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「エアータクシー出現 米国で」 （P.- 8 参照） 



Wainhouse Research, 2004 

1. Usage Trends Of Collaboration Technology By Business Travelers 
2004 

 デスクトップ ビデオ会議 ビジネス旅客減少させる？（下） 

 

この Wainhouse Research（www.wainhouse.com）のレポートは、コンファレンス業界の

ベンダー・リセラー（reseller）・サービスプロバイダーを除く 480 の回答者（エンドユ

ーザー30 社、その他 450 社）に対する、ビデオ会議の使用に関するアンケートの調査

結果を、13 枚の紙芝居にまとめている。 アンケート調査は、2004 年の 4 月に実施さ

れ、その結果を、9-11 テロ直後の 2002 年 8 月に実施された同様のものと比較している。  
この内から、最初の 6 枚を以下に掲載する。 紙芝居自体がセルフ エクスプラナトリ

ーであるので、数点の、特徴的なコメントのみを、図の下部に挿入した。 

 
 

 戦争・テロ・旅行の煩わしさが、ビジネス旅行の習慣を大幅に変化させている。  
 ビジネス旅行の代替手段に、興味を持っている企業が、激増している。 
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 2002 年及び 2004 年の両方の調査共、“旅行による生産性の低下”を、コンファレ

ンシング使用のトップに上げている。 
 2004 年では、“コンファレンシングがより身近になった”事と“旅行の高いコスト”

を、コンファレンシング使用の、大きなモチベーションとしてあげている。 
 反対に 2002 年調査では、個人的なプリファレンスである“効率的”と“使い勝手

の良さ”を上げているところが多い。 
 この変化は、コンファレンシングが、個人的な関心から、企業のビジネス オペレ

ーションの問題のための中核テクノロジーとして受け入れられ始めている、事を表

していると、Wainhouse は分析している。 
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 音声（audio）・Web・ビデオのコンファレンシング テクノロジーの使用が増加して

いる。 
 Web・ビデオの増加は印象的ではあるが、ここでは、必ずしも、真の姿を示してい

ない。 
 ここでは示されていないが、音声（audio）・Web・ビデオのコンファレンシング テ

クノロジーへの支出には、劇的な増加が見られる。 
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 旅行を代替することが出来るコンファレンシングが導入された場合は、殆ど全て

（93％）が、“時間と金が節約可能”と回答している。 
 以下、“生産性や競争力の向上”（89%）、“出張回数の減少”（82％）、“速い意思決

定”（78％）を、コンファレンシングがもたらすメリットに上げている。 
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 今日では、58％がコラボレーションとコンファレンシング テクノロジーを採用し

て、会議を行っている。 この傾向は、2002 年の 55％よりも増加している。 
（フェイス ツー フェイスの会議は、45％から 42％に減少している。） 

 
 

 2002 年調査と比較して、純粋な音声会議から、音声・Web・ビデオのリッチメディ

を活かした会議運営へのシフトが伺える。 
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 ビデオ会議のトップ ベネフィットは、“旅行に伴う時間の浪費のセーブ”（62％）

と回答している。 
 以下、ボディー ランゲッジや顔の表情の“視覚に対する訴求効果”（56％）、“出張

予算逼迫への対応”（47％）、“面談会議よりも会議時間の短縮化”（46％）がリスト

されている。 
 

N/A（not available）は、2002 年度調査には存在していない設問を意味する。 
 

デスクトップビデオ会議 ビジネス旅客減少させる？（下）  以上 ■ 
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nytimes.com, 7/10/2005 

2. Fly Me To The Moon? No, But The Next Best Thing 

 エアー タクシー出現 米国で 

 

夏休みの旅行シーズンの到来で、多くのアメリカ人が、高速道路・料金所・飛行場など

で、混雑への対応を迫られている。 
これは、インフォーメーション テクノロジー（IT）が、場所の移動の苦痛を緩和する

かも知れない、と言うレポートである。 
 

Bill Gates は、まさにこの問題に対する取り組みから、彼のスタートを切っている。 交

通信号機の設置場所と青信号タイミングの最適化のシステムを、高校の友人と共同で開

発したのだ。 また、高速道路料金自動払い E-ZPass（日本の ETC？）や、Web による、

リアルタイムの最新道路混雑情報提供システムは、道路の有効利用を促進している。 
（過去 30 年間で、車が倍増したにも拘わらず、道路建設は止まってしまっているのだ

から、道路の有効利用は益々必要。） 
 

航空は、多くの IT による恩恵を受けて来ている。  
① イールドマネジメント：  

特別運賃と複雑な運賃規則をコンピューター上で並べて旅客を惑わしたが、飛行機

の搭乗率を上昇させた。 
② Orbitz/Travelocity 現象： 

旅客の低運賃検索を簡単にし、イールド マネジメントと高コスト航空会社に、終

わりを告げさせた。 
③ Southwest や LCC の誕生：  

LCC が誕生し、IT を駆使した徹底的な流通コストの削減が実行された結果、運賃

の低下がもたらされた。 
 

そして、以上の①～③の三つの、不快感（unpleasantness）と不都合（inconvenience）を

緩和させる為に、IT の航空への一層の利用が図られつつある。 
 
6 年前から、NASA は、新しい航空旅行手段の、民間による開発を援助して来ている。 

NASA のゴールは、行きたい所に、行きたい時間に、乗り換えや、3 週間前の予約の条件な

ど無しに、旅客を輸送する航空代替システムの開発である。 
 

これを実現するためには、次の三つの問題を克服する必要がある。 
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① 全く新しい機材の開発： 
現在使用されているプロペラ機よりも、より安全で、より快適な居住性を備えた機

材の開発。 と、より安いジェット機の開発。 現在、新機材の開発と生産が進行

中。 例えば、Cirrus Aviation, Adam Aircraft, Eclipse Aviation, Lancair が、強力な宣伝

展開により、それらの航空機の大きな販売増を達成している。  
② 全米 5,000 空港のアップデート化： 

地方空港 5,000 空港を整備し、より多くの航空機を、悪天候下でも、より安全に取

り扱う事が出来るようにする必要がある。 地方空港の再整備は、ボトルネックと

なってしまっている大ハブ空港の迂回の為に、是非とも必要な措置である。 既に、

テクノロジー ベンダーの 1 社は、濃霧で視界が遮られる時でも、空港の滑走路と

周辺の障害物を探知する事が出来る、ビデオゲームもどきの“artificial vision”装置

を開発している。 
③ 航空管制の大幅な近代化： 

そして、5,000 地方空港の、航空管制の大幅な近代化を実施し、より多くの小型機

を、より多くのデスティネーションに、安全に飛行させる事を、可能にしなければ

ならない。  
 

過去 10 年間で、NASA は、$250m（275 億円）の研究開発費援助を支給している。 これ

に対して、民間は、推定 30 億㌦（3,300 億円）～40 億㌦（4,400 億円）の自己資金を使用し

て、上記三つの問題の克服に努力している。 多くの民間会社は、NASA の開発援助の開始

後に設立されている。  

 

これ等の新会社の中には、エアー タクシーもどきのオンデマンド航空旅行サービス企業 2

社、SATSair（Danville, Va.と Greenville, S.C.）と、DayJet の 2 社が存在する。 

 

 
 

SATSair は、Cirrus SR22 のプロペラ機（4 席）（写真：上）を使用し、Georgia 州と Pennsylvania

州の間の 9 州をカバーする空港サービス地域で、3 人の旅客をピックアップし、航空機の航
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続距離範囲内の、旅客が希望する目的地まで輸送

する。 料金は、飛行時間当たり（約 220 ﾏｲﾙ≒

352km）395 ㌦。 サービス地域以外への飛行に

は、追加料金が加算される。  

客室は、スペーシャスで豪華に作られている。 

そして、機体には、パラシュートが内蔵されてい

る。 故障時の絶対的な安全を、このパラシュー

トで確保している。（Cirrus は、既に 2,000 機を販

売済みで、過去に 5 回パラシュートが使用された

ケースが存在する。） 

SATSair は、中西部と大平原地帯の州（Plains 
states）に Cirrus を使用したエアータクシー会社

をオープンし、大規模な事業の拡張計画を、近々の内に発表すると言っている。 
 
 

もう 1 社のオンデマンド企業は、DayJet 社である。 この会社は、Eclipse 500 ジェット

機（6 人乗り）(写真：次ページ)を、239 機発注している。 このジェット機の価格は、

＄1.3m（1.4 億円）で、現在購入可能な競合機の 1/3 の超低価格に押さえられている。  
 

営業開始は、来年の夏が予定され、全く新しい、以下の航空輸送ビジネスモデルによる

運営が計画されている。  
① 旅客が、希望する旅行をオンラインで申し込む。 
② DayJet がすぐさま、値段をつけて回答する。 
③ 出発時間がフレキシブルな場合は、値段が安くなる。 例えば、午前中の 9 時から

12 時の間の猶予がある場合は、11 時キッカリ発よりも、値段は安くなる。 
④ 旅客が、値段をアクセプトすると、技術的なマジックが開始される。（DayJet は、

これが同社の“売り”だと言っている。） 
⑤ 多くの旅客と、殆ど無限の路線と、数百のパイロットと飛行機のマッチングがコン

ピューターにより開始される。（DayJet は、このシステムは、ヘッジファンド管理

のコンピューターのプログラムよりもズーット複雑だ、と言っている。）  
「人々は、イールドマネジメントは複雑だと言っているが、それと比較など出来な

い位、このマッチング システムの方がヨッポド複雑だ」と言っている｡ 「イール

ドマネジメントは、決まった路線上の固定化されたコネクションであるのに対して、

DayJet のものは、旅客のリクエストに従って、作ったり、壊したりの連続するオペ

レーションが要求される」と言っている。 
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これが出来上がれば、DayJet の成功は間違いないし、混雑を回避するための、代替手段

を欲しがっている我々にとっても良い話だ。 ■ 

 
 
 
DTW, 7/12/2005 

3. Expedia Spinoff: There’re Still Matters To Sort Out Before It’s 
Official 

 エクスペディア スピンオフ間近 

 

IAC/InterActiveCorp の旅行事業部門を、上場会社（新）Expedia に一まとめにする計画

が進行している。 現在の Expedia が、IAC からスピンアウトして、旅行部門の受け皿

企業（Barry Diller がコントロールする資産 80 億㌦≒8,800 億円の企業）になるのだ。 
 

（新）Expedia の構成は、以下の通りとなる。 

Active World 
  AllLuxuryHotels.com 
  Anyway.com 

Classic Custom Vacations 
  Condosaver.com 
  Elong 
 

Expedia Corporate Travel 
  Expedia.com 
  HotelDiscount.com 

  Hotels.com 
  Hotwire 
  TravelNow.com 
  TripAdvisor
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7 月 19 日の株主総会で、スピンオフが承認されれば、Diller
（右）は、IAC と Expedia の両社の、議決権株式 52％のマ

ジョリティーを所有する事になる。 総会では、one-for-two 
reverse 株式分割が議題として提出される。 IAC の 2 株が、

IAC 1 株と Expedia 1 株に分割される計画。 Diller は、IAC
の会長兼 CEOと、Expediaの CEO兼 senior executiveとなる。 

Expedia の CEO には、Dara Khosrowshahi が任命される。 
 

オフィシャルなスピンオフは、株主総会後の数週間後の、多分 8 月下旬に実施される模

様である。 総会とスピンオフ実施の間に時間がかかるのは、検索エンジン Ask Jeeves
の買収を完了させる必要がある事と、Nasdaq に上場される事になる（新）Expedia 普通

株の売買を、株式分割までに、円滑に促進させる助走期間を確保するため。 「IAC の

取締役会は、総会でスピンオフが承認されたとしても、いかなる理由で以ってしても、

スピンオフ中止の権利を保有していると」、と IAC は言っている。 
 

スピンオフが実施された場合、IAC と（新）Expedia の両社間では、カンパニー プライ

ベート ジェット機共同使用や、Web の流通・サービス・宣伝契約等の面で、密接な関

係が持たれる。 例えば、（新）Expedia は、Ask Jeeves にコンテントを提供し、Ask Jeeves
は、（新）Expedia の Web ページに検索ボックスを設置する。 そして、IAC の Ticketmaster
は、Hotels.comへはコールセンター サービスを、Expedia.comには宣伝販売サービスを、

それぞれ提供する事になる。 
 

スピンオフ後には、IAC と Expedia の役員幹部は、IAC 株と（新）Expedia 株の両方を

持ち合う事になるだろうが、これは、両社のインテレストにコンフリクトが発生した時

には、厄介な問題が発生する原因になるかも知れない。 
しかし、IAC の中に、Home Shopping Network から、Lending Tree や Hancock Information 
Group までと一緒に、ゴタ混ぜで、旅行事業部門を抱え込むよりは、スピンアウトさせ

た方が、余程マシで、事業基盤の整理が出来ると同時に、今後の拡張に備えられる、と

IAC は言っている。 Sabre や Cendant との競争上も、この方がズーッと好ましい。 
 

IAC は、Hotels.com 買収の数ヶ月後に、2002 年 2 月に、Expedia の支配株を握り、2003
年に買収を完了させている。 そして、この 2 社が、IAC Travel の基礎となっている。 
 

株価は、2 年前の 42 ㌦台から 24 ㌦台に、▲43%低下している。  
 

① 旅行部門の（新）Expedia への統合と、② Ask Jeeves 買収、そして③ Vivendi Universal 



Entertainment 全株売却（６月）（Diller は、これで 34 億㌦を得る）、等の実行により、

Googleに対抗する検索エンジンNo 1を目指すDillerのオンライン コングロマリット戦

略の行方が注目されている。 ■ 
 

 

 

 

nytimes.com, 7/4/2005; 7/13/2005 

4. Why Newspapers Are Betting On Audience Participation 

 新聞社の自己改革 購読者減少対策 

 

・ プロのブン屋のトップダウン的な、神の声的なジャーナリズムが、読者参加型のジ

ャーナリズム（participatory journalism）に変わりつつある。 
・ この新しいモデルでは、新聞の読者が、ブログ･写真･音声（audio）･ポッドキャストの

様々な方法で、新聞作りに協力する事になる。  

・ このモデルが、新聞社の収入を増加させる事になるかどうかは、未だ良く分からない

が、暗い収支展望と発行部数低下に直面している新聞社は、読者参加型ジャーナリズ

ムによる新聞再生に、必死の期待を寄せている。 

・ 殆どの新聞社が、以下の、三つの共通の問題で悩んでいる。 

① 18 歳から 34 歳の読者の減少 

情報 176（平成 17 年 7 月 15 日）  TD 勉強会 13



② 伝統的ニュースメディアの信頼の喪失 

③ 新テクノロジー、特にブログによる、片道通行会話の古いメディア侵食 

 

新聞社は、この共通の問題への対応の一つとして、読者参加型新聞作りを始めているのだ。 

読者参加型ジャーナリズムを初めている新聞社は、既に枚挙に暇が無いほど多く存在する。 

 

Backfence.com (Virginia)  市民が唯一の投稿者､ エディテッドされていない。 
Bluffton.com (S.C.)  一部を読者の投稿に頼っている。 
YourHub.com (Colorado) Rocky Mountain News のサイト。 YourHub.com の下

に 39 のローカル Web サイトを立ち上げて、殆どの

コンテントを、読者から提供してもらっている。 
Commercial Appeal (Memphis) Web サイトで、読者参加型のコミュニティー セクシ

ョンを設けている。 新聞社の手により編集（edit）
されている。 

Spokesman-Review (Spokane) Washington 州のこの新聞は、毎日の記事に対する意

見を書き込める、読者のブログを立ち上げている。 
Los Angeles Times (LAX, Calif.) エディトリアルに、読者の意見を書き込めるオンラ

イン頁を設けたが、開始後 2 日目で、卑猥な写真が

貼り付けられ、中止している。 （LAX タイムズは、

参加したい全て人達の投稿により作られる、オンラ

イン百科事典 Wikipedia を模範とした。） 
News-record.com (Greensboro) 南カロライナ州の News & Record は、オンラインサ

イト通じて、記事に不満を持つ読者に、記事を書き

変える事が出来る“Get me rewrite”のセクションを

立ち上げる事を検討している。 
 

“シチズン ジャーナリズム”、“草の根メディア”の新しい時代が到来しているとまで

は行かないかも知れないが、アマチュア（non-paid）ジャーナリストの、新聞作りへの

参加は、確実に増えている。 彼等は、昨年の津波災害時の体験記事（特に写真）の発

信に威力を発揮した様に、記事を書く一般的なセンスを持っている。 既に彼等の多く

は、ブログを立ち上げて、所謂“メディア ハブ代替”（alternative media hub）を読者に

提供し始めている。 新聞社よりも余程多くのコミュニティー情報（市民生活の問題か

ら、地方議会のニュース）を持っている。 
 

読者参加型の新聞作りによって、 読者をリードして行くのか？ それとも読者をフォ

ローして行くのか？ と言う、新聞の基本的な役割についての問題が、新聞社に提起さ
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れている。 良く知られているブロッガーの Ed Cone は、「新聞の権威（authority）は、

① 正確性(accuracy)、② 信憑性 (authenticity)、③ 信頼性 (trust)にあるのであって、ど

うやってプロデユースするか？ の問題ではない」、と言っている。 だから、多くの新

聞が、紙面をコントロールするために、読者の寄稿をプレビューしたり、編集（edit）
したりしている。 
(nytimes.com,7/4/05  Why Newspaper Are Betting on Audience Participation 以上) 
 
 
 
nytimes.com. 7/13/2005 

5. The CBS Evening Blog 

 シービーエス イーブニング ブログ 

 

CBSNews.com の野心的なリバイブの為の一方

策として、CBS は、① 無料のビデオニュース

The Eye Box を、サイトに流し始める。 と同時

に、② CBS ニュースに対する読者コメントが

投稿出来るブログを立ち上げる。 これ等に加

えて、CBS は、③ 24 時間連続放映の、オンデ

マンドのオンライン ニュース ビデオクリップ

を流す計画を持っている事を公表した。 
 

オンデマンドの 24 時間連続ニュースは、CNN
の 24 時間ニュース プログラムの向こうを張っ

たものであるが、「CNN より優れている点は、

ビューアーが、見たいニュースだけをまとめて、

見たい時に見る、自分自身のニュース放送に仕

立て上げる事が出来る点にある」、と CBS は解

説している。          The CBSNews.com site 
 

新設されるブログは、Public Eye と呼ばれるもので、視聴者のからの意見や、種々のソ

ースからの批判を集めて、CBS ニュースルームから即答する体制を備えている。 この

ブログは、政治問題を取り扱うWebサイトの編集人であったVaughn Verversが担当する。 
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CBS は、これ等の改革により、リーチの拡大を目論んでいる。 CBS Evening News は、

視聴者数で、NBC と ABC のニュースの後塵を拝して 3 位、CBSNews.com に至っては、

17 位のビューアー獲得数（6 月 Nielsen/Netratings 調）に止まっているのだ。  
 

CBS は、地域通信会社最大手の Viacom からス

ピンアウトし、他のメジャーなメディ企業と

同様、オンライン広告収入の獲得を目指して、

インターネット事業を拡張して来た。 昨年

は、 SportsLine を買収し、 3 月には、元

MarketWatch.com の CEO Larry S. Kramer を雇

って、インターネット部門を運営させている。

（CBS は、MarketWatch の少数株式を保有して

いたが、Dow Jones に売却している。） 
 

Kramer は、「新しく拡張された CBSNews.com
は、ケーブル TV をバイパスするもので、NBC
や Fox に負けていた、マルチのプラットフォ

ームによるニュース配信を強化する」と、語

っている。 CBS は、他のネットワークがケ

ーブル ニュースを作成するのと同様の方法

で、オンライン ニュースサイトを編集する。 

コレスポンデントとプロヂューサーが四六時

中作成しているビデオニュースは、Web サイ

トのみに放映される。（つまりケーブルをバイ

パスする。） それに加えて、Webユーザーは、

毎日、ケーブルの ニュース速報の殆ど（注）

を見ることが出来る。 （注： ケーブルの

ニュース速報は、提携 TV ステーションとの契

約で Web では流せない。 そのため、CBS は、

これを短編に編集し直して Web サイトに流し

ている。） 
 

2010 年には、家庭に接続する高速インターネット或いはブロードバンドが、ケーブル

や衛星に追いつくか追い抜くと言う予測の下に、CBS は、Web ニュースの強化に着手

している。 『ニュースに関しては、ネットに軸足を移す』明確な戦略転換を実施する。 

（今月、AOL で Web 放映された Live8 コンサートは、5 百万人が見ている。） 
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サイトでの広告の取扱については、「依然として試行錯誤を続けている」、と Kramer は
言っている。 インターネット ビューアーは、30 秒コマーシャルを嫌っている。 そ

こで 10 秒や 15 秒の広告が、ビデオ クリップの前後に、多分流されるだろう。 ビュ

ーアーが、クリップを立て続けに見る時は、コマーシャルの連続を避けるテクノロジー

の開発が試みられるだろう。 
 

インターネットで流されるビデオの運営形態は、各局によって異なっている。 CBS
と NBC は、殆どを無料で、コマーシャル付きで提供している。 ABC と CNN は、有

料にしている。 しかし CNN は、先月無料化に変更している。 ABC は、このビデオ

サービスに月 5 ドルを徴収しているが、サブスクライバーは小規模に止まっている。 

ABC は、ビデオコンテントを、AOL、Comcast、SBC、Yahoo のインターネット ポータ

ルに、バルクベースで販売している。 
 

Verver が編集するブログ Public Eye は、CBS のコレスポンデントや幹部へのインタビュ

ーに加えて、ネットワークの毎日のニュース編集会議にまでカメラを持ち込もうしてい

る。 CBS のニュース編集プロセスをガラス張りにして、読者のコメントや批判に対応

し様としているのだ。 他の局が、オンブズマンを雇って外部から客観的に見させて意

見や批判をさせているのとは随分違った体制を、CBS は採用している。 CBS は、

「Verver に、Verver 自身の声を Public Eye に反映させるのではなくて、サイトビューア

ーと、CBS ニュースの橋渡しの役割を演じるようにさせる」、と言っている。 
 

CBS News 社長の Andrew Heyward は、National Guard レポート（注）と、今回の CBS
改革との関連性の有無如何？ の質問に対して、「我々は未来を見つめている」、「それは、

全てのジャーナリズムが求めている事だ」と回答している。  
（注： 昨年秋に、CBS は、ブッシュ大統領の兵役忌避問題の誤報で、報道機関として

の信頼性を大きく損ねている。 この誤報を指摘したのが、ブログ集団達。 この件で、

CBS ニュースの人気キャスターが辞任している。） ■ 
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6. 其の他のニュース 

 
 旅行流通  
 

（１） GDS 代替の G2, ASTA 準会員となる 
G2 SwitchWorks が ASTA の準会員資格を獲得した。 ASTA は、G2 が、一部航空会社

に株式を放出した事は、航空会社の流通システム再所有に繋がるとして、DOT と DOJ
に調査を依頼していた。 しかし、最終的に、航空会社が所有する G2 株は、限定的な

小規模なものであり、旅行社への脅威とはならないものであると判断している。 
G2 は、以下を説明し、ASTA の疑念の払拭に努めていた。 

— G2 株を所有した米航空会社は全部で 7 社 
— その株式は、発行株式の 16％以下にキャッピングされている 
— 航空会社 1 社の保有株式は、最大で 5％以下 
— 年間ブッキングフィー前払いの場合の値引き（5%以下）は、これ以上実施し

ない 
 

ASTA は、Star Alliance が、GDS とのブッキング フィー交渉を、アライアンス キャリ

アが団結して当たる、と公言している事に触れ、この Star の動きは、GDS 間の公平な

競争を歪める恐れがあると、懸念を表明している。(DTW, 7/11/2005) 
 

（２） 双方向旅行サービス協会（ITSA） GDS バリューを再宣伝 
GDS 4 社で構成する Interactive Travel Service Association (ITSA)は、旅行業界内の GDS
のバリュー再認識が必要だとして、「最新テクノロジーに遅れを取っている GDS」等の

“誤解”の除去に努める運動を開始する。 ITSA の主張は： 
① GDS は、オープンシステムへの移行を行いつつある 
② Web ベースのアプリケーションを採用している 
③ GDS 代替（GNE）は、ニッチの流通システムで、“Limited Travel Distributor 

(LTD)”（Sabre） 
④ 旅行社とサプライヤーにとって、GDS が、旅行流通の最良のオプション 
⑤ GDS は、新興 GNE の一方的な議論に参加して来なかったが、これからは、

GDS の真の価値を業界内に再認識させる必要がある。 
(DTW, 7/11/2005) 
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（３） レジャー旅客 旅行社手配好き ガリレオ調査 
Galileo が実施した調査（Harris Interactive の 1,006 人の旅客アンケート調査）によ

ると、2/3 のレジャー旅客は、旅行の予約手配には旅行社のヘルプが有効と感じている。 
 
65％が、パーソナルな双方向の会話、座って旅行社のエージェントとの旅行計画の相談 
76％が、旅行予約 
73％が、リアルタイムの情報へのアクセス 
53％が、旅行社の‘旅客のニーズ’を聞き出す能力 
52％が、旅程の作成への積極的関与 
49％が、複雑な旅程手配能力 
を、旅行社の有効なヘルプに上げている。(DTW, 7/11/2005) 
 
（４） TRX 上場で＄36.9ｍ資本調達 
セルフ予約ツールを提供している、そして多くの Expedia のトランザクション プロセ

ッシングを取り扱っている TRX が Nasdaq に上場する。 上場希望価格は、1 株 11 ㌦

～13 ㌦を予定している。 340 万株の新株発行の他、既存株主が、同数の 340 万株を

売却する計画。 1 株約 12 ド㌦で計算すると、TRX は、＄36.9ｍ（40 億円）の資本を

調達することになる。 株主には、BCD Technology, Hogg Robinson Holdings, Sabre
が名を連ねている。 TRX は、2001 年 3 月に、一度上場を試みた経験を有している。

(DTW, 7/14/2005) 
 
 
 空  運  
 

（１） アメリカン航空 シカゴ＝デリー線開設 
AA 航空が、11 月 15 日より ORD=DEL 直行便を B777 型機で路線開設する。 AA にと

っては最長路線（7,500 ﾏｲﾙ≒12,000km）。 これは、4 月に合意された米印間オープン

スカイ協定に伴い、実現された路線である。 AA は、Air Sahara（印）とコードシェア

便協定の MOU を締結した。 Air Sahara は、インドの 23 都市に運航している。 
AA は、来年 4 月に、ORD=上海 直行便を開設する。(DTW, 7/12/2005) 
 

（２） ジェットブルー ニューワーク空港乗り入れ開始 
jetBlue 航空が、EWR 発フロリダ線を、10 月から開始する。 運賃は、7 月 26 日までの

購入が条件で、路線開設特別運賃片道 69 ㌦（通常運賃は 89 ㌦～299 ㌦）。 DL の Song
は、EWR=Orlando 毎日 2 便を、9 月 6 日から運休する。 この Song の運休は、BOS 及

び Hartford からの大陸横断線に機材を充当するための運休。 jetBlue は、EWR への乗
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り入れで、Greater NYC の 3 空港全てに乗り入れることになる。 5 年前の JFK 乗り入

れ、昨秋の LGA 乗り入れに次ぐもの。 jetBlue は、現在、13 州とカリブの 32 都市に、

毎日 314 便を運航している。(nytimes.com, 7/13/2005) 
 

（３） アメリカウエスト＋ユーエス合併 新たに 6,500 万㌦調達 
America West と US の合併は、新たに、$65m（71.5 億円）のエクイティー投資を、Tudor 
Investment Corp より獲得した。 これにより、この合併が調達した、エクイティーファ

イナンスは、合計で＄565ｍ（621.5 億円）に達した。 内訳は： 
Ace Aviation Holdings  $ 75m Air Canada の持ち株会社 
PAR Investment Partners (BOS) ＄100m ヘッジファンド 
Peninsula Investment Prtnrs (Virginia) $ 50m ヘッジファンド 
Eastshore Holdings  $125m Air Wisconsin 

追加株主割当権  $150m 割当先未定？ 
合併会社は、このエクイティーファイナンスを含めて、総額 15 億㌦（1,650 億円）の資

金を調達する。(DTW, 7/7/2005) 
 

（４） 米運輸省、ペット輸送実績発表 
米 DOT は、米航空会社のペット輸送実績（イレギュラー実績）を、初めて発表した。 

これによると、5 月ペット輸送事故は 10 件で、その内訳は、死亡 4、怪我５、逃走１で

あった。(DTW, 7/7/2005) 
 

（５）ユーピーエス 中国国内で小口貨物輸送サービス開始 
UPS が、中国で、最初のパッケージ デリバリー サービスを開始する。 9 月から、中

国の主要都市 23 都市で、翌日配達のパッケージ デリバリー サービスを開始する。 現

在、中国国内で宅配サービスを実施している外国企業は DHL 1 社のみ。 
UPS は、7 月 7 日、上海の Pudong 空港に、2007 年までに、中国オペレーションの新し

いハブを建設すると発表した。 
UPS は、昨年 12 月に、Sinotrans と設立した合弁デリバリー サービス企業を、$100m（110
億円）で 100％自社保有に切り替えている。 これで、UPS は、中国で初の、中国企業

との提携無しで、デリバリー サービスを実施できる会社となった。 
今年、UPS のサプライチェーン サービス部は、2 年以内に、中国国内の上屋を 40 から

60 に増加する、と発表した。 そして、中国への貨物便数を、週間 18 便に増便する。

（来年からは、更に＋3 便増便する。） 
UPS は、今年末までに、中国で、3,500 人以上の従業員と 75 の営業所と、1,400 台の車

両を保有する。（FT.com, 7/7/2005） 
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（６）ユナイテッド航空 レイオフ客室乗務員をリコール 1,500 人が職場復帰か 
UA は、客室乗務員の予想以上の退職者増（注）と、需要増に対応するため、レイオフ

した乗務員 1,500 人の職場復帰を、11 月下旬迄に実施する。 
（注： 多くの客室乗務員が、年金満額確保の為に、基金解散前の退職を希望している。 

客室乗務員は、年金基金解散に反対して、部分ストを計画している。） 
組合は、「リコールにより職場復帰する乗務員は、余り多く無いのではないか？」と言

っている。 リコール対象乗務員の中には、数年前にレイオフされた者を含んでいる事

と、職場復帰時のペイスケールは、振り出しから再び始まる（前の待遇には戻れない）

事になるので、彼等に取っては、魅力的な復帰とはならない様だ。（Rocky Mountain News, 
Denver, 7/9/2005）  
 

（７）エアーアジア（マ） 燃油サーチャージを初めて導入 
東南アジア地区の LCC 最大手 AirAsia（マ）は、7 月 14 日から、高騰する燃油費に対応

するため、会社創立以来初の燃油サーチャージの導入に踏み切る。 サーチャージの幅

は路線別に、マレー半島内：5 リンギ（150 円）、東部マレーシア：10 リンギ（300 円）、

タイ・インドネシア・マカオ・フィリピン：25 リンギ（750 円）。 
AirAsia は、マ政府に対して、MH 航空と AirAsia 間の、マ国内線路線権益再編を要求し

ている。(channelnewsasia.com, 7/11/2005) 
 

（８）ジェットスターアジアとバリューエアー提携話 早くも破談 
Jetstar Asia と Valuair（どちらもシンガポールの LCC）の提携協議は、早くもご破算と

なった。 Jetstar Asia は、 
― Valuair との提携は、Jetstar に企業拡張の機会を提供してくれる予定であった 
― 提携協議が不調に終わっても、Jetstar の、今後の拡張計画には影響を及ぼさない 
― 重要な事は、株主と顧客へのより良いバリューを提供する事だ 
― 今後も、継続して提携先を模索したい 
提携の破談は、どうやら両社の株式交換価格にあったらしい。 (asiatraveltips.com, 
7/11/2005) 
 

（９）ライアン航空 ロンドン テロで予約▲10％ダウン 
Ryanair は、LON テロによる影響で、先行予約が▲10％低下している、と発表した。 

Ryanair の LON オペレーションは、Stansted 空港ハブに集中（全トラフィックの 30％
が集中）し、この内約半分以上が海外からの旅客となっている。 予約減少は、このイ

ンバウンド旅客で発生している模様。 2002 年のバリ島、2004 年 3 月の MAD、何れ

の爆破事件でも、今回と同様の予約減少が発生している。（Ryanair は、どちらにも乗

り入れていない。） Ryanair は、9 月から予定していた、300 万席の超ディスカウン
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トセール（運賃１ﾎﾟﾝﾄﾞ若しくは 1 ﾕｰﾛ）を、7 月中旬から、繰り上げて開始する。(FT.com, 
7/13/2005) 
 
（10）フェデックス アジア太平洋地区のハブを中国広州国際空港に変更する 
FedEx は、アジア太平洋地区ハブを、現行のフィリピン Subic Bay から中国広東省の

広州 Baiyun 空港に移動させる事を決定した。 このハブは、FedEx の米国以外の最大

貨物基地となる。 ＄150ｍ（165 億円）を投資して、2008 年 12 月からの運用開始を

目指す。 パッケージ デリバリー サービスの世界最大手 3 社、FedEx、UPS、DHL 
は、中国での小口貨物輸送のネットワーク展開増にしのぎを削っている。 第一四半期の

中国の輸入は前年を＋33％上回り＄343.3bn（37 兆 7,630 億円）に達している。 輸入は、

＋14％の＄302.7bn（33 兆 2,970 億円）であった。（FT.com, 7/13/2005） 
 

（11）ジッポ（ライターメーカー） 連邦議会ロビー活動奏効 
DHS（Department of Homeland Security 国土安全保障省）により、4 月から航空機へのラ

イターの持ち込みが禁止されたが、世界的に有名なライターメーカーの Zippo がこれに

抗議し、一部の規制緩和に成功している。 
全面的に持ち込み禁止になっていたものが、次の通り改められた。 
チェックド バッゲジ内のライターは、unfueled であれば、輸送可能。 
ただし、“Zippo”は、揮発防止ケースに入れられた物であれば、unfueled でなくても、2
個まで輸送可能。 何処でも、政治の力は大きなものが有る。 
Zippo は、このため、特別な容器（12.95 ㌦）を製作した。 機内も持ち込みは、今まで

通り全面禁止。 (nytimes.com, 7/12/2005) 

 
（12）米国土安全保障省 ワシントン 離発着時の 30 分間着席規則撤廃 
DHS は、Washington D.C.の Reagan National Airport の離発着時 30 分間着席義務規

則を、近い内に撤廃する。 各種のセキュリティー対策が導入されて、（強化型コック

ピットドア装置、エアーマーシャル搭乗など） 着席義務が必要でなくなったと言うの

が規則撤廃の理由。(DTW, 7/14/2005) 
 
（13）サウスウエスト航空 燃料高騰下にも拘わらず 57 四半期連続利益計上達成 
Southwest 航空は、燃油の高騰が連続しているにもかかわらず、第 2 四半期純利益

$159m（175 億円）の利益を計上した。 これで、57 四半期連続利益計上と、記録を

更新した。 営業収入の伸び（＋13.3％）もさることながら、バレレ 26 ㌦の燃油ヘッ

ジ購入（85％）が、増益の最大の原因。 このヘッジにより、Southwest は、燃油費

の▲＄196m（215 億円）セーブに成功している。 ユニットコストは（CASM）、7.76
㌣（前年同期 7.96 ㌣）。 
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Southwest の燃油ヘッジは； 
2005 年 26 ドル 
2006 年 32 ドル  65％ 
2007 年 31 ドル  45％ 
2008 年 33 ドル  30％ 
2009 年 35 ドル  25％以上  (FT.com, 7/14/2005) 
 
（14）デルタ航空 遂に国内線運賃キャッピング＋100 ㌦嵩上げ 
DL 航空は、7 月 14 日、最後まで抵抗していた国内線運賃キャッピングの値上げを、突

然実施した。 新しいキャッピング レベルは、エコノミー運賃で 599 ㌦、ファースト

運賃で 699 ㌦となる。 DL は、今年 1 月に運賃構造の単純化と最大▲50％の運賃値下

げ（SimpliFares）を実施したが、その際設定したキャッピングレベルの値上げ実施を、

今まで回避してきた。 バレル 61 ㌦を超えた現在（1 月時点 43 ㌦）、遂に＋100 ㌦の

値上げに踏み切る。（DTW, 7/14/2005） 
 
（15）ノースウエスト航空 国内線運賃 1.50 ㌦から 4.50 ㌦値上げ 
NW 航空は、7 月 13 日から、米国内線運賃の＋1.50 ㌦～＋4.50 ㌦の値上げを実施する。 

この値上げは、乗り継ぎ空港の、旅客施設チャージ（PFC）の“NW 持ち”の中止によ

る値上げ。 今までは、例えば、DTT 経由 PHL から LAX 行きの旅客の、DTT 乗り継

ぎに必要となる PFC 4.50 ㌦は、NW が負担して来た。(DTW, 7/13/2005) 
 
（16）中国貨物航空 B747-400ER 貨物専用機 2 機購入 
China Cargo Airlines は、ボーイング社と、B747-400 型貨物専用機 2 機の発注契約を

完了した。 この商談は、リスト価格で＄430ｍ（473 億円）。 導入は 2006 年 7 月と

8 月。 B747-400 型貨物専用機は、124 トンの貨物を 9,200km まで輸送する能力を備

えている。(asiatraveltips.com, 7/14/2005) 
 
 
 海  運  
 

（１） 韓国 STX シンガポール上場 振るわず 
韓国の最大バルク海運企業 STX Pan Ocean の、7 月 8 日のシンガポール上場は、芳しい

結果を生みそうも無い。 6 億株のオファーは、1.6 倍のオーバーサブスクライブとな

っているが、STX の希望価格 S¢96（63 円）～S¢127（84 円）を大きく下回り、S¢90
（59 円）で売り出された。 最近の中国海運最大手の Cosco Holdings の香港上場の影

響（注）を受けて、STX は、S$540m（356 億円）の資金調達に止まった。 韓国企業
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のシンガポール証券取引所への上場は、STX が初めて。 売買開始は、7 月 14 日から。 
（注： 6 月 30 日の売買開始直後、Cosco 初値は、売り出し価格を▲10％下げている。 

投資家は、不安定な海運市況を嫌っている。） 
 

（２）Celebrity 2,850 人乗りのクルーズ船 巨艦建造計画 
Celebrity Cruise が、初のポストパナマクルーズ船（post-Panama cruise ship パナマ運河を航

行できない巨艦船）を建造する。 この船は、117,000 ㌧ 2,850 人乗りで、2008 年の中ごろ

の進水が予定されている。 Celebrity は、7 月 12 日に、この船を建造する Papenburg（Meyer 

Werft yard 独）と LOI を締結している。 建造費は、バース当たり 225,000 ㌦（2,475 万円）、

船体価格では$641m（700 億円）。 Celebrity は、2 艘目のオプション（期限 2006 年 3 月 15

日）を有している。(DTW, 7/12/2005) 

 

（３） カーニバル “アイーダ”ブランド用の 3 隻目のクルーズ船を造船 
Carnival Corp.は、AIDA Cruises ブランドのための 3 隻目のクルーズ船（65,500 ㌧、2,030
人乗り）を建造する。 AIDA ブランドは、ドイツ語を喋るクルーズ船客専用のブラン

ド。 先の 2 隻同様、Papenburg（Meyer Werft yard 独）で造船される。 2007 年以降、

毎年 4 月に 1 隻づつ進水する予定。(DTW, 7/13/2005) 
 

 

 陸  運  
 

（１） アムトラック アセラ特急再開 
4 月 15 日から運休していた Amtrak の Acela Express が、7 月 11 日から、部分運転を再

開した。 再会されたのは、2編成の列車によるNYC発とWAS発の毎日2往復。 Amtrak
は、残る 18 編成の列車も漸次カンバックさせ、平常ダイヤへの復帰を急ぐ。 
Acela 特急は、全列車編成のブレーキディスクに疲労破壊によるヒビが見つかり、全て

のディスクの交換が行われている。 ヒビの原因の特定は出来ていない。(DTW, 
7/11/2005) 
 

（２） アムトラックエムパイアービルダー強化策を発表 
シカゴからシアトルとポートランド（オレゴン州）までの人気長距離列車 Empire Builder
（乗客年間 50 万人弱）が、客車のアップデート化やサービスの見直しが実施され、来

月から生まれ変わる。 客室やトイレが改修された他、食事のメニューが見直される。 
この改修とサービスのアップグレードにより、集客力強化が期待されている。(DTW, 
7/13/2005) 
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（３） 京成電鉄株 プリヴェチューリッヒ証券グループに買われる 
日本の最も積極的な投資ハウスのプリヴェチューリッヒ証券グ

ループ（Privee Zurich）が、京成電鉄株の 6%を購入した。 京成

が 23％所有している、オリエンタルランドのバックドアー テイ

クオーバーではないか？ との憶測が飛んでいる。 
しかし、市場関係社達からは、京成株価の過小評価の是正後売り

抜ける、プリヴェチューリッヒの短期的な利鞘稼ぎ、と見られて

いる。 京成の時価総額は 1,880 億円。 同社が保有しているオリエンタルランド株

22.8%は、オリエンタルランドの時価総額 6,830 億円に基づくと 1,550 億円の資産価値に

相当する事となり、京成の時価総額の 80％以上を構成してしまう。 これから、京成

の株価はアンダーバリューと考えられるのだ。 
プリヴェチューリッヒ証券グループは、元 Salomon Smith Barney の松村ケンゾウ氏が興

した日本の投資企業で Rudolph Giuliani（元 NYC 市長）と関係を持っている。(FT.com, 
7/7/2005) 

 
（４） ユーロトンネル、格付けレーティング更に低下 

レーティング エージェンシーの Fitch が、Eurotunnel の格付けを、更に低下させた。 
会社の運営状況と、債務リストラの為の債権者に対する交渉態度（現実離れの 2/3 の債

務放棄を要求している）が、格付け低下の原因と見られている。 これにより、トンネ

ル会社の主要な債務は、ジャンク ボンド ステータスに格下げされる事になった。 具

体的な、格付け低下は以下の通り。 
・ FLF1 restructuring vehicle の A1 A2 loan notes（額面£200m と 103m ユーロ） BBB

から BB+に 2 段階低下 
・ FLF1 発行の Class B1 notes の£50m と Class B2 notes の 135m ユーロ BB から

B+へ低下 
・ Class C2 notes の 142m ユーロ B+から B-へ低下 
・ FLF2 most senior debt は、AAA レーティングを維持 

同社は、7 月 15 日迄に、63 億ポンドに上る債務のリストラ案を提示しなければならな

い。(FT.com, 7/7/2005) 
 

 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）インターコンチ 英国でホリデーイン チェーン展開拡大 
InterContinental Hotels Group（IHG）は、元 Hilton が所有していたホテル 5 軒の、Holiday 
Inn ブランドによる、フランチャイズ契約を締結した。 
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フランチャイズとするホテルは、Starwood Capital と Chardon Hotels の両社間で設立した

合弁会社 Stardon 社が、今年の 3 月に、Hilton から購入した英国の 11 軒のホテル（買収

価格総額£111m≒222 億円）の内の 5 軒。 Starwood と Chardon 間の契約により、ホテ

ルの運営は、Holiday Inn ブランドで Chardon が行い、ホテル自体は Starwood が所有す

る。 このディールは、IHG の、ホテル所有から運営受託とフランチャイズ契約のビジ

ネスモデルへのシフト戦略の一環。（IHG では、20 億ﾎﾟﾝﾄﾞ≒4,000 億円の資産売却計画

が進行中で、殆どの売却益は株主に還元される。） 
この 5 軒追加により、Holiday Inn の英国のポートフォリオを 100 軒以上に拡大する。 

IHG は、既に 123 のホテルを売却し、更に 21 のホテルを市場に出している。 (FT.com, 
7/11/2005) 

 
（２）ニューヨークのホテル レートが高騰している 
1 泊 300 ㌦以上もする NYC の最も高いホテルのレートが、更に上がっている。 PKF 
Consultancy によると、5 月の top luxury category hotel 平均レートは 1 泊 386.15 ㌦

（42,500 円）で、前年同月を＋15.1％上回っている。 このカテゴリーのオキュパンシ

ーは、+4％上昇して 88.6％となっている。 マンハッタン地区のオール カテゴリーの

ホテルのオキュパンシーは、＋4.5％の 89.6％で、平均ルームレートは、240.23 ㌦

（26,500 円）（＋12.6％）であった。 NYC のホテルの予約が取り難くなっている。

(nytimes.com, 7/12/2005) 
 
（３）WPT エンタープライズ ７億㌦のキャッシュ買収オファーを受ける 
World Poker Tour テレビ番組の制作社、WPT Enterprises が、7 月 8 日、7 億㌦（770 億円）

の買収オファー（unsolicited）を受けた事を、公表した。 WPT の株価は、同日に、＋

60%上げて、28.20 ㌦をつけている。 買収オファーの価格は、7 月 7 日終値一株 17.70
㌦の、100％増しのプレミアム付きで計算されている。 
カジノやオンライン ギャンブリング事業のブームが到来している最中での、買収オフ

ァー。 先月は、ジブラルタルに本社を置く、PartyGaming 社が、LON 上場で、時価総

額 56 億ポンド（1 兆 1,200 億円）の企業となっている。 
WPT は、昨年 9 月に上場し、$32m（35 億円）の資本を集めている。(FT.com, 7/8/2005) 
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編集後記  
 
 
 

ビデオ会議が、社員の出張旅行を減少させる（させている）と、コンサルタント達が言

っている。（P.-2）  
確かに、テクノロジーの進歩により、ビデオ会議の品質が飛躍的に向上しているのだか

ら、ワザワザ出張しなくても良くなるのだろう。 
 

しかし、「Seeing is believing」の格言は、何処に行ってしまうのだろうか？ 
テレビの小さな画面では、“Seeing”は、達成されないのではなかろうか？ ☆ 
 
 

IT の航空輸送への一層の利用が促進されていると言う。（P.-8）   
そして、「Orbitz/Travelocity 現象が、イールドマネジメントの終わり告げる」と、何や

らセンセイショナルに、このレポートが、とんでもない事を指摘している。  
このレポートは、「IT の、航空への一層の利用が図られつつある」と言っているが、も

う一つ、具体的に、IT がどの様に航空へ利用されつつあるのかが、良く分からない。  
DayJet 社が開発する、オンデマンド航空輸送の予約（運賃）管理システムの事を言って

いるのだろうか？   
 

何やら、本当に手塚 治の未来社会が、米国で実現しつつある様だ。  
 

しかし、パラシュート付きの航空機が有るとは・・・・ ☆ 
 
 

「エクスペディアの Diller が、Google を抜いて検索エンジン No.1 になる事を目指して

いる」、と Forbes.com に書いてある。（P.-12） 今や株価が 300 ㌦を突破して、時価総

額 9 兆円以上の企業に成長している Google を、株価が過去 2 年間で▲40％以上も低下

して、時価総額 1 兆 8,000 億円の企業（IAC）が、どうして追い抜けるのだろうか？ と

疑問に思う。 
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口悪く言えば、IAC は、9-11 連続テロの影響で、ホテルが軒並みオキュパンシーレート

を下げた時に、逸早くマーチャント販売を導入して、Expedia と Hotels.com を使って、

客室（空室）のオンライン在庫整理販売で、荒稼ぎしただけの話ジャアなかったのか？  
だからオキュパンシーが上昇して来ると、IAC の株価は下がりっ放しジャアないか。 

☆ 
 
 

米三大ネット局の一つ、CBS が、ネットの無料配信を開始する。 CNN の向こうを張

って、24 時間連続オンラインニュース速報を流すと言う。 そして視聴者参加型の双

方向オンラインメディアの確立を目指している。（P.-15） 
 

日本でも、民放大手では初めて、日テレが、10 月から、インターネットで自社番組を

有料配信すると言う。  
 

テレビのビジネスモデルが大きく変わりつつある様だ。 
 

ロンドン連続爆破テロの際、被害現場を撮影した写真やビデオの投稿が、相次ぎ報道機

関で公開されている。 「シチズン ジャーナリズム」が本格的に到来しつつある。 
 

（H.U.） 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 176 （ 以 上 ） 
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