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PhoCusWright, September 28, 2007 

1. Airlines Approach Halfway Mark Online, 
Powered by Web Site Booking Growth 

米航空会社オンライン販売 50%突破に近づく 

 

米国の航空会社の財務的状況が、2006 年から 2007 年にかけて、ヤット安定して来た。 

彼等のロード・ファクターと収入は増加して、オンライン チャネル販売は、2007 年に 
$50bn（5 兆 8,000 億円）を突破するだろう。 2008 年には、2005 年の 36%より増加し

て、米国の航空会社の全旅客販売の 50%が、オンラインで取引される事になるだろう。

（Table 1 参照） これ等のオンライン収入は、商業 Web サイト経由で取引されたレジ

ャーと非管理法人旅行（leisure/unmanaged business）のグロス予約を指す。 
 

 

 
 

この継続したオンライン販売へのシフトの も大きな恩恵は、航空会社の直販サイトが

享受している。 2008 年までには、航空会社の旅客収入の 1/3 以上は、サプライヤー サ
イトで予約される事になるだろう。 そして、この数値は、2009 年には 38%に達する

だろう。 2007 年では、全オンライン グロス予約の略 70%近くが航空会社の Web サイ

トで予約されるだろう。 そして、これは、2005 年の 64%から拡大して、2009 年には

72%に拡大するだろう。（Table 2 参照） 
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フルコンテント、ネットレート、CRM イニシャテ

ィブ、トラベル 2.0 戦略の全てが、航空会社の Web
サイトの、全てのその他のチャネルに対する継続

した競争力強化に貢献するだろう。 航空会社の

Web サイトの 2007 年に於ける成長率は、オンライ

ン旅行社の航空販売の倍、このセグメントの成長

率の 5 倍以上の、23%になると予測されている。 

このセグメント全体のオンライン成長率が下降し、

オンライン旅行社の航空販売が、これに近づくほ

ど低下するにも関わらず、航空会社の Web サイト

の成長トレンドは、2009 年まで続くだろう。 し

かしながら、JetBlue や Southwest がオンライン旅

行社と法人予約ツール経由の追加的予約の確保を

模索し、そして、全体のオンライン成長が 2009 年

には 12%まで減速すると予測されている事に見ら

れる様に、インターネット チャネルの市場飽和は、

ますます取り組むべき共通の問題となりつつある。 
 
 
 
 

2006 年では、AA 航空、DL 航空、Southwest 航
空の 3 社が継続して、オンライン航空市場の 2/3
のシェアーを維持したが、この 3 社合計のシェ

アーは、2005 年より低下した。（Table 3. 参照） 

Southwestは、初めてAAを上回った。 Southwest
は、つい 近まで、全てのレジャーと非管理法

人旅行の仲介業者経由販売を遠ざけて来たので、

シェアー1 位への躍進は、なおさら印象的な出

来事である。 JetBlue のオンライン成長率 40%
は群を抜いているが、その他の 4 社も 2005 年比

35%増以上の成長を遂げている。（Table 4.参照） 
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JetBlue は、オンライン化率でもトップを走っている。 排他的なインターネット チャ

ネルの JetBlue.com 直販売サイトにより、80%に近いオンライン化率を達成している。

（Table 5.参照） JetBlue は、Web サイトの市場飽和に直面し、以来、第三者流通業者

の使用をテストし始めた。 この集計では、AirTran と Southwest が、それぞれ 75%と

72%のオンライン化率でもって、2 位と 3 位のトップ グループに属している。 同様に

Southwest も、直販一辺倒の販売戦略を改めて、自社直販サイト以外に於けるオンライ

ン販売拡大を模索している。 2007 年末までには、全ての米航空会社は、少なくとも、

全旅客販売の 1/3 をインターネット経由で販売するだろう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 6.は、各航空会社の 2003 年〜2006 年の、インターネット販売合計、自社直販サイ

ト販売、オンライン旅行社販売を集計した表である。 全旅客グロス販売、オンライン

化率、シェアーを掲載した表は、別に PDF ファイルとして、このレポートとは別に用

意してある。（この表をご希望の方は、TD 勉強会までご連絡下さい。） 
 

航空会社セグメントの詳細は、間もなく発行する PhoCusWright の Online Travel Overview 
Seventh Edition にて詳報する。 
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DTW, 10/9/2007 

2. Medical tourism market gaining ground 

米国で 医療ツアー流行 

 

グローバリゼーションの成せる技かもしれないが、米国人が、 近、ますます、鼻の美

容整形、股関節手術、或は大きな心臓外科手術などを、海外の医療施設で受けている。 

“Patient Beyond Borders”の著者 Josef Woodman は、昨年、およそ 15 万人の米国人が、

著増している医療旅行者となって、海外に出掛け、外地で医療サービスを受けていると

推定している。 彼等は、国内では値段が高過ぎて実施する事が出来ないか、或は移植

に必要な臓器がなかなか手に入らないか、或は、全く手に入れる事が出来ない等の理由
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で、外地医療サービスを必要としている人達だ。 
 

医療旅行者の数は、今年には倍増すると予想されている。 そして、来年以降の予想は、

サッパリ分からないと言う。 しかし、医療ツーリズムが、数 10 億ドル（数千億円）

のビジネスとなる事だけは、ハッキリしている様だ。 カナダと米国の平均寿命が 75
歳と 79 歳に増加しており、このままでは、国のヘルス ケアーのシステムが、財政的に

パンクしてしまうだろう。 WAS の National Council on Healthcare は、4,700 万人の米国

人（人口の 16%、2005 年 新データ）が、健康保険を保有していない事を明らかにし

ている。 そして、42%の人達が、充分なヘルス ケアー サービスを受けられないので

はないかと心配していると言う。 なにしろ、股間接手術は、米国では $41,000（475
万円）もする。 ところが、海外医療の目的地の 1 つであるキューバの場合、同じ手術

が、病院（個室）20 泊分の費用を含んで $6,120（71 万円、エアー代別）で収まってし

まう。 
 

医療ツーリズムは、経済的切迫に基づいて発展している正当な産業であり、ヘルスケア

ーの議論と、世界的なヘルス ケアー サービスの中に於ける、重要な要素となりつつあ

る、と Woodman は語っている。 
 
 

Media mania 
医療ツーリズムの如くのセグメントの拡大は、メディアの恰好の報道対象となる。 そ

して、メディアの露出の増加が、ますますこのセグメントの増加を促進させ、人々の医

療ツアーに対する懸念や心配の除去に貢献している。 
昨年、物議を醸す事で有名な映画製作者 Michael Moore が作った医療ツーリズムに関す

るフィルム“Sicko”が、 もパブリックの注目を集めた。 Sicko は、大統領選の大き

なテーマになりつつある、ヘルスケアーの国家的議論に一石を投じた。 Sicko で、Moore
は、自家保険中心の米国のヘルスケアー システムに鋭いメスを入れ、国民皆保険制度

の国であるカナダ・英国・フランス・キューバとの比較を実施し、早晩、米国のシステ

ムが崩壊して失敗すると予言した。 
 

このような闘争的な Moore のアプローチは、政治マニフェストに対する興味を掻立て

はするが、海外医療を求めている人達への実際の手助けとは余りならない。 医療ツー

リズムの推進者達は、より消費者オリエンテッドなアプローチを採用している。 
3 月には、Woodman の“Beyond Borders: Everybody’s guide to Affordable, World-Class 
Medical Tourism”が発行された。 これは、初の D-I-Y タイプの医療旅行ガイドの 1 つ

である。 彼は、現在、韓国で受ける事が出来る、医療事情について書いている。 彼
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は、他の医療ツーリズムの目的地についてもシリーズでまとめて、医療ツーリズム産業

の為の“Lonely Planet”（世界有数の旅行ガイド）を作りたいと語っている。 
 
 

Destination: Healthcare 
ミネソタ州 Winnipeg の医療ツーリズム サービス Choice Medical Service は、キューバに

於ける美容整形、整形外科、眼、鼻、喉、神経の手術を受けるカナダ人と米国人顧客の

旅行の斡旋を行っている。 米国人はキューバへの渡航が禁止されているにも拘らず、

この会社の顧客の 48%は米国人だと言う。 
 

カルフォルニア州 Concord の WorldMed Assist は、顧客をベルギー（股関節）・トルコ・

インド（股関節）・メキシコ（歯）に送っている。 一般的に、東南アジアの医療サー

ビス目的地は、複雑な手術に長けていると言われている。 
 

ブラジル・コスタリカ・キューバ（眼）・インド・メキシコ（米国に隣接しているメリ

ットを有している）・シンガポール・南ア（心臓など複雑な手術）・タイ・トルコなどは、

国によって得意とする分野を異にしている。 これ等の国は、医療ツーリズムの目的地

プロモーションに積極的で、インフラやサービスの改善に力を入れている。 そして、

そこの病院は、医療旅行者を受け入れる為に、著名な医者と、評判の高い研究と、ます

ます信頼を増している病院のネットワークを有し、その多くは私立の事業体で、公立で

運営されている病院や政府のヘルスケアー システムとは異にしている。 
 
 

Tourism component 
目的地は、医療ツーリズムの領域には、医療だけではなく、風光明媚なビーチや素晴ら

しいホテルなどを対象にしたツーリズムが含まれる。 平均的な患者の場合、手術代込

みで、凡そ $15,000（173 万円）を支払っていると Woodman は推定している。 そして、

これに加えて、患者に同行する付き添いが $2,000〜 $4,000 を支払う。 ホテルは、4
つ星か 5 つ星が使われている。 
 

患者の滞在期間は、しばしば数週間となる。 事実、幾つかの医療ツーリズム サービ

スは、 低滞在日数を決めている。 彼等は、術後のリカバリーを完全なモノにする為

に、可能な限り長い期間、患者に、手術に携わった執刀医とその施設とのコンタクトを

取らせ、そして、さらに魅力を増す為に、それに、観光やスパ サービスをオファーし

ている。 しかし、医療ツーリズム サービスは、品質の高い病院と関係を持ち、患者

と医者を引き合わせる事に専念し、旅行の手配は、エアーやホテルの助言はするが、実
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際の手配は、旅行社に任せている。 
 

バーモント州の Vernon Hills の医療ツーリズム サービス MedRetreat は、アルゼンチン・

ブラジル・コスタリカ・エルサルバドル・インド・マレーシア・タイ・南ア・トルコに

顧客を送り込んでいるが、実際の旅行手配は、日本の NTA の米国支店が行っている。 
WorldMed Assist は、Carlson Wagonlit と提携している。 Carlson Wagonlit の場合、医療

ツーリズムの旅行手配の一般的な予約は、1 人当たり $3,000 になっている。 
 
 

Risky business 
医療旅行には、新たな収入源となる一方で、問題やリスクも存在する。 MedRetreat
は、取扱った 800 人の患者の中で、合併症を発生したのは、タッタの 2 人しかいないと

言っている。 2 人共、手術後の感染症に罹ってしまった。 医療ツーリズム旅行社は、

失敗例（ 悪のケースでは死亡）を教えてくれないが、上手く行かないケースは必ず存

在する。 
 

多くの人々は、美容整形、整形外科、歯、眼などの比較的危険度の少ない手術を受けて

いるが、 近は、より高度の癌手術、心臓切開、神経、臓器移植が増加しているので、

リスクの管理が必要となって来る。 慎重な医療旅行社は、医療や医師の紹介や斡旋に

は一切手を出さず、単なる情報提供者の身分に留まっている。 医療ツーリズム サー

ビスを、潜在的な損害や訴訟から保護する保険等は存在しない。 

しかし、一方では、より多くの病院が、米国の病院を公認している機関の国際組織であ

る、Joint Commission International の公認取得し、医療旅行に於けるビジネス実施から発

生するリスクの軽減に努力しているのも事実だ。 
 

臓器密売や偽薬品にも注意が必要だ。 世界保険機構（WHO）は、臓器移植を望む人

達が供給を大幅に上回っている状況下では、いかがわしい密売は跡を絶たないと言って

いる。 U.S. Centre of Medicine in the Public Interest は、偽薬品の販売は、2010 年には、

2005 年の略倍の $75bn（8 兆 6,300 億円）に達すると予測している。 
 
 

Predicting the future 
誰も、医療ツーリズム セクターが何れだけ成長するかは予測し難いが、その潜在性を

左右する 2 つのキー・ファクターが存在する。 それ等は、① 米国に於けるヘルスケ

アー危機と、② 企業主と保険会社の、彼等自身の理由による、医療ツーリズム イニシ

ャティブへの保証（endorsing）開始、の 2 つである。 
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米国のヘルスケアー システムが、近い将来改善されれば、医療ツーリズムも必要がな

くなるだろう。 しかし、現在は、多くの需要が存在する。 
企業主や保険会社は、既に $2 trillion（230 兆円）の年間ヘルスケアー コストに溺れて

いる。 彼等は、このコスト削減の為に、何らかの代替策を見つけ出す必要がある。 そ

こで、登場して来るのが医療ツーリズムだ。 現在の医療ツーリズムは、未だパイロッ

ト プログラムの領域に止まっている。 Atenas や Cignas は、既にこれに眼を付けてい

る。 海外の安い医療サービスを受けた患者が、元気になって、職場復帰すれば、彼等

は、また納税者となって国に貢献出来る訳だから、政府もこの医療ツーリズムを促進さ

せるべきなのかも知れない。 ■ 
 
 
 
 

nytimes.com, 10/14/2007 

3. Discounters Are In For the Long Hauls 
 長距離 LCC  いよいよ国際線に進出 
 

香港の Oasis 航空は、香港＝Gatwick 間に毎日 B747 型機（2 クラス）便を運航している。 

片道運賃は、コーチ・クラスで £109（26,200 円）、ビジネス・クラスで £470（11,2800
円）で販売している。 この運賃は、CX や BA の半額程だ。（しばしば、CX や BA で

は、ビジネス往復運賃が $8,000≒920,000 円で販売されている。） 
 

Oasis を何時も使っている或る英国のビジネスマンは、「今迄、経由便の安い運賃を探し

ていたが、Oasis の便は、乗り換えも一切無く、寝ている間に香港に到着して、仕事を

即始められる事が出来る快適なフライトだ」、と語っている。 
 

Oasis は、YVR 線を 6 月に開始した後、SFO、CHI、イタリア、ドイツの路線開設を計

画している、長距離 LCC のパイオニアだ。 独立した振興企業として、或は、伝統的

航空会社の一部門として、多くの航空会社が、低コストの長距離直行便を運営し、伝統

的航空会社よりも遥かに安い運賃でもって市場に参入し始めている。 
 

Oasis CEO Stephen Miller は、「香港＝LON 間には、安い運賃を求めて経由便に搭乗して

いる旅客が 20%も存在するので、Oasis に乗ってくれる充分な需要が存在する」、と語っ

ている。 
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Oasis 以外にも、長距離 LCC が存在する。 
 

マレーシアの AirAsia は、11 月 2 日に KUL= Gold Coast に就航する、子会社の長距離 LCC 
AirAsia X を準備している。 AirAsia X は、中国、欧州、インド、日本、中東、韓国へ

の乗入れを計画している。 また、豪州と東南アジアの地域では、既に、QF のローコ

スト運航部門 Jetstar が、豪州とニュージーランド／アジア／ハワイ間の路線に 3 年前か

ら就航している。 
 

米国では、Virgin Group がその一部を保有している Virgin America が、8 月から米大陸横

断線に参入した。 6 月からは、Zoom Airlines（Ottawa）が、ディスカウント便の

NYC=LGW を開始し、その後、カナダ複数都市と、英国複数都市及び PAR の間を結ぶ

便を飛ばしている。 これ等の長距離 LCC は、近距離 LCC に倣って、 低滞在日数等

の制限の無い安価な運賃を提供している。 Zoom の NYC=LON 片道は $199（22,900
円）から、Virgin America の大陸横断片道運賃は $129（14,900 円）から、しかかからな

い。 
 

長距離 LCC は、フリートを単一機種編成にして運営コストを低下させている。 そし

て、伝統的航空会社の平均 11〜12 時間よりもズート長い、1 日当たり平均 17〜18 時間

の航空機×1 機当たりの稼働時間を稼いでいる。 そして、多くの短距離 LCC と同様

に、空港使用料の安いサブ空港を使用している。 例えば、Zoom や Oasis は、LGW 空

港を使用し、Jetstar と間もなく就航する AirAsia X は、豪州では Melbourne の Avalon 空

港の如くのサブ空港を使用する。 短距離 LCC は、低運賃でもって顧客を集めている

が、長距離 LCC は、長距離が故に、旅客から快適性を要求される。 従って、殆ど全

ての長距離 LCC は、割引エコノミー・クラスに加えて、より高い運賃のビジネス・ク

ラス（但し、伝統的 FSA＝full-service airlines よりは遥かに安い）を用意している。 
 

Forrester Research の主席研究員 Henry Harteveldt は、「我々の調査によれば、1/3 の旅客

は、より良い品質を求めている」、「手が届く手頃な値段であれば、高くとも、彼等は、

より品質の優れたプロダクトを選択する」と指摘している。 
Jetstar の StarClass は、典型的な新しい割引プレミアム・クラス キャビンだ。 StarClass
は、同社が国際線に進出した 2005 年に導入され、今では Jetstar の全便で利用可能とな

っている。 革張りの 38 吋ピッチの座席は、PC 用電源を有し、オンディマンドの映画

が用意されている。 空港では、優先チェックイン、ラウンジ使用、重量制限が緩和さ

れた受託手荷物容量などの恩典サービスが付けられている。 StarClass は QF のビジネ

ス・クラスとは雲泥の差があるが、エコノミー運賃よりも 1/3 しか高く無い事を考えれ

ば、合理的なサービスと言う事が出来る。 
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Oasis のビジネス・クラスと Zoom のプレミアム エコノミー・クラスは、共に、より大

きな座席と専用チェックイン デスクを用意している。 Oasis は、機内食と機内エンタ

ーテイメントにも力を入れている。 Zoom は、優先手荷物取扱とバーサービスを提供

している。 AirAsia X は、プレミアム・クラスに 55 吋ピッチ座席を装置する。 ラウ

ンジの使用は出来ない。 エコノミー・クラスと同様、機内食は有料となる。 Virgin 
America は、マッサージ付きの 55 吋ピッチ座席×8 席を装置する。 競争敵の jetBlue
は、モノクラス運営を維持している。 Harteveldt は、「顧客は、1 回は Virgin America
に乗ってくれるだろうけど、彼等をリピーターにするには、並大抵の努力では出来ない」、

と言っている。 
 
 
 
 
 

 

 
Clockwise from top left, Virgin America, AirAsia and Jetstar are just three of the carriers that are in the new business 

of low-cost long-haul flights. 

■ 
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Wsj.com, 10/10/2007 

4. How China Turned Around A Dismal Air-Safety Record 

 中国 航空機事故の撲滅に成功 

 

1990 年代から 2002 年にかけて、中国航空会社の航空機による重大事故が連続的に発生

した。 この期間の数年間で、一時は 550 名の犠牲者を出してしまった。 
これが、経済成長と国のイメージに大きな影響を及ぼすと考えた中国は、直ぐさま事故

の撲滅に積極的に乗り出した。 そして、現在、航空需要が依然として 2 桁成長を遂げ

ているにも拘らず、中国の安全性（重大事故率）は、米国のそれよりも低下させる事に

成功した。 
 

中国航空当局の採用した安全性改善策は、主として、外国の航空当局やメーカーの協力

と、規則遵守の徹底的な指導と、安全性と成長のバランスを取る事により、以下の経緯

を辿って達成された。 
 

・1994 年 6 月に、中国北西航空の Tupolev 機が、Xi’an で、離陸数分後に墜落し 160 名

が死亡した。 事故原因は、自動操縦の整備ミスと判定された。 
ロシア製機材の事故にも拘らず、この事故の米国航空機販売への影響を恐れた米航空

当局とボーイングは、中国に、すぐさま無償の安全性管理教育の提供を申し出た。 
・ その後、ボ社とエアバスは、パイロット養成学校を中国に設立した。 整備員の教

育コースも新設された。 
・ そして、FAA の協力により、中国政府は、航空規則を書き変えた。 中国政府は、

中国に対するイメージのこれ以上の低下と、米国乗り入れの禁止を回避する事を、

優先させた。 
・ 中国の航空当局にとっての大きなチャレンジは、経済大国として成長を優先させる

国の方針に逆らって、航空の成長緩和策を採用する事だった。 総合的な安全対策と、

その実行のロードマップが完成されない限り、新造機のデリバリーを止めると主張し

た。 

・ 2002 年 4 月 15 日に、中国国際航空 B767 型機が、韓国の釜山近郊で墜落し、129 名

が死亡（37 名負傷）する事故が発生した。 濃霧の中のパイロットの不適切な操縦

（スピードの出し過ぎと、急降下着陸アプローチ）が原因と言われている。 
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Wreckage of 2002 Air China Boeing 767 crash near Busan, South Korea. 

 
 

・ この数週間前には、中国北方航空の MD-82 型機が大連近郊で墜落（112 名死亡）し

ていた。 この事故原因は、生命保険金欲しさの放火が原因であった。 政府は、直

ぐに、空港に於けるセキュリティーを厳しくした。 
・ 政府は、安全対策を強化する為に、Civil Aviation Administration of China（CAAC）の

長官に、米国航空業界と強いパイプの持ち主の 51歳のYang Yuanyuan（米国では“Triple 
Y”として有名）を抜擢した。 

・ 彼は、中国航空会社の深夜運航を暫定的に禁止した。 より厳しいセキュリティー 
チェックを空港に導入した。 そして、米国の FAA と航空業界の支援を仰ぐ為の協

力協定を交渉した。 エンジン メーカーや、操縦室サプライヤーの 10 社以上の米企

業が、技術支援を開始した。 FAA は、中国の航空管制の設計とインスペクション

の強化に協力した。 
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・ Yang は、無頓着と野放図な成長の 2 つが安全性を蝕んでいるとして、新規航空会社

の設立を抑制した。 そして、行政と業界の幹部達への安全性に対する啓蒙活動の一

環として、全世界の航空機事故を積極的に公表した。 
・ それでも、事故が発生した。 2004 年 11 月に、Bombardier 社製 CRJ-200 型機が、

Baotou を離陸後に墜落し 54 名が死亡した。 翼に付着した氷が、事故の原因とされ

た。 この直後に、Yang は IATA の安全監査を受ける事を、世界の他の国よりも先駆

けて決定した。 

・ ① トップダウンによる指令と、② 積極的なエンフォースメントと、③ 専門家によ

る助言の組み合せが功を奏して、中国の安全性は見事に改善した。 中国は、広大な

国土をカバーする限られた航空管制能力、慢性的なパイロット不足に悩まされている

けれども、総合的事故率は、1990 年代半ばの 10 倍も向上した。 2004 年以降、8.500
万飛行時間を記録した中で、1 人の死亡事故も発生させていない。 統計的には、こ

れは、過去 3 年間の世界に於ける 良の安全性の達成となる。 
 
 

次の 10 年間で、中国は、航空機と旅客の両方が倍増するだろう。 Yang は、航空路と

空港アプローチを書き変える仕事に取り組んでいる。 これが完成されて実行されれば、

中国と外国の航空会社は、より燃料節約や、悪天候と混雑の回避を可能にする事が出来

るだろう。 北京＝東京間は、▲2 時間も飛行時間が短縮されるだろう。 航空機の間

隔は、垂直方向で、現在の半分の 1,000 フィート（世界的標準）にカットされるだろう。 
 

中国の安全性の も喫緊の問題は、人の手当となるのかも知れない。 向こう数年間で、

9,000 名近くのパイロットを必要としているが、国内に於ける乗員養成能力は、それの

一部しか充足しない。 女性乗員の奨励や、定年延長が検討されている。 乗員養成と

技能訓練が、安全性の維持の中心となる様だ。 中国は、一方では、安全性の一層強化

の為に、 近、シミュレーターと実機オブザーベーションの訓練時間を延長した。 
 

航空に於けるレッスンが、 近の、鉛混入塗料玩具や、汚染食品や薬品など品質向上に

も貢献する事になれば、しめたモノだ。 ■ 
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wsj.com, 10/11/2007 (FT.com, 10/11/2007) (nytimes.com, 10/11/2007) 

5. Boeing, in Embarrassing Setback, Says 787 Dreamliner will be 
Delayed 

 B787 型機 6 ヶ月デリバリー遅延発生 

 

炭素複合繊維製の胴体と翼を持つ、次世代の革新的航空機であるドリームライナー号

B787 型機のデリバリーが、6 ヶ月間遅れる事となった。 コア部品の製造と設計に、

サプライヤーの関与を大幅に認めた、新たな海外生産アウトソーシング方式を編み出し

たボ社にとっては、大きな打撃となると見られている。 大量受注した機材デリバリー

までに遅れの影響が広がる場合は、違約金の支払増加に繋がり、ボ社収支に取って大き

な影響が発生するだろう。 この発表を受けて、株価は、▲2.7%急落した。 
 

ボ社は、10 月 10 日、ラウンチウング キャリアの全日空の、来年 5 月に予定されてい

た初号機のデリバリーが、2008 年 11 月若しくは 12 月にズレ込む事となったと発表し

た。 既に 2 ヶ月遅れている試験飛行の開始は、更に遅れて、2008 年第１四半期末と

なる。 

遅延の理由には、① 主要部品の不足と、② 完成部品の輸送時間の長期化の、2 つが挙

げられている。 ボ社は、海外で生産した胴体や翼を、ワシントン州 Everett の組立工

場で、僅か 3 日間で組立てると喧伝していた。 イタリアの Alenia Aeronautica SpA と

DAL の Vought Aircraft Industries Inc.の両社が建設したサウスカロライナ州 Charleston の

部品工場では、現地で採用されたズブシロ未経験者の人達を、次世代機航空機の製造に

従事させる訓練に戸惑っている。 

ボ社は、デリバリー遅延が発生する顧客は、全日空を始め 15 社に上ると言っている。 

そして、2009 年末までの受注機×109 機については、3 機を除いて、全機が当初計画通

りにデリバリー出来る見通しであると語っている。 
 

米投資銀行大手 Morgan Stanley は、「10 月 11 日、より悪いニュース

が出て来るだろう」、「ボ社と部品サプライヤーは、問題をもみ消し

ている」と、リサーチ ノートの中で述べている。 
 

ボ社は、2004 年以降、50 社の航空会社から 710 機の B787 型機（250
席〜300 席）を受注している。 Morgan Stanley は、今後 6 ヶ月以内

に、1,000 機以上の受注規模となるだろうと、言っている。 ■ 
 

CEO Boeing Co. 
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The first sections of the body of a Boeing 787 Dreamliner during assembly last May at the manufacturer’s plant in 

Everett, Wash. 

 

 

Boeing workers at the 787’s debut in Everett, Wash., in July. 
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DTW, 10/9/2007 

6. What cruise sites get the most traffic? 

当てにならない Web サイト ランキング 

 

・ Nielsen/NetRating の調査によると、 も利

用されているクルーズ サイトのランキン

グ の 第 １ 位 に Imperial Majesty が 、

Norwegian Cruise Line, Holland America Line, 

Celebrity Cruises を飛び越えてリストされ

ている。 このランキングは、“ヒット数”

により順位が決められている。 
 

・ “トラフィック”の規模による判定となる

と、Imperial は、Royal Caribbean International, 
Carnival Cruises Lines, Princess Cruises に次

いで第 4 位にリストされる。 
 

・ 一方で、1 千万人の米国インターネット 
ユーザーのオンライン利用と検索行為をサ

ンプル調査している Hitwise では、右表の

様な結果となり、どちらかと言うと、企業

の規模に比例する順位となっている。 
 

・ 調査機関によって、ランキングがマチマチだ。 調査は、何に基づいてランキング

してあるのかを明らかにしなければいけない。 “ヒット数”なのか、“バウンス数”

なのか、“ユニーク・ビジター数”なのかによって、ランキングが大きく変動する。 
 

・ ユニーク・ビター数は、IP アドレスにより判定するが、これも、どの期間に於ける

ビジター数を判定しているのか、定義を明確にしなければいけない。 
 

サイトの効率か非効率かの判定には、バウンス率が有効だ。 例えば、Imperial Majesty
に於けるユーザーのサイト滞在時間は平均 47 秒で極めて短い。 これでは、コンバー

ジョン率も低いだろう。 Princess.com は 44 分、Holland America Line は 12 分となって

いる。 
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7. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通 & TD  
 
 
（１）エクスペディア、Citi との提携リワード プログラム拡張 
Expedia と Citi（世界 大のクレジット・カード プロバイダー）は、先週、Expedia の

ThankYou Rewards Network提携を拡大した。 両社は、Citi Premier/Expedia.com Cardを、

Expedia のメンバーに発行する事で合意した。 Expedia の ThankYou Rewards Network
には、昨年、100 万人が参加している。 Citi の PremierPass Card は、エアライン リワ

ード クレジット・カード プログラムの中で 良カードと評価されている。 新たなプ

ログラムでは、① 全てのクレジット・カード購入に対して ThankYou ポイントを提供、

② Expedia.com に於ける全ての適用可能な旅行予約に対して追加ポイントを提供、③ 
全ての航空会社の搭乗マイルを溜め込む事が出来る、3 つの特典を用意している。 し

かも、Expedia に於ける航空券アワード償還は、搭乗禁止日が設定されていない。(DTW, 
10/8/2007) 
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（２）裁判所、電子的免責条項クリック有効と判定 
マサチューセッツ地方裁判所は、Expedia の主張を認め、オンライン旅行販売サイトの

免責条項（disclaimer）をクリックして旅行商品を購入した場合は、その旅行商品に起

因する購入者の如何なる損害からも、販売したサイトは免責されると判定した。 
Expedia の弁護士は、電子的免責条項のクリックが、法廷で認められた初のケースと言

っている。 この判定は、旅行の同伴者がオンライン購入した旅行に関する免責条項は、

他の同伴者にも効力が及ぶとした点で、旅行販売業者にとっては二重の重みを有してい

る。(DTW, 10/9/2007) 
 

（３）レジスタード トラベル ベンダーのコンソリ 
registered travel プログラム Fast Lane Option のプロバイダーFLO Corp.が、Unisys Corp.
の同種のプログラム rtGO を買収する。 この契約は、FLO が rtGO のソリューション

を購入し、2015 年まで Unisys にロイヤルティーの支払をすると言うモノ。 また、こ

の契約には、Unisys の IT サービスの提供も含まれている。(DTW, 10/9/2007) 
 
 
 

 空 運  
 
 

（１）バイオレントな機内映画に批判集中 
近、バイオレントでサディスティックな映画が機内のオーバーヘッド スクリーンで

放映されている事が問題になっている。 子供連れの親達が、子供への影響を心配して

いる。 親達は、座席背面に設置されたパーソナル TV の画面であれば、子供に好まし

く無い映画を見せずに済むので、問題は生じないと言っている。 議会は、Family 
Friendly Flights Act の制定を検討している。 各映画会社は、航空会社用に映画を再編

集している。 World Airline Entertainment Association は、航空会社のオーバーヘッド ス
クリーンで放映する映画のガイドライン（ヌード、セックス、航空機の墜落シーンや人

種問題が絡む映画上映を禁止している）を作っている。 Virgin Atlantic は、パーソナ

ル TV に 90〜100 のオンディマンドの映画を用意している。 それ等の映画は、全て再

編集されていない。 VS 航空の個人用 TV のシステムは、子供向けに R レーティング

映画の上映を禁止する事が出来る。 VS 航空は、時々、封切り前の映画の放映権を獲

得している。(nytimes.com, 10/7/2007) 
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For their in-flight movies, some airlines have been replacing overhead screens with personal video monitors. 

 
 

（２）パイロット 1 年間短期養成コース開発 
革新的なパイロット短期 1 年養成コース multi-crew pilot license（MPL）が開発された。 

実機訓練よりもシミュレーターを多用する MPL は、アジアで問題となっている乗員不

足の問題に対処する事が出来るだろう。 インドでは、向こう 10 年間で倍増する航空

旅客に対応する為に、新たに 6,000 人のパイロットが必要になる。 中国では、2010 年

迄に 7,000 人〜9,000 人のパイロットを養成しなければならない。 民間パイロットの

供給源であった各国の空軍パイロットの削減も、パイロット不足に拍車をかけている。 

また、パイロットの待遇が、昔ほど良く無い事もこれに影響を与えている。  

フィリピンの Clark 空港と、デンマークとオーストラリアの 3 箇所に MPL による訓練

学校が設立されている。 Clark の学校は、英国の非上場企業 Alpha Aviation により設立

され、現在、生徒 104 人が在籍している。 MPL は、12 ヶ月の訓練コースで、実機訓

練が 70 時間（内ソロ 30 時間）、シミュレーターが少なくとも 180 時間存在するが、殆

どはクラスに於ける座学（多くはコンピューターによる e-ラーニング）が中心となる。 

年間授業料は $80,000（920 万円）。 パイロット組合や業界識者達から、MPL は、安

全性上に問題が有るとの批判を受けている。 彼等は、実機訓練がモット実施されるべ

きだと主張している。(FT.com, 10/7/2007) 
 
（３）欧州連合、航空機排ガス削減計画孤立 
第 36 回 ICAO 総会（9 月 18 日〜28 日、於 YUL）は、欧州連合の航空機排ガス削減計

画の域外航空機への適用は、賛成多数で、各国の合意取得を取得する事が条件として付
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け加えられた。 2011 年から連合国航空機へ、2012 年からは域外航空機へ、排ガス取

引制度の適用を開始すると言っている EC は、この決定に反論し、飽くまで、2012 年か

ら、域外航空機へ取引制度を適用すると主張した。 同時に EU は、京都議定書が ICAO
に指示した、航空機排ガス削減責任を ICAO が放棄していると非難した。 米国は、特

に EU 案に反対で、EU が域外航空機への規制を一方的に適用するならば、法的手段に

訴えると言っている。(DTW, 10/8/2007) 
 

（４）アリタリア、売却先候補に 6 者選定 
AZ は、10 月 8 日、政府放出株 49.9%の売却先に、6 者を選定したと発表した。 6 社

とは、AF/KLM、LH、Air One（伊第 2 位キャリア）、 Aeroflot、TPG、Antonio Baldassarre
（弁護士、元憲法裁判所ヘッド）の 6 者。 AZ は、年内に売却先を 終決定したいと

言っている。 Baldassarre は、イスラエルの大手投資グループ Mivtach Shamir が率いる

コンソーシャムの代理人。 伊各紙は、Baldassarre が代表しているコンソーシャムの信

頼性に疑問を寄せている。 

政府による買収が 7 月に頓挫した後の今回の売却交渉再開は、前に比べて何れだけ売却

条件が緩和されたのかは不明で、1 日当たり▲E1m〜E2m（1.7 億円〜3.3 億円）の赤字

を出している AZ 売却が成功するのか否かは、依然として不透明な状況だ。 
AZ 会長 Maurizio Prato は、向こう 2 年間で満期となる E320m（530 億円）の負債返済の

目処が立っていないと言っている。 今年の欠損は、▲E400m（660 億円）に上ると見

積もられている。 彼は、増資を計画している。 「AZ は、瀕死の状態で、集中治療

室で生命維持装置を付けられている状態だ」と語っている。 AZ の 8 月末の現金及び

同等物は、$741m（855 億円）、負債総額は $1.5bn（1,750 億円）。(FT.com, 10/8-9/2007) 
(wsj.com, 10/9/2007) (FT.com, 10/12/2007) 

 

（５）エアーベルリン、LTU 米国線をリブランド 
・ 欧州 LCC 第 3 位の Air Berlin は、2006 年 8 月にローコストの DBA を買収した。 
・ その直後に、LTU を買収した。 
・ そして、今度は Thomas Cook と LH から Condor を買収する。 この買収は、2009
年に支配権を獲得し、2010 年に 100%買収を完成させる 2 段階方式となっている。 

Condor 買収の 1 つのメリットは、FRA のスロット獲得に有る。 
・ 11 月から、LTU の北米線（DUS=NYC, LAX, MIA, Fort Myer）と、中国線（DUS=北
京、上海）を Air Berlin にリブランドする。 そして、ビジネス・クラスに lie-flat 座
席を投入する。 

・ レジャー長距離路線の南ア、タイ、ドミニカ便は、LTU ブランドが維持される。 
・ Air Berlin と LTU は、どちらも GDS で販売可能。 LTU は、旅行社に、北米便×1
レグに E15（2,500 円）を支払っている。 
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・ 現在、×28 機の B787 型機を発注している。 デリバリーは 2013 年から。 
・ Air Berlin は、オレゴンの元 PAA のパイロット Kim Lundgren により、航空機×1 機

により 1979 年に設立された航空会社。（第 2 次大戦後の BER 乗入れは、戦勝国に限

定されていた。） 
・ 1990 年の BER 解放後は、ドイツの航空会社とする為に、独資本を募集し現在に至

っている。 
(DTW, 10/8/2007) 
 

（６）米運輸省、定時性通知義務違反で、2 社に罰金を科す 
米国では、顧客から電話予約の際に、尋ねられれば、該当便の定時性実績について案内

しなければならない決まりがある。 JetBlue と Hawaiian は、これを怠った。 運輸省

のエンフォースメント事務所は、JetBlue に $30,000（345 万円）、Hawaiian に $50,000
（575 万円）の罰金を科した。 同事務所は、この 2 社の他にも、数社が定時性の案内

を的確に与えていない疑いが有ると言っている。(DTW, 10/8/ 
 

（７）サルコジ、EADS スキャンダルの徹底的な調査約束 
・ 仏大統領サルコジは、EADS で発生したインサイダー取引容疑の徹底的解明を約束

した。 
・ 仏国営のファイナンス ハウス Caisse des Depots et Consignations 長官 Augustin de 

Romanet は、劇的なプロフィット ワーニング発表直前の EADS 株式購入（4 月に 2.5%
を Lagardere から購入）に対する疑念を晴らす為に、特別調査委員会を設置する事を

約束した。 

・ EADS CEO Louis Gallois は、社内のストック・オプション制度の見直しを検討する

と語った。 ストック・オプションの代りに“条件無しの株式譲渡”も検討したいと

語った。 

・ この発言は、仏ビジネス界内に物議を醸し出している。 ビジネス団体は、ストッ

ク・オプション廃止に繋がる事を恐れている。 フランスでは、幹部の報酬の 52%
がストック・オプションで支払われている。 

(channelnewsasia.com, 10/9/2007) (FT.com, 10/9/2007) 
 

（８）航空便アラートは、アラートで無い場合が有る 
定時性が極めて悪化している昨今、航空旅客にとっては、フライト トラッキングとフ

ライト ステータスのアラートが、益々重要になっている。 フライト トラッキン サ
ービスでは、FlightExplorer.com や FlyteComm.com の如くのサイトが、便が今何処に居

るのかを教えてくれる。 フライト ステータス アラートでは、殆どの航空会社と

FlightStats.com が、e-メールやテキスト・メッセージによって、携帯電話やブラックベ
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リーの PHD に、ゲート変更や遅延をアラートしてくれる。 
FlightStats.com は、航空会社、空港、FAA などの複数から頻繁にデータを収集している。 

しかし、これ等のアラートは、頻繁に正確な便の状況を知らせてくれるアラート シス

テムばかりではない。 多くのアラートは、ゲート離脱をトレースしても、実際の離陸

迄は把握していない。 従って、今問題となっているタクシーウエー上の待機は知らせ

ない。 アラートの使用には注意が必要だ 
 

 

(wsj.com, 10/9/2007) 
 

（９）空港、案内板の設置で“Wayfinders”を雇う 
空港の案内表示板は分かり難い。 段階的な数度にわたる拡張や、手狭なスペースでの

ヤリクリの為に、空港は、複雑な構造を持つ複数のターミナルを案内しなければならな

くなっている。 
案内表示板を正しく設置する事は、厄介な仕事だ。 テキサス州 Fort Worth のコンサル

ティグ会社 Carter & Burgess Inc.は、この仕事を請け負っている。 例えば、こんな風に

サインを変えさせている。 
“Escape to the City”  → Airport Exit 
駐車場“Flamingo”, “Dolphin”  → North, South 
的確な案内板表示のコストは、決して安く無い。 新しく建設されるターミナルの場合

で、約 $12m（14 億円）（内 $1.5m がコンサルタント料）する。 Miami International
の改修では、$30m（35 億円）と見積もられている。 
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コンサルタントは、外国語のサイン、各地の条例、政治的配慮などに精通してなければ

ならない。 コンサル料金は決し易く無いが、空港から、引く手数多の引き合いを受け

ている。 
メンテナンスは、掃除の楽な電球の交換無しの案内板を求めている。 設計者は、デザ

イン性を重視する。 空港は、ゲートへの迅速な案内を求める。 各者の意見の調整も、

コンサルタントは実施しなければならない。 
案内表示板にも、talking signs や video signs などの高度のテクノロジーが採用され始め

るだろう。 しかし、究極的な案内表示板は、携帯端末機から抽出する Mapquest の如

くの個人的なサインとなるだろう。 旅客は、PDA にゲート番号を打ち込むだけで良

くなる。(wsj.com, 10/9/2007) 
 
 

 
 
 
 

【Philadelphia 空港】 
C Gates の行き先が、どちらだか分

からない。 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

【仙台空港】 
意味不分明 
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（10）英航空旅客税 2009 年に改定 
今年 2 月に倍増された英航空旅客税（air passenger duty）（green tax）が、2009 年 11 月

に改訂される事となった。 大蔵大臣 Alister Darling は、以下の改定方針を発表した。 
・ 全席ビジネス・クラスの Eos, Maxjet, Silverjet に適用されている Y クラス税率（£40）
を、他社並みの C クラス税率（£80）に変更する。 

・ 貨物やトランジットや乗り継ぎ旅客への適用を検討する。 
・ 人頭税から、運航距離を加味した航空機課税への変更を検討する。 
英政府の APD の改定は、以前より easyJet 等が主張していた線に沿っている。 BA は、

この動きを歓迎しているものの、2011 年より導入される連合ベースの排ガス削減規則

（取引制度）の導入後には、この APD は廃止されてしかるべきであるとコメントして

いる。(FT.com, 10/10/2007) 
 

（11）EU 競争委員会、ライアンのエールリンガス株放棄を求めず 
EU 競争委員会は、Aer Lingus より請求の有った、Ryanair の Aer Lingus 株（29.4%）放

棄を却下した。 Aer Lingus は、来週にも、ルクセンブルグの Court of First Instances に
Ryanair 保有株の放棄を訴える。 
Ryanair は、今年始め Aer Lingus の敵対的買収に失敗した。 6 月には、EU 競争委員会

は、アイルランド航空市場の競争環境を著しく悪化させるとして、この買収を承認しな

かった。 その後 Ryanair は、Aer Lingus 株を 29.4%にまで買い増し、特別株主総会の

開催を要求して、Aer Lingus の経営に介入し始めている。(wsj.com, 10/10/2007) (FT.com, 
1011/2007) 

 

（12）シンガポール航空、バージン株売却急がず 
SQ に近い筋は、「英国とシンガポールの両国内で、相互にベースをセットアップする事

を可能にする英国とシンガポール間の 近の合意は、SQ の VS 株 49%の売却を早める

事には繋がらない」、とコメントした。 
この両国政府間の合意により、SQ は、来年 3 月より英国以遠 大西洋線への乗入れが可

能になるため、 早、SQ にとって、VS 株保有の意味がなくなる事になる。 前出の

SQ に近い筋は、「先週来、各紙は、SQ の VS 株売却が早まると報じているが、 近の

不安定な金融市場が沈静化する迄は、SQ は、株式売却を実施しないだろう」、「SQ は、

英国以遠大西洋線進出に必要となる LHR のスロットを保有しておらず、充分な機材も

保有していない」と語っている。(wsj.com, 10/10/2007) 
 

（13）タイガー（シ）、第三国で合弁企業設立 
・ 来月、豪州国内線に進出するシンガポールの LCC Tiger Airways が、アジア域内の路

線拡張を計画している。 
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・ 第三国に、現地の投資家を招き入れて、合弁企業の航空会社を設立し、欧米に見ら

れる如くの、LCC に成長する野心を抱いている。 
・ その為に、先月、会社のストラクチャーを、持ち株会社の Tiger Aviation の傘下に Tiger 

Airways を配置する体制に変更した。 
・ Tiger は、2010 年迄に、現有×9 機のフリートを×26 機に増機して、2016 年には×

72 機編成とする。 
・ 同社は、SQ と Ryanair の創立者 Tony Ryan の家族が支配株を保有する LCC で、A320
型機の単一機種編成戦略を維持する。 

(FT.com, 10/10/2007) 
 

（14）エアー パートナー +49%増益 
エアー チャーターの世界大手 Air Partner が、世界的なプライベート アビエーションの

急成長の波に乗って、7 月に終了した昨年度決算で、大幅増益 +49%の利益 £7.6m（18.5
億円）を達成した。 収入は、+32%の £185.8m（450 億円）であった。 同社は、13
年連続の 1 株当たり 13.3p の配当の他、過去 12 年間で 5 回目の特別配当 1 株当たり 60p
を支払う。 近の金融市場の不安定化にも影響されず、継続して需要の増加が続いて

いると言う。 コーポレット ジェット機メーカーの Bombardier（加）、Cessna, Gulfstream, 
Hawker Beechcraft（以上 米）、Dassault（仏）全てが、継続した受注増加を得ていると

報告している。 Air Charter は、昨年、スエーデンとベネルックス 3 国に新たな事務所

を設立し、これで、15 ヶ国に 23 の事務所を持つ事になった。 Air Partner の収入の 60%
は法人企業、33%が政府機関、7%が富裕層の個人となっている。(FT.com, 10/11/2007) 
 
 
 

 水 運  
 
 

（１）釜山新港、アジアのハブ港として生き残れるか 
・ 韓国釜山港は、世界第 5 位のコンテナ ターミナルだ。 
・ ここでの主要ビジネスは、トランス シップメントで、全体の取扱量の 45%を占めて

いる。 ここで、国際航路の大型船と小型船間で、中国太平洋横断貨物の積み替えが

行われている。 
・ 年間取扱能力 TEU800 万個を大幅に上回る貨物が、釜山港へ集中している。 今年

の 8 月迄の取扱量は、前年比 +11.6%の TEU880 万個となっている。 
・ 韓国政府は、アジアに於ける海運ハブ港としての位置を確保する為に、釜山に新た

な、ハイテク コンテナ 港を建設した。 
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・ この新港には、Samusung が 25%、Dubai Ports World が 25%出資している。 韓国海

運大手の Hanjin と Hyundai Merchant Marine は、2008 年末迄に、ここで、各 4 バース

の運営を開始する。 DP World は、既に 6 バースを運営しており、来年、更に 3 バ

ースを追加する。 来年には、流通センターに、20 社以上のロジスティック企業が

進出して来る。 

・ 新港の問題は、船が寄港してくれない事だ。 昨年度の取扱量は TEU23.5 万個で、

目標の 80 万個を大きく下回った。 今年の目標は 60 万個に引き下げられている。 
・ Busan Port Authority は、広大なスペースと 新鋭施設の新港の将来は明るいと、楽

観的な見通しを立てている。 
・ ロンドンの Grewry Shipping Consultants は、中国への直行貨物の増加が影響を及ぼし

ている（つまり、釜山がスキップされている）と指摘している。 上海沖の島に建設

された羊山港などの積極的なコンテナ船誘致により、トランス シップメント需要が

減少している。 GSH は、新港に船を移して、幾つかの旧港の施設を閉鎖する釜山

港の計画は、その通りには進まないだろうと、予想している。 

・ しかしながら、来月から、Maersk 海運が寄港を開始し、TEU70 万個のコンテナを運

んで来るので、新港の明るい将来が開くかも知れない。 
(FT.com, 10/9/2007) 
 

（２）韓国釜山港、北朝鮮投資を検討 
Bussan Port Authority が、北朝鮮の Rajin 港開発への投資を検討している。 先週の南北

サミットが、アジアに於ける 大のトランス シップメント港建設の、この投資を促進

させるかも知れない。 Rajin 投資計画には、Haeju と平壌近くの Nampo 川ターミナル

開発計画も含まれている。 釜山港は、北京近郊の天津港とも戦略的提携構築を模索し

ている。 世界 大の貨物航空会社 KE と、世界 大の造船企業×3 社と、世界第 5 位

のコンテナ ターミナル釜山港を保有する韓国政府は、グローバルなロジスティック パ
ワーの維持と拡大に乗り出している。(FT.com, 10/9/2007) 
 

（３）欧州連合、域内貨物輸送の税関検査廃止を検討 
EU 海事委員会委員長 Joe Borg は、域内間の海上輸送貨物への税関検査を全廃する計画

を発表した。 そして、早ければ、来月末迄に法案を準備すると語った。 ローマ条約

の財の異動の自由化方針に従い、域内の貨物の異動には、既に、課税が免除されている

が、海上輸送には、国際海域の航海が必ず含まれる為に、依然として複雑な税関手続き

を余儀なくされている。 Borg は、輸送の効率化と陸路の混雑解消を促進させる目的

で、域内の海上輸送貨物を、陸路による貨物輸送と、全く同等の取扱にする事を計画し

ている。 現在、海上輸送の貨物は、全域内貨物輸送量（屯ベース）の 40%を占めてい

る。(FT.com, 10/10/2007) 
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（４）キュナード、クイーン エリザベス丸建造へ 
Cunard Line は、Queen Elizabeth 丸（92,000 屯、2,092 人乗り）をイタリアの Fincantieri
造船所に発注した。 総建造費は、$700m（810 億円）に上る。 就航は、2010 年秋と

なる。 この船は、Carnival Corp.の一部門である Cunard にとって、2 番目に大きな船。 

Cunard は、現在 Queen Victoria 丸（90,000 屯、2,000 人乗り）を Fincantieri で建造中（就

航 11 月）。 2008 年 11 月に Queen Elizabeth 2 丸の退役後も、現在就航中の Queen Mary 
2 丸と併せて、継続して 3 隻の基幹船運営を維持する事になる。 Fincantieri 造船所は、

1990 年以来×41 隻のクルーズ船を建造し、この市場のシェアー40%を獲得している。

(FT.com, 10/10/2007) (wsj.com, 10/11/2007) 

 

（５）ビクトリア クルーズが、長江クルーズに 8 隻目のクルーズ船を投入 
Victoria Cruises が、長江クルーズ用フリートに、8 隻目の Victoria Jenna 丸（209 船室、

乗員 179 人 + 船客 418 人）を加える。 Jenna 丸は、2009 年 4 月就航予定で、2009 年

に、62 回のクルーズを実施する予定。(DTW, 10/11/2007) 
 

 
 
 
 

 陸運 & ロジスティックス  
 
 

（１）アムトラック、常顧客プログラムのオンライン アワード償還開始 
常顧客プログラム Amtrak Guest Rewards の会員は、貯めたポイントのアワード償還を、

オンライン（Amtrak.com もしくは Amtrakguestrewards.com）で実施する事が出来る様に

なった。 しかし、自動車輸送列車 Auto Train が含まれる場合は、Amtrak コール セン

ターへの電話予約が必要になる。(DTW/ 10/8/2007) 
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 ホテル & リゾート  
 
 

（１）ヒルトン、トルコで 15 ホテル建設 
Hilton は、同社の Hampton エコノミー ホテルと Hilton Garden Inn 中級ホテル ブランド

を、向こう 5 年間で、トルコに 15 軒建設する為に、トルコのディベロパーAmplio と

LOU を締結した。 Hilton は、2012 年迄に、ロシア及び欧州で×65 の新ホテルを建設

する同様の契約を既に締結している。 米エクイティー ファンド Blackstone に $26bn
（3 兆円）で買収された Hilton は、（史上 大のホテル買収）、向こう 10 年間で、米国

以外で、1,000 軒の新ホテルをオープンさせる計画を有している。 2 年前に、Hilton 
Hotels Corporation は、英国の姉妹会社の Hilton International を、同社が保有していた私

設馬券業者の Ladbrokes を分社化させて、$6bn（6,630 億円）で買収していた。(FT.com, 
10/9/2007) 

 

（２）MGM ミラージュ、アトランティック シティーに $5bn リゾート建設 
MGM Mirage は、10 月 10 日、ニュージャージー州 Atlantic City に保有する 72 エーカー

の遊休地に、MGM Grand ブランドのカジノリゾートを建設する $5bn（5,750 億円）に

上るプロジェクトを発表した。 高層ホテル×3 棟（3,000 室）に加え、カジノには 5,000

台のスロットマシンと、200 台のゲーム テーブルと、大型ポーカー室が用意される他、

1,500 席の劇場が建設される。 オープンは、2012 年が予定されている。 Atlantic City
は、カジノ規制緩和を実施した Pennsylvania 等の近隣都市に賭博客を奪われており苦戦

が続いている。(wsj.com, 10/10/2007) 

Dubai World による MGM Mirage 株の株式市場に於ける買収は、当初の購入目標を大き

く割り込んだ。 これは、入札価格である 1 株×$84 が、現在の株価 $98.98（10 月 12
日）を大幅に下回った為。 ドバイ国営 Dubai World は、8 月に、MGM Mirage との間

で、MGM が開発中の LAS CityCenter（76 エーカーに豪華ホテル、コンド、ショッピン

グモールを建設する）（開業は 2009 年）の 50%を、$2,7bn（3,150 億円）で買収する事

で合意した。 この合意には、MGM Mirage の株式 1,400 万株を 1 株当たり$84（総額 
$1.2m≒1,400 億円）で購入する取り決めと、更に 1,400 万株の株式市場からの購入が含

まれていた。 Dubai World の買収表明以前の MGM Mirage の株価は、1 株 $74 してい

た。(wssj.com, 10/9/2007) 
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（３）トランプ、新ブランド トランプ ホテル コレクションを立ち上げ 
Trump Organization は、10 月 10 日、“次世代の豪華ホスピタリティー”を提供する、新

たなブランド Trump Hotel Collection を立ち上げたと発表した。 このブランドの基幹ホ

テルは、Trump International Hotel & Tower New York で、この他に Trump International Hotel 
& Tower Chicago（12 月開業）と、Trump International Hotel & Tower Las Vegas（来年初め

に開業）がこれに加わる。 これ等のホテルには、新ブランド“Spa at Trump”が用意

される。 Trump Hotel Collection は、米国各都市や、海外に多くのホテルを建設する計

画を有している。(DTW, 10/11/2007) 
 
 

情報 291 平成 19 年 10 月 15 日 31 TD 勉強会 



 
 

（４）カールソン、中国とインドに照準 
Regent と Radisson チェーンを運営する Carlson Hotels（米）が、中国とインドに、各々

30の中級ホテルを向こう 3年〜4年以内に建設する。 各ホテルの開発費は$15m〜$20m
（17 億円〜23 億円）と見積もられている。 1/3 を Carlson が資金手当てし、残りは英

国の Lotus Investment Fund が用意する。 大手国際ホテル オペレーターは、今は、中

国やインドの大都市の豪華ホテル開発に照準を当てているけれども、今後は、中級クラ

スホテルにフォーカスし始めるだろう。 Carlson の計画は、この動きの先手を打つ戦

略。(FT.com, 10/11/2007) 
 

（５）パルミラ、マカオ カジノ企業に出資 
欧州 大のプライベート エクイティー企業 Permira Adviser Ltd.（本社 LON）が、マカ

オの 6 つのカジノ ライセンスを保有している、香港の Galaxy Entertainment Group Ltd.
の株式 20%を、HK$6.5bn（975 億円）で購入した。 
Galaxyは、マカオで、世界 大の賭博場の 1つを保有する、2,500室のリゾートCotai Mega 
Resort を建設中。 
プライベート エクイティー企業が、世界の賭博産業の買収に動いている。 収入規模

で世界 大の賭博企業 Harrah’s Entertainment Inc.は、昨年、Apollo Management LP と TPG
に $17.1bn（約 2 兆円）で買収された。 Penn National Gaming Inc.は、 近、Fortress 
Investment Group LLC と Centerbridge Partners LP に買収される事に合意した。 

マカオでは、多くの大手 LAS カジノ オペレーターが、巨大プロジェクトを開発してい

る。 Wynn Resorts Ltd.と Las Vegas Sands Corp.は、マカオで、数 10 億ドル規模のリゾ

ートを開発している。 アナリストは、今年のマカオのカジノ賭博収入が $9bn（1 兆

400 億円）に達すると予想している。(wsj.com, 10/12/2007) 
 
 
 

 その他  
 
 

（１）グーグル株 $600 の大台突破 
Google 株が、10 月 8 日、初めて $600 の大台を突破した。 そして、この会社の時価

総額を $25bn（2 兆 8,800 億円）までに引き上げた。(FT.com, 10/8/2007) (nytimes.com, 
10/13/2007)  
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編集後記  
 
 

故あって、上海の友人から書類を FedEx で送ってもらった。 驚いた事に、ナント翌日

に、それも 10 数時間で、自宅に配送されて来た。 
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その書類を、自分の書類と一緒にして、米国に、これも FedEx で送付する事にした。 
FedEx に電話すると、本日中に必ず集荷に行くが、何時になるかは指定出来ないと言う。 

世田谷の自宅では、都心の丸の内と違って、集配車が少ないのだろう。 そこで、恵比

寿の Kinko’s に行って、そこで発送手続きをする事にした。 Kinko’s に書類を持ち込め

ば、集荷料金の 500 円も掛からない。 
 

10 月 11 日（木曜日）の午後 2 時に出したこの書類は、翌日の午後 11 時（日本時間）

には、NYC に届いていた。 日本から、ほぼ地球の裏側まで、僅か 33 時間で届いた事

になる。（恵比寿の発送締め切りは午後 5 時なので、この時間ギリギリに出したとする

と、所要時間は 28 時間に減少する。） 料金は、4,043 円した。 しかし、これだけの

スピードとサービスを考えれば、決してや安くはないけれども、そんなに高く無い。 
 

これは、www.kinkos.com/jp/ の貨物追跡ツールで調べて見て分かった事である。 貨物

追跡ツールが有る事は、以前から、人の話や新聞記事等で知識として知っていたが、今

回、遅まきながら、初めて自分で追跡してみて、その完璧さに驚かされた。 そして、

その配送の早さには、勿論、モット驚かされたのは言うまでもない。 
 
 
 

近、懐メロの TV 番組を見ていて、今の曲のテンポが、40 年前以上の、学生時代に比

べて如何に速くなってしまったかを痛感したけれども、そんな事と同じ様な印象を、こ

の FedEx のエクスプレス配送サービスで感じた次第である。 
 
 

世の中は、早く動き過ぎている。 平均寿命は延びているのだから、現代の人達は、情

報化時代の中で、消化し切れない程の、余りにも多くの事を見聞きし経験する事になる。 

忙しない世の中になってしまった筈だ・・・。（H.U.） 
 
 
 

参考までに、FedEx の追跡記録を次頁にコピペした。 
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ボランティアの募集 
 

TD 勉強会では、このメルマガの編集を手伝って頂けるボランティアを探していま

す。 お願いしたい仕事は、FT.com, nytimes.com, wsj.com などのビジネス日刊紙、

若しくは、Travel Weekly などの業界誌などの、旅行並びに運輸、ロジスティックス

関連ニュースの和訳（意訳）作業です。 作業のボリュームは、毎週、5 本程度の

比較的短いニュースの和訳となります。 作業量は多くはありませんが、毎週月曜

日発行の性格上、時間的な制約が有る程度伴う作業となります。 現在、TD 勉強会

は、編集人 1 人で作成していますが、この体制を強化したいというのが、このボラ

ンティア募集の趣旨です。 
行く行くは、ボランティアの方々が集まった、“TD勉強会ソーシャル ネットワーキ

ング”的なサークルを結成出来たらば素晴らしい！等と夢見ています。 このボラ

ンティアに興味が有る方は、info@e-tdb.com までご連絡ください。 

（TD 勉強会 編集人 牛場春夫） 

 
 
 
 
 
 

表紙： 

#141 標本箱Ⅱ 蝶々と蜂達 

2 色 2 版 （骨板：しなベニヤ）

額装版には虫ピンに 

LED 電飾使用 

H 230mm×W 160mm 

2001 年 2 月作 
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