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1. CONSUMER TRAVEL TRENDS SURVEY Ninth Edition 

 「連載」フォーカスライトの旅行消費者性向調査（１） 

 

PhoCusWright の「旅行消費性向調査 第 9 回」（40 ページ）を 4 回の連載物にして御届けす

る。 
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オーバービュー、調査方法  Overview, Methodology 
 

このレポートは、PhoCusWright の 9 年目の、旅行のショッピングと購入に関する米オンラ

イン旅行者の消費性向調査である。 
 

オンライン旅行者は、以下の定義による。 
１． 過去 12 ヶ月の間に、自分で、商業航空便に搭乗した経験を有する人、 
２． 過去 12 ヶ月の間に、自分で、ホテルに宿泊した経験を有する人、 
３． 先月、家庭や事務所のどちらかで、インターネットに接続した人、 
 

情報 273（平成 19 年 6 月 10 日）  TD 勉強会 2



 
 

この調査は、ICR’s EXCEL Omnibus により、2006 年 9 月 27 日〜10 月 22 日の間に、米国の

オンライン旅行者をインタビューした結果である。 インタビュー（500 件）は、ICR の

センターから電話（所要時間平均 22 分）により行われた。 
 

全米の状況を正しく反映させる為に、Omnibus のデータベースの人口分布により、北東部、

北中央部、南部、西部の男女比率のクオータにより、被インタビュー者を抽出した。 500
件のサンプルのエラー インターバルは、信頼度95%のレベルで、+/- 4.4%を達成している。 

この調査に併せて、急成長しているオンライン法人旅行市場を反映する為に、フリークエ

ントなビジネス旅客 333 人をインタビューした。 この調査結果の詳細は、別途、The 
PhoCusWright Business Travel Trends Survey Second Edition で発表する。 
 
 

定義 Definitions 
 

オンライン旅行者（ONLINE TRAVELER） 
過去 1 年間に、商業航空便とホテルを使用し、過去 30 日間にインターネットを利用した経

験を有する人。 
オンライン旅行ショッパー（ONLINE TRAVEL SHOPPER） 
過去 1 年間に、オンラインで旅行をショップした経験を有するオンライン旅行者。 
（Shop = 買物の下見に行く、・・・の商品を見て回る／調べる。 つまり、実際には購入

しない。 BUY/Purchase = 実際に購入する。） 
日常的オンライン ショッパー（USUAL ONLINE SHOPPER） 
過去 1 年間に、日常的に（専らでなく）旅行をオンラインでショップした事がある人。 こ

のレポートでは、“usual online travel shopper”とも表現する。 
オンライン旅行購入者（ONLINE TRAVEL BUYER） 
過去 1 年間に、少なくとも 1 つの旅行素材（エアー・ホテル・パッケージ）を購入したオ

ンライン旅行者。 
フリークエント ビジネス旅行者（FREQUETN BUSINESS TRAVELLER） 
1 年間に、3 回若しくはそれ以上のビジネス旅行を実施したオンライン旅行者。 
バケーション旅行者（VACATION TRVELLER） 
過去 1 年間に、1 週間若しくはそれ以上の長さのバケーションを、1 回若しくはそれ以上取

ったオンライン旅行者。 
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戦略的示唆 Strategic Implications 
 

フリークエントな、より短期旅行のトレンドが、オンライン旅行の中心となる 

Trends Toward Frequent, Shorter Trips A Boon to Online Travel 
 

 米オンライン旅行市場は、より多くの習慣的な旅馴れた人達によって構成されている。 

市場の成長が緩慢になりつつあり、経済状況が可処分所得の優先順位を厳しく管理さ

せ始めているので、フリークエント旅行者の獲得が益々重要となっている。 旅馴れ

たオンラインに強い旅行者の動機（モチベーション）を理解する事が、極めて重要に

なっている。 これ等の旅行者の大半が、サプライヤー サイトで購入するので、オ

ンライン旅行社は、ショップから購入へのプロセスを強化して、これ等の旅客を取り

戻し、維持しなければならない。 

 長期週末旅行（3 泊以上の旅行）が、オンライン レジャー市場に於いて、重要なレジ

ャー旅行商品となっている。 1 週間旅行よりも倍以上の規模となっている事が示し

ている様に、今や、この旅行が も人気が有る旅行のタイプになっている。 長期週

末旅行は、1 週間の旅行よりも低いマージンしか無いが、回数が多いために、ターゲ

ットする価値がある市場となっている。 そして、頻度、短い購入サイクル、低い価

格、オンライン予約し易さによって、オンライン長期週末旅行の年間購入額は、フル 
バケーションの倍も大きい。 

 市場には、 良のオポチュニティーを提供してくれるフリークエント旅行者が存在す

るので、旅行の企業は、オンラインとオフラインの両方で、それ等の顧客の獲得競争

の為に、サービスとスピードとコンビニエンスの発想を変えつつある。 
 
 

時間がない旅行者には、価格よりも旅行の便利さ強調 
Emphasis Shifts form Price to Trip Convenience for Time-Starved Travelers 
 

 バケーション頻度の低下と世代間構成の変化（ベイビー・ブーマーの退職と、労働人

口の縮小）が、現代の旅行者のニーズにより良く適合する為に、バケーション コン

セプトの再定義を必要とする事を示唆している。 旅行者は、時間が少なく、短い旅

行を好んでいるので、マーケターは、コンビニエンスと使い勝手の良さと同様に、旅

行に必要となる距離と時間の長さ（ も直行となるルートの選定を含めて）に特別の

注意を払う必要がある。 これは、 “バケーション”のより大きなカスタマイゼー

ションの必要性と、オンライン レジャー旅行の分野に於けるニッチ プロダクトの重

要性が高まっている事を浮き彫りにしている。 
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 新規の購入者の減少に伴い、旅行のマーケターは、既存顧客のウオレット シェアー

（wallet share＝1 個人当たりの消費のシェアー）の拡大に専念する必要がある。 そ

れは、旅行者に、ワンストップ ショッピングが出来る便利なポイントオブセールに

於いて、ジャストインタイムで関連性有るプロダクトやサービスを提供する事を意味

している。 単一の顧客に複数商品の購入を勧め、彼等を他のサイトに行かせない為

には、次の 4 つの方法を実施する事が必要だ。 

— 複数の旅行素材（エアー・カー・ホテル）の販売 
— ポイントオブセールに於けるアドオン（イベントやアトラクションのチケット、旅

行保険）販売 
— ビジネス旅行に対するレジャー素材販売 
— 完全な、そして、エンターテイメント コンテント（ユーザー・レビュー、ブログ、

ビデオ）の提供 
 オンライン旅行者が依存している一般検索エンジンが、何処で旅行購入するかに留ま

らず、どの旅行を究極的に購入するかにについても影響を与えている事に見られる通

り、バケーションの為の時間の欠乏は、バケーション計画にも及んでいる。 殆ど

2/3 のオンライン旅行者は、インターネット上に余りにも多くの旅行関連 Web サイト

が存在するので、Google や Yahoo!の様な一般検索エンジンが、彼等の旅行購入に影

響を与えていると言っている。 これは、お目当てのバケーション オプションが無

い場合は、旅行者は、幅広い選択と検索が可能になるオンライン ソースに向かう事

を明らかにしている。 
 
 

複雑な顧客ニーズは、依然としてオフライン サポートを必要とする 

Complex Customer Needs Still Require Offline Support 

 

 同様のシフトが、インターネットを使用しているオンライン旅行者のオフライン チ
ャネル使いにも発生しつつある。 旅行の手配が複雑となり、購入した素材の数が増

えているので、オンライン旅行者は、よりオフラインのサポートを必要とする。 こ

の事は、振り子がオフラインに戻っている事を必ずしも意味している訳では無い。 

しかし、オンライン予約ツールが、より複雑な旅行（グループ旅行、マルチ区間航空

便旅行、クルーズ）や、ニッチ旅行（環境ツアー、サイクリング）の購入ペースに追

いついていない事を示めしている。 これ等の旅行者は、オンライン調査実施後でさ

えも、オフラインのヘルプを継続して求めざるを得ないと言っているので、オフライ

ンのエージェントは、それへの対応の為に、情報を取得しておかなければならない。 
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価格は重要なるも、それだけではない 

Price is the Thing, but Not The Only Thing 
 

 価格が依然として旅行の決定に重要であるが、購入に際して使用するチャネルの決定

には際しては、嘗て程、重要では無くなって来ている。 興味深い事に、オンライン

やオフラインに於ける購入決定に際しては、“より低い価格／レート”は、“幅広い選

択”や“好みのブランド”の両方の意思決定理由の半分にしか上げられていない。 価

格以外の要素へのより大きな依存は、インターネット チャネルの成熟と、ブランド

の如くの価格以外のバリュー プロポジションを求める事に慣れている、オンライン

旅行購入者の洗練化を反映している。 
 
 

クロス・セリングが、顧客維持を向上させ、獲得コストを低下させる 

Cross-Selling Drives Retention Up &Acquisition Costs Down 
 

 旅行のマジョリティーは国内旅行であるが、海外旅行は、マージンは高く、回数は少

なく、（一般的に）長期滞在で、そして、オンライン需要が少ない傾向を有している。 

適切な流通とターゲティングを配慮すれば、この“ロングテール”セグメントは、追

加的オンライン販売をもたらす潜在力を有している。 フリークエントなエアーとホ

テル購入者の 1/3 以上が、2006 年に海外旅行を実施している。 この事は、国内旅行

を販売している Web サイトと同じサイトで、利用可能な幅広い海外コンテントをプ

ロモートするに留まらず、これらの国内旅客に対して、海外旅行のクロス販売を実施

する潜在的余地が大きく残っている事を行き彫りにしている。 

 決まったレジャー時間が取れない為に、10 人のビジネス旅行者中 4 人が、彼等のビジ

ネス旅行をそのまま延長してレジャー旅行に当てている様に、ビジネス旅行者は、バ

ケーションの取り方や取る時期について、より創造的に工夫を凝らしている。 ビジ

ネス旅行にバケーションを連続させる旅行者の 61%は、同じホテルに滞在する。 こ

の事は、ホテルが、ビジネス旅行者の支出の増加と、滞在期間を長期化させる為に、

ホテルのレジャー アクティビティーとバケーションのバリューを、ビジネス旅行者

に売り込む絶好の機会が存在している事を意味している。 

 10 人中 4 人以上のビジネス旅客が、昨年、少なくとも年間 1 回のビジネス旅行を実施

したとレポートしている。 この事は、ビジネス旅行向けの特定サポートやサービス

と、レジャー旅行者用の Web サイトのオンライン機能の、クロス プロモーティング

とオファリングが重要である事を示唆している。 その例には、フリークエントに繰

り返される旅程の保存； も良く利用される（或は好みの）サプライヤーのディール
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の事前通知；旅行日付近に開催される特別のイベントやアトラクションの通知、同一

サイトに於けるその切符購入機会の提供；ビジネス旅行中に訪問すべきロケーション

のマシャップを伴ったオンライン地図；エクスプレス チェックインの機会と Web サ

イト特定アップグレードやベネフィットの提供が上げられる。 
 
 

チャネル間の格差の継続した拡大 

Gap in Channel Continues to Widen 
 

オンライン旅行社とサプライヤー サイト間の利用頻度の格差が、サプライヤー サイト有

利の状況で、継続して拡大している。 このショプ・ツー・パーチェスの格差（多くは、

オンライン旅行社サイトでショップした後に、サプライヤー サイトでパーチェスする）の

拡大の原因は、① 一般検索と旅行検索エンジンが、予約希望旅行者をサプライヤー サイ

トに送り込んでいる影響と、② サプライヤーの顧客向けの効果的なマルチ チャネル戦略、

の 2 つの要因の所為である。 これは、個別の旅行素材の購入で勝るサプライヤーに対し

て、オンライン旅行社は、よりユニークなバケーション エクスペリエンスを探しているニ

ッチ旅行セグメント向けのオンライン コミュニティーの設立と、それへの勧誘を強化して

行く必要がある事を際立たせている。 
 

■ 来週号、「オンライン旅行者人口」、「旅行の習性」、「旅行ショッピング」、「日常的購入

方法」に続く。 
 
 
 
 
 
DTW, 6/4/2007 

2. Low-cost lines ink new distribution deals 

 ジェットブルー、エクスペディアと流通契約締結 

 

JetBlue と Expedia が、5 年間のグローバル パートナーシップを締結した。 これは、LCC
がオンライン旅行社と公式に締結した、初めてのアグリーメントである。 この契約によ

り、jetBlue は、パッケージに含む旅行素材としてのフライトに加え、スタンドアローンの

エアーを Expedia.com, MSN Travel, Hotwire, Expedia Corporate Travel に提供する。 
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Travelocity は、昨秋から、JetBlue のフライト オンリー インベントリーの提供を試験的に

開始しているが、未だ 2 社間での契約は締結されていない。 何故、正式な契約を締結し

ないかとの問いに対して、jetBlue は、交渉を継続していると言っている。 
 

Southwest の 近の Galileo との契約を加えた、LCC 2 社の流通イニシャティブは、昨年の

航空会社と GDSs 間の流通コストの減少を伴った新契約締結により生じている新たな経済

的ランドスケープを反映している。 
 

Expedia は、GDS 3 社（Worldspan, Sabre, Amadeus）を利用している。 そして、Expedia は、

Sabre から jetBlue のインベントリーを抽出する。 
 

しかし、jetBlue と Southwest の Expedia との新たな関係の構築決定は、異なる流通戦略か

ら生まれている。 
 

jetBlue は、数年間の不参加期間を経て、昨年、法人旅行市場へのより大きな参入を目論ん

で、4 大 GDSs に復帰する事を決定した。 jetBlue は、この GDSs 参加が、2007 年に、$100m
（120 億円）の追加収入をもたらすだろうと予測している。 
 

Southwest の Galileo 参加は、これとは異なる意図に基づいている。 低い予約レベルで唯

一 Sabre に参加して来た Southwest は、より高いレベルで Galileo に参加すると発表した。 

しかし、飽くまで、全てのコンテントを保有する自社 Web サイト Southwest.com を 優先

する戦略を維持する意図を有している。 Southwest は、Galileo との 10 年間契約の締結は、

GDS の価格が魅力的なレベルに低下した事と、法人顧客が GDS チャネルにバリューを認

めている為だと言っている。 
 

Forrester Researchの部長Henry Harteveldtは、LCC 2社の本質的に異なるWeb戦略に触れて、

「どちらも参考にはならない」と言っている。 そして、こう語っている。 
— 「この意味する事は、jetBlue の供給が、需要を上回りつつあるという事だ」 
— 「jetBlue が、以前の直販戦略から離脱して、GDSs 復帰と、Expedia 参加を決定したのは

賢明であり、当然の帰結である」 
— 「Expedia は、マーケット メーカーである。 彼等は、トラフィック獲得に、本当に大

きな力を有している」 
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JetBlue の Expedia との契約は、伝統的旅行社の jetBlue と Southwest の GDS 経由のフライ

ト インベントリーへのアクセスに欠陥が有る事をつまびらかにしている。 Southwest の
ベーシック予約リクエスト レベルでの Sabre 参加（ライブのアベイラビリティーが存在し

ない）と、そして、jetBlue の 4 大 GDSs へのロー レベルでの参加は、旅行社に対して、プ

ライシングの問題を発生させている。 
 

JetBlue は、社内予約システムに Navitaire を使っている。 Navitaire は、GDS 画面への運

賃表示に技術的欠陥が有るという。 このため、jetBlue は、GDSs に参加していながら、

AgentWare や BookingBuilder Technologies の如くの、jetBlue.com にアクセスして、何時もリ

アルタイムの正確な運賃を表示する、第三者 Web インベントリー アグレゲーターをより

重要視している。 
 

これとは対照的に、Expediaは、jetBlueのインベントリーをオファーするSabreと、Worldspan
とExpediaが共同開発したExpert Searching and Pricing検索エンジンの両方でもって、jetBlue
のアベイラビリティーとプライシングを、他の航空会社とも行っている様に、効率的な方

法で抽出する。 
 

Expedia は運賃のためではなくて、アベイラビリティーを得る為に、GDS をバックエンド

にのみ利用している。 Expedia は、（Worldspan と提携して）、自身の運賃システムを立ち

上げた。 これは、一度 Sabre にヒットして jetBlue のアウトバウンドのフライトのアベイ

ラビリティーを獲得し、それから、自前のシステムでフェアー コンビネーションを計算す

る。この効率的な方法は、Expedia に大きな柔軟性を与えている。 
 

Expedia が jetBlue と結んだグローバル コントラクトは、jetBlue に、Expedia ブランドの

Web サイトである WWTE（プライベート・レーベル アフィリエート）と、Hotwire と、

Expedia Corporate Travel により、jetBlue の公示運賃とスケジュールとインベントリーの販

売チャンスを提供する。 メジャーな WWTE には、MSN Travel, Sam’s Club Travel（ウオー

ル マート）、NYTimes.com, LATimes.com, Conde Nast Traveler の Concierge.com が存在する。 

今の所は、Hotwire は、オペークや非公示運賃を提供していない。 JetBlue は、オペーク

について、オープンであると言っている。 ■ 
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3. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）ユニグローブ 9 社が、新会社に統合 
先月末、Uniglobe のフランチャイジーのトップ 9 社と、フランチャイザーの一部門が合併

して、年商 $900m（1,080 億円）の旅行社 Uniglobe Travel Partners を立ち上げた。 この新

たに設立された会社は、全米の旅行社ラインキングの 36 位にリストされる。 ビジネスと

レジャーの取引割合は、65:35 となる。(DTW, 6/4/2007) 
 

（２）イーブッカーズ、ヤット新テック プラットホームへ統合 
先月、Travelport は、Orbitz Worldwide 上場計画を発表した。 そして、長らく待たれてい

た欧州で所有している eBookers の Web サイトを、Travelport の新しいグローバル テクノロ

ジーへ、2007 年中頃に統合する。 
Travelport の以前のオーナーである Cendant は、2005 年 2 月に、欧州で 12 程のサイトを運

営している eBookers を$350m（420 億円）で買収した。 その翌年、Cendant は、この買収

資産に対して▲$120m（144 億円）の特別損失額を計上した。 そして、eBookers の低い

コンバージョン率と非効率な運営（多くのマニュアル作業が未だに存在している）を改善

する為に、eBookers の Web サイトを、2006 年第 2 四半期に、新テクノロジー プラットホ

ームへ統合する事を、2005 年末に決定した。 しかし、その期限までに、統合は実施され

なかった。 所有者が Travelport に変更された後に、一時、2007 年 4 月の統合が報道され

たが、結局、2007 年中頃の統合に再度延期された。 Travelport は、Orbitz Worldwide を上

場させて、$750m（900 億円）を株式市場から調達する事を計画している。 そして、投

資家達に、eBookers の新プラットホームへの統合が、Orbitz の収支改善に大きな効果を発

揮すると喧伝している。 上場により得られる資金は、Travelport のオーナーであるプライ

ベート ファンド企業の Blackstone Group, Technology Crossover Ventures, One Equity Partners
が獲得する事になる。 この新グローバル プラットホームは、欧州やアジアで保有してい

る eBookers, HotelClub, RatesToGo に亘って、開発費を削減し、バックオフィスの作業を合

理化し、効率的革新的な機能の展開を可能にすると、Travelport は言っている。(DTW, 
6/4/2007) 

 

（３）デルタ航空、エクスペディアに参加 
DL と Expedia が、 近、新参加契約を締結した。 契約内容は、一切明らかにされていな

い。 Expedia は、1 月に、一方的に DL の国際線を含むスケジュール・運賃のフルメニュ

ーを削除していた。 Expedia は、これで、過去 13 ヶ月間に、CO, US, UA, AirTran. Frontier, 
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jetBlue, AA と契約を締結した事になる。 NW と Expedia の契約は、未だ締結されていな

い。 NW は、交渉を継続していると言っている。(DTW, 6/4/2007) 
 

（４）セーバー、ホテル ビジネス ソリューション企業を買収 
Sabre が、ホテルのビジネス ソリューション企業の E-site Marketing（Bethesda, Md.）を買

収した。 E-site Marketing サービスを、2004 年末に買収したホテルの流通とテクノロジー

のスペシャリストである SynXis とコーディネートさせる。 Sabre は、2 社の保有により、

SEM, Web サイト開発、ホスティング、コンテントとレベニュー管理サービス、予約エン

ジン サービス、レポーティング／トラッキング ツールの提供を強化する。 E-site 
Marketing の、Web 2.0、RSS テクノロジー、ソーシャル メディア戦略とモニタリング等に

関する新世代のテクノロジー ソリューションは、ホテルに対して大きな貢献をするだろう。

(DTW, 6/5/2007) 

 

（５）アメリカン航空、自社サイト強化 
AA 航空が、AA.com の Web サイトをアップグレードした。 American Airlines クレジット

カードを利用して Fly Now Pay Later オプションを選択すると、購入後 6 ヶ月間、利子がチ

ャージされない。 また、AA のブランデッド カードを保有していない AA.com 顧客は、

AA.com でカード加入申請を行う事が出来、そして、殆どの顧客が申請承認の回答を 1〜2
分で受け取る事が出来る様になる。 

運賃あるいはスケジュールで実施していた検索が、両方のパラメターで検索できる様にな

る他、到着時間・航空会社名・経由回数などでも検索可能になる。 この他、アウトバウ

ンドとインバウンド別の運賃表示が可能になる。 検索結果には、所要時間／シートマッ

プ／AAdvantage マイル／使用航空機の型式／機内食のアベイラビリティーの情報が提供

される。(DTW, 6/5/2007) 
 
 
 
 

 空 運  
 

（１）エアーインディア、セルビアの航空会社買収に動く 
Air India が Jugoslavenski Aerotransport（JAT）の買収に手を挙げた。 JAT のスポークスマ

ンは、6 月 1 日、Air India が due diligence の為にベルグラードに居た事を認めた。 Air India
は、民営化された JAT を使って欧州のハブの獲得を試みる。 先月に編成された、セルビ

アの親西寄りと緩やかなナショナリストの連立政権は、経済の活性化と欧州連合への参加

の為の事前協議を再開する。 
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ロシアの Aeroflot も、JAT 買収に手を挙げている為、Air India との間で買収競争が繰り広

げられる事になるだろう。 Aeroflot と JAT は、既に、一部の便を使ってコード・シェア

ー提携を実施している。(FT.com, 6/3/2007) 
 

（２）香港空港、新ターミナル建設、アジアの他空港からの挑戦へ対抗 
香港国際空港の第 2 ターミナルが、6 月 1 日にオープンした。 38 万平米の新ターミナル

の完成により、香港国際空港は、合計で、年間 7,000 万人の旅客ハンドリングが可能にな

る。 1998 年にオープンして以来、2,860 万人の空港利用客は、昨年 4,400 万に増加してい

る。 そして 2025 年までには、8,000 万人に増えると予測されている。 香港は、第 2 タ

ーミナルをオープンし、近隣空港との競争力を強化させ、アジア ハブ空港としての地位を

維持する。 同空港は、現在、85 の航空会社により 150 都市（内中国 40 都市）を結ぶ航

空網を展開している。 昨年、3,500 万人が利用したシンガポールのチャンギ空港は、既に

2 つのターミナルを保有し、来年 1 月からは、3 番目のターミナルをオープンさせる。 

香港に隣接する南中国 Baiyun 空港（広州白雲空港）は、2011 年に 3 本目の滑走路を建設

する。 中国第 3 位の Baiyun は、昨年 2,620 万人を取扱い、ライバルの Shenzhen Airport
（深川空港）からシェアーを奪っている。(channelnewsasia.com, 6/3/2007) 
 

（３）英国航空経営陣、ボーナス ターゲット達成に失敗 
BA の経営幹部が、昨年度のボーナス獲得に失敗した。 BA の経営幹部は、営業利益目標

が達成されれば、彼等のサラリーの 100%を上限とするボーナスを獲得出来る事となって

いた。 しかし、昨年度の営業利益が▲13%減益して P694m（1,667 億円）から P602m（1,450
億円）となった為に、ボーナスは支給されない。 また、従業員のプロフィット・シェア

ー スキームによる支払も実施されない事となった。（ボーナスは、営業利益率 8%以上の

場合に支給される事となっていた。） CEO Willy Walsh には、昨年度、基本給 P600,000（1
億 4,940 万円）と P135,000（3,240 万円）の現金ボーナスと P135,000 相当の後配株（deferred 
share）が支給された。 BA は、今年度に営業利益率 +10%の達成を目指している。(FT.com, 
6/4/2007) 

 

（４）大韓航空が、ローコスト キャリア設立へ 
KE が、中国と東南アジアのローコスト キャリアとの競争激化に備える為に、3 年以内に

LCC を設立すると発表した。 日本では、全日空が、既に LCC の設立を表明している。 
KE は、一部の旅客を Orient Thai Airlines に奪われている。 総収入の 10%を構成する中国

線では、競合他社は、KE 便よりも▲50%も安い運賃を提供している。 SEL=済州島間の

国内線では、LCC の Hansung Airlines と Jeju Air が▲30%安い運賃を提供している。 又、

高速鉄道の拡大にからも圧力を受けている。 KE は、第１四半期決算で、前期比 +66%
増益の営業利益 1,339 億ウオン（174 億円）を計上した。(FT.com, 6/4/2007) 
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（５）バージン、全席ビジネス便 計画 
Virgin Atlanticが大西洋路線で、全席ビジネス・クラス便を計画している事を明らかにした。 

$700m（840 億円）を投資して、15 機の全席ビジネス・クラス機を確保し、欧州主要都市

と NYC を含む米国の主要都市を結ぶ計画。 使用機材は、ボーイング、エアバスに加え、

ブラジルの Embraer 機と、カナダの Bombardier 機が検討されている。 

BA は、欧州大陸の主要都市からの大西洋全席プレミアム・クラス便を来夏より運営する

と発表している。 VS は、12 ヶ月〜18 ヶ月で準備して、BA の計画よりも早く運営開始

に漕ぎ着ける事を示唆している。 路線は、LON, PAR, FRA, MIL, ZRH からの便が検討さ

れている。 具体的な計画は、これから決められる。(FT.com, 6/4/2007) 
 

（６）顧客サービス規則違反に厳罰を望む声が出て来ている 
2004 年のクリスマスイブに、DL のリジョナル航空会社 Comair は、1,000 便以上を運休し、

多くの旅客をストランドさせた。 Comair は、この欠航を悪天候のためと偽って、一部の

顧客にホテル代の支給をしなかった。 本当の原因は、前日の悪天候により発生したイレ

ギュラー処理でフル稼働させられた、クルー スケジュールを取扱うコンピューターが動か

なくなってしまった為であった。 米運輸省は、 近、この対応を違法行為（unfair and 
deceptive practice）と認め、Comair に$75,000 の罰金を課した。 しかし、Comair は、この

罰金を 1 セントも払わないで済むかも知れない。 
 

議会で、顧客の権利規定（Passenger Bill of 
Rights）が口やかましく議論されているに

も拘らず、既存の顧客サービス規則のエ

ンフォースメントは十分に実施されてい

るとは言えない。 運輸省のエンフォー

スメント オフィスは、車椅子と身障者ア

クセス要件と、広告に掲載されている運

賃の燃油サーチャージや税額の明確な区

分表示の違反に対しては、鋭い目を光ら

せている。 しかし、その他の分野の顧

客サービスに対しては、厳しいエンフォ

ースメントが実施されていない。 今回

の様に、運輸省が、Comair のケース（航

空便利用客は、この様な航空会社の“嘘”

は多く発生していると思っているが・・・）

を、違法と認めたのは、極めて稀である。 

しかし、罰金$75,000 は、少なくとも今後
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1 年間、Comair が、同じ違法行為を繰り返さないと約束すれば、$50,000 に減額される。 そ

して、残りの$25,000 については、Comair が、同額をホテル代として追加支払した場合に

は、免除される事になる。 つまり、Comair は、罰金を 1 銭も払わなくて良くなる可能性

を有している。 「手ぬるい」との批判に対して、運輸省は、サービス改善の動機付けの

ためには、インセンティブが必要と考えていると反論している。 過去 12 ヶ月の主要な違

反ケースでも、全ての罰金は減額されている。（前ページ表参照） 顧客サービスに対する

米運輸省の厳しいエンフォースメントが必要だと言う声が上がっている。(wsj.com, 
6/5/2007) 

 

（７）ライアン航空、増益 +42% 
Ryanair が、3 月 31 日に終了した 2006 年度決算で、増益 +42%の純益 E435.6m（697 億円）

を計上した。 今年度の利益見通しに付いては慎重で、+5%の増益に留まる予想している。 
旅客数は 22%増加して 5,200 万人に達するものの、イールドが▲5%低下し、単位コストが 
+6%〜+7%上昇すると見ている。 そして、オフシーズンの第 3 四半期と第 4 四半期には、

若干の赤字を計上すると予想している。 
Ryanair は、Aer Lingus の買収（Aer Lingus の反対により成功しなか

った）に関する欧州委員会の詳細審査結果を待っている。 多分、

委員会は、この合併を、ダブリン空港の占有率が余りにも大きくな

り過ぎるという理由により、認めないだろう。 Ryanair は、認め

られない場合は、欧州裁判所に、欧州委員会を提訴すると言ってい

る。 同社は、E300m（480 億円）の自社株購入を実施し、株主へ

資本を還元する。 
Ryanair, Europe's largest low-cost airline, reports a sharp rise in 

profits but warned rising costs would dent profitability this year. 

 FY2006 FY2005 差 異   備 考 

収 入 E2,237m 1,693 +32% 
旅客数 4,250 万人+22% 
平均運賃 +7% 

純 益 435.6 306.7 +42% 利益率 19.5% 

(wsj.com, 6/5/2007) 
 
 

（８）ジェットスター（豪）、フランチャイズ検討 
来年 ASEAN がオープン・スカイを採用すれば、フランチャイズ システムを採用して、東

南アジア路線網を拡大する事を検討する、と Jetstar（豪 LCC）が言っている。 The Australian 
Financial Review 紙は、ASAEN 10 ヶ国は、世界で も成長の早いこの市場を、来年にも規

制緩和を実施すると報道している。 Jetstar（或はその完全子会社）は、外国社となってし
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まい、このオープン・スカイの恩恵からは取り残されてしまう事になる。 そこで、Jetstar
は、ASEAN 域内の航空会社の少数株を所有したフランチャイズ制を検討する。 Jetstar
の親会社の QF は、既にシンガポールの Jetstar Asia の 49%を所有している。 そして、4
月には、ベトナムの Pacific Airlines の 30%を取得する事を決定した。(channelnewsasia.com, 
6/5/2007) 

 

（９）5 月の不振の直後に、米各社運賃値上げ 
6 月 4 日、AirTran が事前購入運賃を +$5、普通運賃を +$10 値上げした。 これに、AA, CO, 
DL を含むレガシー キャリア数社が追随した。 通常は、木曜日の夜に運賃値上げをする

事が多いが、今回は、AirTran の値上げに便乗して、月曜日に値上げに走っている。 JP 
Morgan のアナリストは、今年に入って、レガシーは 7 回の運賃値上げを試みたが、内 5
回は、LCC がマッチングしなかった為に失敗していると言っている。 昨年は、12 回以上

も値上げに成功したにも拘らず、現在の運賃レベルは昨年を下回っている。 収支改善し

つつあるエアラインではあるが、そのファンダメンタル バリューは、決して明るく無い、

とこのアナリストは語っている。 下表が、主要各社の 5 月輸送実績。 
 

 Traffic Capacity 備 考 

UA +0.5% -0.5% 月間 高 L/F 

AA -2.9% -4%  

CO +6.4% +5.8%  

WN +5.2% +9.2% L/F 76.8%→74% 

(wsj.com, 6/5/2007) 
 
 

（10）IATA、e-チケット導入期限を 5 ヶ月間延期 
IATA 年次総会が、YVR で 6 月 4 日〜5 日に開催された。 この総会での議論の中心は、

環境問題が占拠した。 燃料消費の改善を、2020 年までに更に 25%改善し、（合計で 50%
改善）2050 年にはゼロ・エミッションとする野心的な目標を定め、全世界的なマーケティ

ング キャンペーンの展開を実施する事となった。 しかし、この問題での航空会社・メー

カー・政府当局の足並みは、揃っている訳では無い。 

IATA は、今年度の業界の利益見通しを、前回の$1.3bn（1,560 億円）から$5.1bn（6,120 億

円）に、2008 年については $2bn（2,400 億円）以上から $9.6bn（1 兆 1,520 億円）にそれ

ぞれ上方修正した。 収入規模 $470bn（56 兆 4,000 億円）、負債 $200bn（24 兆円）を勘

案すると、まだまだ利益率は低過ぎる。 

また、IATA は、今年末までに紙の航空券を全廃して e-チケット化するのを、5 ヶ月間延期

する事を決定した。 BSP に於ける e-チケット化率は、現在、80%となっているが、来年
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5 月 31 日までには 96.5%となるだろう。 e-チケット化に伴い、8,000 のインターライン

契約の多くが廃止されるだろう。 現在 1,100 のインターライン契約が e-チケット化され

ているが、5 月までには更に 2,300 が追加されるだろう。 5 ヶ月間の延期は、この 2,300
のインターライン契約の e-チケット化をする為である。(DTW, 6/6/2007) 
 

（11）キングフィッシャー（印）、エアバス機追加発注か 
Kingfisher 航空が、A340-600 型機を発注する事を検討している模様である。 同社は、イ

ンドから米東部へ直行可能な大型機を欲しがっている様だ。 6 月 18 日〜24 日に開催され

る Paris Air Show で正式発注されるだろう。 Kingfisher は、既に A380 型機×5 機、

A350-XWB×5 機、A330 型機×5 機を発注している。 A340-600 型機の追加発注は、スー

パー・ジャンボ A380 型機の導入遅延による供給減をカバーする為と言われている。

(channenewsasia.com, 6/6/2007) 

 

（12）エアーリンガス、エアバス長距離機×6 機発注 
Aer Lingus が、A330-300 型機×6 機と、A350-XWB 型機×6 機を発注した。 これは、カ

タログ価格 $2.4bn（2,880 億円）の商談となる。 Aer Lingus は、▲40%の割引を獲得する

だろう。 既に 5 月に導入済みの A330-200E 型機×1 機と、6 月の A330-300E 型機×1 機

を加えると、現在の長距離フリートは 9 機となる。 Aer Lingus は、来年 3 月末に発効す

る大西洋オープン・スカイを睨んでいる。(wsj.com, 6/7/2007) 
 

（13）EU の航空排ガス取引は、業界に大きなコスト負担を発生させる 
EU の欧州航空業界を排ガス取引制度へ参加させる案は、業界に、年間 E4bn〜E5.4bn（6,400
億円〜8,640 億円）のコスト負担を強いる事になるだろう。 このコストの消費者転嫁は、

1/3 以下となるだろう。 これは、Ernst & Young と航空輸送コンサルタントの York Aviation
の調査結果。 業界は、EU は取引制度が業界に与える経済的影響を過小評価していると

言っている。 そして、規制される排ガスのレベルを、2004 年〜2006 年実績をベースにす

るのでは無くて、2008 年〜2011 年にする事を要請している。 航空に取引制度が導入され

る 2011 年の直近の実績値を使用して、航空会社のコスト負担を、より少なくして欲しいと

訴えている。(wsj.com, 6/7/2007) 

EU27 カ国の運輸大臣は、6 月 8 日、航空の排ガス取引制度（carbon cap-and-trade program）

への参入は、航空の環境へ与える影響の大きさから勘案して、必要不可欠な措置であると

いう声明を発表した。 そして、これの阻止を試みる域外諸国の動きについては、断固と

して反対するとしている。 この共同声明は、9 月に開催される ICAO に於ける排ガス問

題会議で、米国等の欧州以外の諸国の、EU 排ガス取引案に反対する動き封じる狙いが込

められている。(wsj.com, 6/8/2007) 
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（14）中国 2007 年航空旅客数予測 +16%増 
2007 年の中国航空旅客数は、前年を +16%増加して、1 億 8,500 万人となると予測されて

いる。 貨物は、+12%増加して、390 万屯に達するだろう。 今年 初の 4 ヶ月間の中国

航空会社の輸送実績は、旅客数は +15.7%増の 5,650 万人、貨物は +14.2%増の 120 万屯で

あった。(channelnewsasia.com, 6/7/2007) 

 
（15）ルフトハンザ CEO、プライベート・エクイティー企業を批判 
LH CEO Wolfgang Mayrhuber は、プライベート・エクイティー企業が航空会社に投資して、

値をつり上げて、航空会社間同士のコンソリデーションを難しくしていると語った。 そ

して、上場企業に比して情報開示が少ない彼等のやり方を批判した。(FT.com, 6/7/2007) 
 

（16）元スイス航空経営陣、無罪判決 
スイスの裁判所は、2001 年の倒産の責任は稚拙な経営によるモノであるとして訴えられて

いた元 SR の役員 19 人に対して、無罪を宣告した。 裁判所は、当時の経営者のミスマネ

ジメントが倒産を招いたとは立証出来ないとした。 そして、被告人の裁判費用（3 万ス

イスフラン≒3 億円）の払戻（be reimbursed）を要求した。(FT.com, 6/7/2007) 
 

（17）マッコリー（豪）、ローマ空港買収を希望 
 ROM の Fiumicino 空港と Ciampino 空港を管理する会社の 45%を保有している豪州の

銀行 Macquarie が、51%を保有する Italian Gemina グループの E2.2bn（3,520 億円）の

空港整備投資計画に拒否権を発動している。 Gemini グループは、Benetton ファミリ

ーと、ファイナンス グループの Mediobanca、プライベート・エクイティー・ファン

ドの Capitalia, Generali, Clessidra によって構成されている。 

 Macquarie は、この計画が、Benetton が保有する Fiumicino 空港に隣接する土地の購入

を含んでいる事に異論を挟んでいる。 
 Macquarie は、Gemina の計画は、特に AZ の政府保有株放出が予定されている 中の

不安定な時期には投資規模が過大過ぎるとして、今後 10 年間に亘る E1bn（1,600 億

円）に、計画を縮小するべきだと主張している。 
 Geminaは、この事態を打開する為に、Macquarieが保有する45%の株式を、E1.1bn（1,760

億円）で買収するオファーを 2 週間以内に出すと言われている。 この価格は、

Macquarie が 2003 年に購入した価格の 2 倍の値段となっている。 
 しかし、Macquarie は、このオファーには乗らず、反対に Gemina が保有する 51%を

買収するオファーを出す事を検討していると言われている。 Macquarie は、BRU, 
CPH, SYD, Bristol の空港に投資しているが、その中で ROM の空港投資が 大となっ

ている。 
(FT.com, 6/9/2007) 
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（18）アエロフロート、B787 型機×22 機発注 
Aeroflot が、6 月 9 日、B787 型機×22 機を発注した。 これはカタログ価格で $3bn（3,600
億円）以上の商談となる。 これは、5 月末のロシアの S7 航空の同型機×15 機の発注に

次ぐ発注となる。 デリバリーは、2014 年 1 月より開始される。 Aeroflot は、この他に、

検討中である A350-XWB 型機×22 機の発注についても、今後数ヶ月以内に決定すると言

っている。 これとは別に、ボーイングは、Sukhoi が開発するリジョナル ジェット Super 
100 型機（SSJ 90 席）の開発を支援する協同契約（cooperation agreement）を、Sukhoi と新

たに設立された United Aircraft Corporation の間で締結している。 SSJ は、2011 年に就航

する。 既に Aeroflot の 30 機を含み、ロシアの航空会社から多くの機数を受注している。

(nytimes.com, 6/10/2007) 

 
 
 
 

 水 運  
 

（１）中国フラグシップ海運 COSCO が上海証取に上場 
中国の海運 大手 COSCO（中国遠洋運輸

公司）が、香港上場に加え、上海証券取引

所に上場する。 A 株 17 億 8,400 万株（増

資後株式の 20%に相当）を販売し、H$174
億（2,610 億円）の調達を目論む。 調達し

た資金は、船舶の購入と施設の増強用の費

用に充当される予定。 中国政府は、

COSCO を上海で上場させて、国内株式市

場の安定化と流動性向上を促進させる狙い。 

上場株の 30%は機関投資家へ、25%はリテ

ール投資家へ廻される。 
'Cosco Ningbo', one of the biggest container 

carrier ships in the world 

(channelnewsasia.com, 6/8/2007) 
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 陸運&ロジスティックス  
 

（１）EU、貨物列車増強し トラック減少を計画 
欧州域内の貨物の移動は、陸路の

トラック輸送に頼っている。 そ

の割合は、1995 年の 68%から 2005
年には 73%に拡大している。 そ

の反対に、貨物列車は、20%から

17%に低下している。（米国では、

42%が列車で、33%がトラック。） 

残りは、運河或は石油やガスの場

合はパイプラインにより輸送され

ている。 EU は、貨物専用鉄道網

の域内展開拡大を計画している。 

線路敷設が生み出す新規雇用による経済活性化と、環境問題への配慮が、この計画の実行

に弾みをつけている。 この計画には、2020 年までに $250bn（30 兆円）の巨費が投資さ

れるだろう。 

今月、2 つのメジャー プロジェクトが始動した。 オランダの RTM 港とドイツの工業都

市ルールを結ぶ貨物専用鉄道（Betuwe 線）と、スイス アルプスを貫通してドイツとイタ

リアを結ぶ全長 34km のトンネル（Loetshberg）だ。 国際貨物列車を走らせるには、欧州

各国の鉄道技術規格の統一（スペイン・ポルトガルは異なる軌道幅を採用している）や、

自国鉄道会社の保護主義の撤廃が必要となる。 フランス国鉄 SNCF は、来週 RTM=Lyon
貨物線をオープンする。（SNCF は、オランダの電気スタンダードに合致した機関車を、新

たに 2 台用意しなければならなかった。） RTM 港は、いち早く港と貨物鉄道線を接続さ

せ、Antwerp や HAM 港との競争力を強化している。(wsj.com, 6/5/2007) 
 

（２）EU、郵政完全規制緩和に反対して、郵便局職員が一時職場放棄 
EU の域内 2009 年郵政完全自由化案に反対して、独・仏・伊・ギリシャ・ポルトガルや、

他の多くの国の郵便職員組合が、一時職場を放棄した。 EU は、唯一自由化されていな

い 50g 以下の郵便物（市場規模 E90bn≒14 兆 4,000 億円）の独占を排除し、郵便サービス

の完全自由化を2009年までに実施する計画を進めている。 完全自由化となれば、Deutsche 
Post（独）や Royal Mail（英）が、フランスやイタリア市場で郵便事業に参入出来る事にな

る。 組合は、この自由化が組合員の労働条件の改悪に繋がるとして規制緩和に反対して

いる。 今の所、完全規制緩和実施日と、遠隔地への郵便配達サービスに対する政府補助

金の至急、2 つの問題の域内合意の目処が立っていない。(FT.com, 6/7/2007) 
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（３）ユーロスター、航空から旅客を奪う 
11 月 14 日から、Eurostar の全ての列車が LON の Waterloo 駅から St Pancras 駅始発に変更

される。 そして、新たに建設された St Pancras 駅と Kent の Ebbsfleet の側までの高速鉄道

専用線路を使用して、LON=PAR 間の全区間の高速運転（ 高時速 300km）が可能になる。

（Eurotunnel から Ebbsfleet までの間の高速鉄道線路は 2003 年に完成されたが、

Ebbsfleet=Waterloo 間は在来線利用となっていた。） 専用線の利用により、LON から PAR
及び BRU までの所要時間は▲20 分短縮される。 LON=PAR 間は、 速列車で 2 時間 15
分で繋がる。 St Pancras のオープンと、6 月 10 日より営業を開始する TGV 東線の利用に

より、Eurostar は、LON から PAR 及び BRU 以遠の都市への旅客の獲得増加を期待してい

る。 そして、航空便を利用している旅客を高速鉄道利用に奪う事を計画している。(FT.com, 
6/8/2007) 

 
 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）全米ホテル ロッジング協会、移民法改正を支持 
American Hotel & Lodging Association が、5 月 31 日に、商務長官 Carlos Guterez と電話会議

を開催し、現在審議されている移民法の改正法案を支持する事を伝えた。 ホテル業界は、

2004 年に 140 万人のホテル従業員を抱えているが、2014 年には、30 万の雇用増加が必要

となると予測されている。 新たに追加する労働力は、移民から調達せざるを得なくなる

AHLA は、改正移民法により新たに創設される“新一時的ゲスト ワーカー プログラム”

の成立を願っている。 しかし、この改正法案は、議会で、違法移民規制が緩過ぎるとい

う批判を浴びている。(DTW, 6/4/2007) 

米下院は、7 日夜、米国にいる 1,200 万人の不法移民の就労合法化に道を開く移民規制改革

法案の採決を断念した。 推進派は、再審議を目指すが反対論は根強く、年内の成立は微

妙な情勢。 包括的な移民制度改革を内政の 重要課題に掲げるブッシュ政権にとっては

深刻な打撃で、大統領選にも大きな影響を与える結果になった。 法案は、米・メキシコ

国境の警備を強化し、不法移民の就労合法化や永住権取得に道を開く内容となっている。 

5 月中旬に有力上院議員が超党派でまとめ、ブッシュ政権も支持していた。 

(6 月 9 日、日経新聞) 
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（２）米ホテル、好景気に湧く 
米国のホテルの ADR（average daily rate）が、今年、初めて $100 を突破すると予想されて

いる。 Four Season は、年内に $1,000 を達成すると言っている。 
ホテルの記録的な販売が、3 年間連続している。 今週の NYC 大学主催の第 29 回 Annual 
International Hospitality Industrial Investment Conference では、参加した 2,300 人の業界人はお

しなべて楽観的で、このホテル好景気は、まだ継続すると予想している。(DTW, 6/5/2007) 
 

（３）ウイン リゾート、マカオ プロジェクト延期 
Wynn Resorts は、計画しているマカオのカジノ プロジェクトを延期する。 近隣の広東省

の新たな査証発行規制と、マカオにおけるカジノの供給過剰が延期の理由。 同社は、11
月にオープンする、Venetian Macao（ホテル 3,000 室を含む$2.5bn≒3,000 億円プロジェクト、

世界 大のカジノとなる）と、MGM Grand Paradise による影響を見極めたいとしている。 

Wynn Resortは、マカオの 3つのオリジナル賭博ライセンスの 1つを 2002年 2月に獲得し、

Sheldon Adelson の Sands Macao の開業の 2 年後の、昨年 9 月に Wynn Macau をオープンさ

せた。 そして、今年 2 月の中国正月には、200 の賭博テーブルと 900 のスロット・マシ

ンの増設を予定したが、これを 25 テーブルと 200 スロットに規模を縮小し、且つ、その導

入を 9 月まで延期した。(FT.com, 6/8/2007) 
 
 
 
 

 その他  
 

（１）グーグルの検索エンジン 
検索エンジンは、タイプインした言葉の検索結果を返す事から、ユーザーが欲しがる結果

を返す時代になっている。 “Apple”（コンピューター）と apple（果物）の検索には、当

然の事ながら異なる検索結果を返さなければならない。 Google は、検索エンジンの性能

向上の為に、毎日エンジンの大きなモノを含めて 5〜10 の調整を行っている。 近では、

“French Revolution”の検索に、 近行われた大統領選挙を返してしまう問題の修正を実施

している。 選挙に出た候補者が、しつこく“revolution”を唱えたものだから、ルイ 16
世が追放されたフランス革命よりも大統領選挙が先に抽出されてしまった訳だ。

(nytimes.com, 6/3/2007) 
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編集後記 
 
 
 
 
 
 

先日、全日空便で NYC に出発する知人を、成田空港まで送りに行った。 
 

スター アライアンスの旗がはためく改装された第 1 ターミナル南ウイングは、昔とは違っ

て、奇麗になっていた。 ロビーの中央には 20 台程のセルフ・チェックイン Kiosks が設

置され、そこには 2 人の案内状がチラシを配ってプロモーション キャンペーンを行ってい

た。 これ以外にも、チェックイン カウンター毎に数台の Kiosk を設置している所が有る。 

Kiosk の画面には、全日空の他に UA と LH と OS の 3 社のロゴマークが見えたので、未だ、

これ等の会社しか自動チェックイン出来ないのかも知れない。 ここでも IT 化の波がひし

ひしと押し寄せている。 
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第 2 ターミナルから移転して来たと言うのに、ロビーは、かなり混雑していた。 香港が

第 2 ターミナルを今月に、シンガポールのチャンギが第 3 ターミナルを来年 1 月にオープ

ンすると言う。 成田空港は、アジアのハブとしての地位を維持できるのだろうか？ 不安

になる。 

＜世界の空港 旅客数ランキング＞ 

 
＜アジアの空港 旅客数ランキング＞ 

 
1. HND 65 6. NRT 32 CAN 27 

2. PEK 48 7. JKT 30 KUL 24 

3. HKG 43 8. DBX 28 BOM 24 

4. BKK 42 9. SEL 28 TPE 23 

5. SIN 35 10. SHA 27    (IAC 2006) 

 
 
 
 
 
 
 

NYC 便のエコノミー座席をチェックインする“H”カウンターは、WAS 行きと CHI 行き

の 3 便を同時にチェックインしていた。 その為か、かなり長いジグザグに蛇行した列に

並ぶ事を余儀なくされたが、ロビー エージェントの誘導で 10 分程度の待ち時間でチェッ

クインを開始する事が出来た。 
 

チェックイン嬢は、笑顔を絶やさず感じの良い人だった。 27.5kg の受託手荷物に、済ま

なそうにエクセス ¥3,000 を請求した。 4 月からのスター アライアンスの共通した新制

度で、20kg までは無料となるが、23kg（50 ポンド）を超過した場合は、エコノミー クラ

スで、32kg（70 ポンド）まで一律 3,000 円のエクセス チャージがかかるそうだ。（20kg〜
23kg の間は、“おまけ”なのだろうか？） 
 

日本航空の場合は、1 個が 32kg 以下で、3 辺の和が 158cm 以下であれば、2 個までが無料

で預けられる（但し 2 個の 3 辺の総和が 273cm 以下でなければいけない）ので、顧客にと

っては、全日空よりもヨッポド規制が緩い。 全日空は（スターは）、燃油の高騰に対応し
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て、4 月 1 日から、無料で預かる荷物の重さを制限したのだろう。 
 
 
 
 

知人送り出してから、真っすぐ帰るのも勿体ないので、（何しろ 80km 以上もドライブして

来たのだ・・・）、空港近辺に観光出来る適当な場所を探しに、1 階到着ロビーのインフォ

ーメーション カウンターに行ってみた。 
有名な成田新勝寺は行った事があるので、その他に見る所が無いかと尋ねると、“千葉県立

房総のむら”（江戸時代の上総・下総・安房の街並や農家を再現してある）と“水郷佐原”

（アヤメ祭り開催中）がお勧めだと言う。 このカウンターは、成田周辺の観光案内のパ

ンフレットを取り揃えて（英文やハングルのも揃えている）、外人を含む観光客に案内をし

て呉れる。 
 

そこで、空港に近い“房総のむら”に行ってみた。 
 

これが素晴らしい。 まさに江戸時代にタイムスリップさせてくれた。 広大な敷地内に、

町家の家並から、中級武士の家、茅葺きの農家の佇まいを見せてくれた。 
時代劇のロケに良く利用されるそうだ・・・。 こんな良い所が有るのだから、モット宣

伝して、入場者を増やせば良いのに・・・などとかってな事を考えた。 韓国人観光客や、

NRT にステーする外国航空会社の乗務員が、良くここを訪れているそうだ。 (H.U) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 273 （ 以 上 ） 
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