mirage（大富豪 Kirk Kerkorian が率いるピラミッドテーマ所有の

カジノ運営会社）は、カジノ収入の減少のために $14bn 以上の負債の返済に苦闘して

いる。 しかし最近新たな別のホテル部門を立ち上げ、ディベロパーと共同して世界規

模でホテル展開することに合意している。 MGM Mirage は、この部門を通じてホテル

管理サービスとブランドを提供しフィーを取得する。 New Giza は、（カイロ空港から

40 分の所（現在建設途中のエジプト古代博物館と電車で繋がっている）にリゾート地

を開発する。 MGM Grandは未だ設計途中だが、2013年にオープンが予定されている。 

1,500 エーカーの土地には高層建築住居、3 つのリゾート、レストラン、モール、ゴル

フコースの開発が計画されている。（wsj.com, 6/16/2009） 
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（４） Whitbread の Premier Inn 不振 

Whitbread は、同社所有の Premier Inn の不況による大幅な不振を食い止める為に、家族

層にとって魅力的なサービスを開始した。 Whitbread（Costa Coffee と Beefeater をも所

有）は、夏のレジャー期には家族用の宿泊料金を 9 月初旬迄 £29 に設定し、Premier Inn 

を英国最大の格安料金ホテルにする事を目指している。 Premier Inn の既存店の売上

比較では、5 月 28 日迄の 13 週間で前年同期比▲7.9%減少した。 昨年の同期間では 

+0.2%増加した。 2008 年 年間の既存店売上比較では +6%増加している。 又今年の

RevPAR は▲9.6%減少した。 グループ全体の既存店売上は、昨年同時期比▲2.7%減少

したが、全体収入合計ではホテルとコヒー販売店のオープンにより +2.5%増加した。 

Premier Inn の下落は、Costa Coffee とパブレストランの盛り返しで相殺されている。

（FT.com, 6/16/2009） 

 

（５） Bahamas 不振脱却の様々な努力 

Bahamas の観光当局は、不振からの脱却の為に様々な計画を実施する。 実際全体では

第１四半期の Bahamas への観光客は▲1.2%ほどの減少だ。 この結果は、航空機到着

数が昨年同時期に比較すると▲15.5%も減ったが、クルーズ船は +5.5%増加した為と思

われる。 従って観光当局は、航空運賃の設定が重要だと考えている。 観光当局は、

7 月に Grand Bahamas に向けて割安の航空料金プログラムを実施する予定だ。 成功す

れば Nassau 及び Family Island にも採用する予定だ。 計画の鍵となるのは、空港使用

料金の値下げ又は廃止である。 現在 New York=Grand Bahamas 間の航空運賃は $500

〜$800 で、その内の$142 は政府に納める税金だ。 計画では、New York=Grand Bahamas

間直行便往復を $200 とし、Miami および Fort Lauderdale=Grand Bahamas 間往復は $99

としする。 ホテルもそれに応じて低額の宿泊料金を申し出ている。 Grand Bahamas

では、１月から 4 月迄の間で航空機の到来が▲28.9%減少しているが、計画ではパック

旅行を設定して往来の便利さの改良も含まれている。 計画の実施は、正式に 6 月 15

日から始まった。 パック旅行では、ホテル料金が格安から豪華までの 3 種類設定され

ている。 飲食代、交通費及びアクティビティー料金も標準型のプランより▲40%も割

安となっている。 協力を申し出ているホテルは 2,000 室あり、1 例として、New York= 

Grand Bahamas の航空料金と Westin Grand Bahamas 3 泊のパック料金は、$1,400 を予定

している。 $400m を投じた Nassau の Pindling 空港改修は、2012 年に完了が予定され

ており、Nassau Harbor Port の改修も今年 11 月に終わる予定だ。 Harbor 計画では、5.400

人乗りの Royal Caribbean のメガクルーズ船も寄港可能になる。 加えて、ウォターフ

ロントの整備ひいては道路整備を含むダウンタウンまでの改良も計画されている。

（travelweekly.com, 6/16/2009） 
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（６）エクステンデットステー、チャプター11 申請 

Extended Stay Hotels チェーンが、6 月 15 日、チャプター11 を申請した。 同ホテルチ

ェーンは、2007 年の不動産投機の最盛期に Lightstone Group LLC が率いた買収団が 

$8bn で Blackstone から買収されたが、買収資金に要した負債の

返済が行き詰まり破産法保護を申請した。（Blackstone は、この

チェーンを 2004 年に $2bn で買収している。） このホテルチェ

ーンの現在価値は $3.3bn と評価されているので、買収価格の

41% しかならないばかりか、第 1 抵当権債権者が保有する債権

$4.1bn にも満たないことになる。 Extended Stay を買収した

Lightstone は、同ホテルチェーンの金融支出を除いた利益 $545m

が 2 年以内に $625m に上昇すると楽観的な想定を行った。 そ

して、金余りで銀行が商業用不動産担保証券（ commercial 

mortgage-backed securities = CMBS）を容易に販売できたので、

Lightstone の安い資金の調達（$7.4bn）を可能にした。 

しかし、現実は上昇するどころか最近の世界的景気低迷で大幅に利益が減少し、資金繰

りに行き詰まった Extended Stay はチャプター11 申請を余儀なくされてしまったと言う

訳だ。 劣位の CMBS を購入した債権者達は、場合によっては補償されないことにな

るかも知れない。 

それに反して、Lightstone Group を保有している David Lichtenstein（48）

（右）は、そんなに大きなダメージを受けないかも知れない。 Extended 

Stay 買収で $200m の株式購入以外は、全て借入金により買収資金を調

達した Lichtenstein は、優先債権者団へのホテルチェーン支配権の譲渡

案に賛成する見返りに、チャプター11 申請の際の $100m に上る個人的

な支払い義務を猶予させることについて、同債権者団の合意取得に成功

している。 既に開始されている、債権者間の訴訟合戦が激化するだろ

う。(wsj.com, 6/16/2009) 

 

（７）ホテル、各種料金導入 

ホテルが、航空会社のアラカルト運賃の成功に倣って、各種のフィーを導入し始めた。 

バレーパーキング（$45/日）、リゾート・フィーの値上げ（$25→$28/日）、ベルマンフィ

ー（$12）、ハウスキーピング（$3/日）、室内金庫（$1.12/日）、インターネット使用料（$19.95/

日）、チェックアウト後の荷物保管料など枚挙に暇が無い。 大手航空会社 3 社（DL, AA, 

UA）は、受託手荷物の有料化で第 1 四半期に $339m の収入を獲得した。 ホテルは、

フィートとサーチャージで $1.65bn を稼いでいる。（NYC 大学 Tish Center for Hospitality

推定） しかし、一方では顧客に対する料金の開示と説明が充分に実施されていないと

いう問題も発生している。 2006 年には、フロリダ検察当局は、顧客に対して十分な
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料金開示が実施されなかったとして Wyndham International Inc.から $2.3m のセトルメ

ント金を没収している。(wsj.com, 6/18/2009) 

 

 

 

 その他  

 

（１）中国、中国グーグルに海外サイト接続禁止 

中国政府は、Google に対して 中国語 Google の利用者による海外サイト接続を禁止した。 

これにより中国では、Google 経由による海外サイト検索が実施できなくなる。 

中国のインターネット利用者（3 億人）は既に米国を抜いている。 この巨大市場での

成長を目論んで 4 年前に中国サイトを立ち上げた Google は、この規制で大きな打撃を

受けるだろう。 これとは別に、中国政府は、ポルノ閲覧禁止を名目上の理由として、

新規に販売されるパソコンに検閲ソフトの装備を義務づける。 或るオブザーバーは、

この検閲強化に対する国内批判をかわすために、Google の検索規制が行われていると

指摘している。 それと同時に国内シェアーの 59%を誇る中国サイト Baidu の保護の意

味合いもあるのかも知れない。 Baidu に対する過激サイト接続規制は実施されていな

い。(FT.com, 6/19/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記  

 

 

 

＜＜＜ ノーショー ＞＞＞ 

 

 

航空会社やホテルの予約には、“ノーショー”が付き物だ。 ノーショーとは、予約を

した顧客が、その予約で確保した先取りの権利を予約先であるサプライヤーに通告せず

に勝手に履行しないことを指して言う言葉だ。 サプライヤーは、ノーショーの発生に
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より、期待していた収入を逸失することなる。 特に満席の航空便や満室のホテルでは、

ノーショーされた座席や客室の再販がほとんど効かないので、潜在需要が存在するにも

拘わらず空席や空室が発生してしまうことになる。 サプライヤーにとっては、売れた

筈の座席や客室が実際は売れ残ってしまうので、大きな損失（収入の機会損失）を抱え

ることになる。 

 

ノーショーを防止するための方策としては、ノーショーした顧客からノーショー・チャ

ージを取得することが考えられる。 この場合はノーショー・チャージの原資を確保す

るために運賃や料金の前払いが必須となる。 また、ノーショーした運賃や料金の払戻

しを不可とするのも有効な防止策となる。 この場合は、前払いの運賃や料金の全額が

ノーショー・チャージとなると訳だ。 

 

航空会社の場合は、割引運賃に対して払い戻し不可の運賃規則を設定してノーショーを

防いでいる。 予約変更の場合であっても、変更回数に制限を付けたり、変更手数料を

徴収したりするなどの厳しい規則を設けている。 

しかし、どういう訳か 割引無しのノーマル運賃に対しては、払戻の不可も予約変更の

制限も何も付けていない。 普通運賃は、制限が一切付いていないだけ高い価格となる

と説明されている。 どんなに混んでいる便のノーショーに対しても（或は二十三重の

ダブルブッキングに対しても）何のペナルティーも課していないのだ。 しかし、航空

会社にとっては、ノーマル運賃顧客のノーショーこそが最も大きな収入機会の逸失とな

ってしまう。 

 

「ノーマル運賃にもノーショーのペナルティーを課すべきだ」などと言うと、法人需要

が激減し プレミアム旅客の争奪戦が激化している時に「何と馬鹿なことを！ たわけた

こと抜かすな！」と 航空会社の営業の人達から叱正を浴びかねない。 しかし、ノー

ショーを防ぐことによって、満席便に乗りたがっている顧客を 1 人でも余計に救済する

ことができるのであれば、顧客にとっても Win となる。 それに、資源の無駄使いも

なくなるじゃないか！ しかも、航空会社にとっては、収入の機会損失防止に加えて、

コールセンターによる予約の確認電話（ファーミング・コール）も不要になるだろう。 

空港のチェックイン係の負荷も少なくすることができる筈だ。 つまり、ノーショーを

防ぐことによって 顧客も航空会社も Win-Win の関係となる。 一律にペナルティーを

課すのは競争上の不利が発生するリスクが有るのであれば、始めは満席が予想される便

だけを対象にしたら良い。 

（現代の優秀な航空会社のイールド管理システムを持ってすれば、満席便の予想などは

いとも簡単にできる。） 
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運賃規則を操作してノーショーを防止する他に、航空会社はノーショーの発生を見越し

て、その分をオーバーセールする自衛手段をとっている。 しかし、どんなに優秀な統

計手法と予知技術をもってしても、各便のノーショー数を正確に予測することはできな

いので、収入機会の逸失を完全に補填できないばかりか、場合によってはオーバーセー

ルを実施し過ぎて、予約した顧客の一部を搭乗拒否せざる得なくなるケースも発生して

しまう。 

 

米国第 2 位の LCC である jetBlue 社は、全運賃を払戻不可にしている。 オーバーセー

ルも実施していない。 そして全米の航空会社の中で高い座席搭乗率を達成している。 

LCC 最大手の Southwest の搭乗率は、一部運賃に払戻可運賃を導入しているためか、同

じビジネスモデルの LCC であるにも拘わらず、jetBlue の搭乗率を常時 5%ポイント〜

10%ポイントも下回っている。（2008 年実績では jetBlue 80.4%＞Southwest 71.2%） 

（H.U.） 
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表紙： 

沖縄ガジュマル 

鉛筆 と マジックペン 

B5 カード 

1999 年 4 月作 


