
平成 18 年 12 月 10 日 
 
 
 

TD 勉強会 情報 247 
 

1. トラベルポートのワールドスパン買収 驚くに値せず 

2. 「2 回連載物」（１）ファオーカス ライト レポート 

行動ターゲティング： 消費者行動と旅行広告のマッチング 

3. 米オンライン旅行社シェアーシフト継続、第 3 四半期成長鈍化 

4. マイレッジ、航空券を貰うべきか、グッズ購入に廻すべきか 

5. エアバス派 ルフトハンザ B747-8 型機の発注、不死鳥 B747 

6. 其の他のニュース 

 
 

 
The first Boeing 747 was flown by Pan Am in 1970. 1969 年以来、1,400 機近くを 

 納入した B747 型機の受注が依然として続いている。（関連記事：ページ 15 参照） 



PhoCusWright Channel, December 8, 2006 

1. Travelport and Worldspan: A Big No Big Deal 

トラベルポートのワールドスパン買収 驚くに値せず 

 

昨日の、GDS Galileo を所有している Travelport の、14 億㌦による Worldspan 買収計画の発

表は、全く驚くべきニュースには当たらない。 少なくともフォーカスライトが 11 年間、

旅行業界のニュースを追って来た間中、GDS コンソリデーションの話が存在している。（業

界は、4つのGDS — Amadeus, Galileo/Apollo, Sabre, Worldspan — を支える事が出来るのか？

と。） そして、2003 年にプライベート エクイティー企業に買収された Worldspan は、何

時も、4 GDS の内で も小さな GDS だった。 過去 10 年間で、オンライン旅行社がゼロ

から今や米旅行売上の 50%に達しつつあり、そして、その凡そ半分がサプライヤー ダイ

レクト（GDS を経由しない）になりつつある、業界が大きく変貌している時に、4 つの GDS
が、こんなに長い間も生き続けて来た事は、正に驚愕に値する。 
 
 

ニュースは、幾ばくかのアンビバレンスでもって受け止められた。 しかし、その感情は

正しいのだろうか？ 実利サイドの話としては、この取引は、Travelport にとって、戦略的

意味は少なく、より効率性を高める話でしかない。 一度ダブリを排除すれば、2 つより

も 1 つの GDS にして運営した方が安上がりにつく。（しかし、旅行社に、彼らが使用して

いる GDS を切り替えさせるのは厄介な仕事になる。 短期的には、Travelport は、こんな

事は実施しないだろう。） そして、Galileo は、競争敵に盗られた幾らかのシェアーの挽

回をはかる事が出来るだろう。 勿論、きつくなった GDS 市場が、Galileo の顧客に対す

る交渉力を高めて呉れるだろう。 しかし、この話は、Galileo 1 社だけの話ではない。 全

ての GDS が、同等に恩恵を受ける話だ。 オンライン旅行社は、この事態を既に見通して、

流通パートナーの多角化に走っている。 嘗ては Worldspan 1 社のみに依存していた

Expedia は、今では Sabre と Amadeus の両方に接続している。 Worldspan の 初の顧客の

1 社でもある Priceline は、現在、Sabre と G2 SwitchWorks を使用している。 GDS の交渉

力強化で、販売の 27%を自社直販サイトに依存している航空会社は、当惑するかも知れな

い。 
 
 

全般的に見れば、Galileo には、1992 年に買収した Apollo も未だに完全に統合出来てない

のだから、難しい仕事が待ち構えている。 しかし、Travelport は、 GDS の現金を生み

出してくれる能力に価値を見出している。 （そして、新しい Travelport のオーナーの

Blackstone Group と Technology Crossover Ventures は、Galileo の前に Orbitz Worldwide をスピ
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ンアウトさせるかも知れない。） 
フォーカスライトのエクゼクティブ会議に於ける PCW 社長の Philip Wolf との対話で、

Travelport CEO Jeff Clark は以下の様な発言をしている。 
Wolf Galileo と Trip Advisor を交換する意思はあるのか？ 
 （Trip Advisor は、Expedia が所有する大成功を収めている旅行ポータル） 
Clark ノーチャンス 
Wolf 何故？ 
Clark 30%マージン、数千㌦の時価総額、卓越した国際成長性、プラットホームに亘る

シナジー、保有しているオンライン旅行社 Cheap Tickets とのユニークな連結、

GDS を取るに決まっているジャないか。 
 
 

そして、今や、Travelport は、Orbitz が Galileo の代りに Orbitz を使用する事を心配する必

要がなくなった。 PCW Lorraine Sileo  
 
 
 
 
PhoCusWright GDX, November 6, 2006 

2. Behavioral Targeting: Matching Travel Advertising with Consumer 
Behavior ( September 29, 2006 ) 

 

「2 回連載物」フォーカスライト レポート（１） 

行動ターゲティング： 旅行広告と消費者行動のマッチング 

 
 
Abstract 
インターネット広告が発展しているので、消費者の間接的な、或は、直接的な行動に基づ

くターゲット広告が進化している。 この記事は、行動ターゲティングの科学（science of 
targeting behavioral）と行動的ターゲティング キャンペーンを展開するかどうか迷っている

時に、旅行の会社が心しておかなければいけない主たる問題について触れる事を目的とし

ている。 
 

 行動ターゲティングの為のキラー アプリケーションには、どんなモノが有るのだろ

うか？ 
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 旅行の会社の、行動ターゲティング イニシャティブの究極的なゴールは、一体、何

であるべきなのか？ 
 旅行の会社は、どの様にして、行動ターゲティング ベンダーを評価したら良いのだ

ろうか？ 
の方法について触れる事とする。 
この記事は、また、購入意思に直結する広告を打つ為の、消費者の行動のモニターに使わ

れる、基礎的なテクノロジーを検討する。 そして、この発展している科学をリードして

いる企業と、どの様に仕事するかについて、旅行の会社にリコメンデーションを提供する。 
 

ターゲティング targeting 
企業がある目的を達成するために適切だと思われる市場や顧客グループを選択することい

う。 広告の立場からは、ターゲット・オーディエンスの選択を指す。 マーケティングの

立場では、あるブランドにとって適切な市場や顧客グループの選択を指す。 特にマーケ

ティングの場合では、これをマーケット・ターゲティング（market targeting）と呼ぶ。 こ

れに類似した言葉として、ターゲット・マーケティング（target marketing）がある。 マー

ケット・ターゲティングは、製品がすでに存在し、その製品に適切な市場を選択すること

を指すが、ターゲット・マーケティングでは、まず特定のニーズや欲求を持った市場を選

択し、その市場に合う製品を企画、開発することを指すのである。 
（http://www.weblio.jp/content/targeting、広告辞典より） 

 
 
Introduction 
 
What is Behavioral Targeting? 
幾人かは、オンライン消費者の潜在的な意図を理解する事は、至高の目標（Holy Grail）と

考えている。 広告主が、明らかな購入意思を持っている消費者達を、単にブラウジング

している人達から区別出来れば、広告は、より販売を向上する事が出来るだろう。 旅行

業界は、消費者の行動に関する、オンラインとオフライン両方のデータの宝庫を所有して

いる。 主要な旅行サプライヤーと仲介業者は、消費者セグメントを理解する為の洗練さ

れた分析手法を使用している。 この洞察を、顧客とのインタラクション（相互の影響）

戦略に適用する事が、正に行動ターゲティングそのモノなのだ。 この記事は、行動ター

ゲティングの現状と、消費者の行動をトレースする為に使われる基本的なテクノロジーと、

そして、旅行業界が、オンライン広告の効率性を向上させる為に、どうやってこの進化し

ている行動ターゲティングの実際を活用しているのかについて触れる事とする。 
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次世代を担う注目の広告手法 「行動ターゲティング (Behavioral Targeting)」 
行動ターゲティング広告とは、インターネットユーザーの行動履歴（閲覧履歴）等をデー

タベース化し、このデータ解析に基づき 適な広告を表示する手法です。 例えば、自動

車の広告への反応がよい傾向にあるユーザーグループには、グルメサイトを閲覧していて

も自動車広告を表示する、といった広告 適化が可能になります。 
検索ワードに対応した広告を自動表示する「検索連動型広告」や、ページ内の単語を解析

して広告の 適化を図る「コンテクスチュアル（文脈）ターゲティング広告」に続く新し

いターゲティング手法として、その広告効果が注目され、米国では既にその市場も拡大し

ております。 また、急拡大する日本のインターネット業界においても関心は急速に高ま

っております。（http://d.hatena.ne.jp/analogica/ ） 
 
 

Defining the Behavioral Targeting Process 
行動ターゲティングは、比較的直截的なコンセプトである。 即ち、消費者のオンライン

行動をモニターし、そして、その消費者にマッチした広告を提供する、コンセプトである。 

行動ターゲティングは、コンテクスチュアル広告（contextual advertising）とは異なる。 両

方とも、消費者が閲覧している特定のコンテントに基づいて提供される。 行動ターゲテ

ィングでは、消費者が、そのコンテントを閲覧している理由をより理解する事を試みる。 

しばしば、閲覧は、単一 Web ページ上を越えた行動に基づいているので、広告は、複数の

オンライン サイトに於ける消費者の意図を反映しなければならない。 例えば、消費者が、

オンライン新聞の旅行セクションを訪れても、それだけでは、この行動が正に旅行の購入

に結びついたモノなのかどうかは、我々は想像出来ない。 サイトに跨がる消費者行動を

追求する事によって、彼等が訪問したオンライン サイト（複数）のタイプに基づいた旅行

購入意図を探り出して、広告を打つ事が出来るのだ。 コンテクスチャル広告は、時事的

な題材（material）に沿って出稿されているが、行動ターゲティングは、潜在的には無関係

なサイトにも拘らず消費者が関連する興味を持っているサイトにまで、広告を打つ事を可

能にする。 
 

行動ターゲティングは、消費者のコンバートに関して、コンテクスチャルよりも良い結果

を生み出していると言う 近の調査が存在する。 多分、それは、予想もしていないサイ

トに興味深い情報を掲載する一種の驚きを、この行動ターゲティングが提供するからだろ

う。 行動ターゲティングでは、同一サイトを訪れた 2 人の違った消費者が、異なった広

告を見る事を可能にする。 
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行動ターゲティングには、2 つのタイプが存在する： 
 

（１） 張されたコンテント ターゲティング（extended content targeting）は、セグメント化

したグループが並べる興味にフォーカスする。 そして、マーケターに、セグメン

トにマッチするメッセージによって、そのグループに属する消費者をターゲットす

る事を可能にする。 
 

（２） 購入意思（purchase intention）は、その名の通り、正に購入プロセスの段階に在る消

費者だけを分離する事を試みる。 幾人かにとっては、これは“独裁者”（Big 
Brothers）的と同じ様に聞こえるかも知れない。 

 

浮かんで来る疑問の中には、次が含まれる。 
・ 行動ターゲティングは、消費者のプライバシーを侵害しないのか？ 
・ スパイウエアーと行動ターゲティングでは、何処が違うのか？ 
・ どのセットの消費者に対して、どんな広告を掲載するかのコントロールを、広告主はど

の程度持てるのか？ 
・ 発展しているトラベル 2.0 のユーザーが作るコンテントの世界に、行動広告は、どうや

って適合出来るのか？ 
・ 発展するユーザーが作り出すトラベル 2.0 サイトは、行動ターゲティングを改善出来るの

か？ 

 

 

Size of the Market 

何人の広告主が行動ターゲティングを使用しているかの推定はいろいろ存在するが、保守

的な推定は、8%のレンジに入る。 Revenue Science によると、行動ターゲティングを専門

としている企業は、このカテゴリーに分類される全ての広告の 13%を構成している。 そ

して、これは、2006 年末までには、オンライン広告市場の +20%を占めるまでに成長する

と予測されている。 これ等の数値は、行動ターゲティングが、未だオンライン広告の発

展段階の戦略である事を示している。 
 
 

Impact on Advertising Strategies 
行動ターゲティングが、幾つかの市場で勢力を得ている一方で、どの行動にターゲットし、

そして、何時その広告を出稿させるかを決定するのは、広告主にとってチャレンジである。 

旅行の広告主が、直ぐさまにでも購入する意思を持った消費者を特定したいのは当然だ。 
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それに加えて、行動ターゲティングは、異なったサイトに於いて、ショップ或は購入され

た旅行素材のデータの把握によって、オンライン旅行者のゴールのより総合的な観察を提

供する。 行動ターゲティングは、旅行マーケターが異なった旅行者に対してピンポイン

トの広告を打てる様に、特定の消費者セグメントについても特定するだろう。 
 

旅行広告主は、彼等の広告がスパイウエアーの一部に組み込まれない様にするために、こ

の行動ターゲティング科学に対する注意深いアプローチが必要である。 だけれども、幾

人かの旅行マーケター達は、このスパイウエアーの活動に意図的に参加している様に見え

る。 オンライン旅行者は、インターネットに熟練しているだけで無く、コンピューター

をフリーズさせてしまう悪意あるポップアップに対しても寛容では無い。 スパイウエア

ーの詳細に付いては後述する。 
 

スパイウエアー 

スパイウエアーとは、他人のコンピューターに入り込んで、そのユーザーの個人情報を潜

入調査し、その結果を第三者に転送するプログラムの事を指す。 スパイウエアーが収集

する情報の一例を挙げると、Webサイト訪問履歴、表示したバナー広告、メールアドレス、

自宅や勤務先氏名、名称、住所、電話番号、システム情報等で、スパイウエアーを削除し

ない限り、こうした情報はいつまでもインターネット経由で外部に流出し続ける事になる。 

言ってみれば、電話盗聴器のパソコンバージョンと言ったところだ。 こう説明すると、

「スパイウエアーは悪者！」と言う事になるが、実は、本来スパイウエアーは、ユーザー

の利便性向上のために考え出された仕組みの筈であった。 つまり、ユーザーが自らスパ

イウエアーを受け入れることで、Webサイトから、自分の趣味嗜好に合った情報を厳選して

配信してもらったり、適切なユーザーサポートを受けたりする事ができるようになる筈だ

った（勿論、健全なスパイウエアーは、今でも多数存在する）。 ところが 近、このスパ

イウエアーの仕組みを悪用する輩が急増し、ユーザーの同意も得ずに、若しくはユーザー

が気づかない内に同意してしまうような形でスパイウエアーを勝手にパソコンに送り込む

様になってしまったのである。 

（www.keyman.or.jp/3w/prd/70/30000770/?vos=nkeyadww10000546 ） 

 
 

Behavioral Targeting and travel 2.0 
ユーザーが作り出すコンテントの成長により、多くのエクスパート達は、行動広告が、広

告主が消費者にリーチする際の重要な役割を果たしていると考えている。 旅行ブログ等

の様なトラベル 2.0 に於けるコンテントはダイナミックで、従って、特定日に基づいた広

告出稿は効率的では無いかも知れない。 これ等のサイトに於ける行動セグメントを理解

し、そして、それ等のサイトをベースにしたターゲティング広告を打つ事は、発展しつつ
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あるトラベル 2.0 の世界に於ける広告出稿に対する鍵を握っている。 多くの新しい旅行

トラベル 2.0 サイトは、主たる収入源としての広告に大きく依存していると同時に、彼等

自身の特性として、ユーザーが作り出すコンテントにも依存している。 これ等の 2 つの

ポジションの並列は、各種の伝統（豪華さ、家族、冒険など）によってと、より行動的な

セグメンテーション（サイトの中での評判によるランキング付け、購入行為の即時性、特

定サイトに対する態度）とによって、彼等の参加者をセグメントする為に、トラベル 2.0
サイトを動かすだろう。 ■ 

 
 
CGM シージーエム Consumer Generated Media 
インターネットなどを活用して、消費者が内容を生成して行くメディア。 個人の情報発

信をデータベース化、メディア化したWebサイトで、Web 2.0的なモノの一つとされる。 商

品・サービスに関する情報を交換するモノから、単に日常の出来事をつづったモノまでさ

まざまなものがあり、クチコミ サイト、Q&Aコミュニティ、ソーシャル ネットワーキン

グサービス（SNS）、ブログ、COI（Community Of Interest）サイト等がこれに当たる。  
従来、インターネットメディアは、雑誌や書籍などと同様に、プロの書き手と編集者が内

容を構成していく出版社型の事業モデルが多かったが、CGMでは、一般の消費者が直接情

報を投稿し掲載される。 これにより実体験や生の声が、リアルタイムにかつ膨大に提供・

集積されるようになった。 メーカーやマスメディアでは想定し得ない特殊な事例や、利

害関係に束縛されない自由な意見が情報として集積されるため、消費者にとっては重要な

サポート環境であり、メーカーにとっては商品の良し悪しが、そのまま商品の人気に直結

する場となっている。 
例としては、「価格コム」「＠コスメ」等のクチコミサイト、「はてな」「OKweb」「教えて！

goo」等のQ&Aコミュニティ、「mixi」「GREE」と言ったソーシャルネットワーキングサー

ビス、「ココログ」「ライブドアブログ」を始めとする多くのブログサービス、「関心空間」

「ベネッセウィメンズパーク」「みんなの就職活動日記」等の様な共通の趣味や関心につい

てまとめられたCOIサイト等がある。（http://e-words.jp/w/CGM.html ） 
 
 

（ — 次週に続く — ） 
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PhoCusWright TRAVstats, November 30, 2006 

3. U.S. Online Travel Agencies Share Continues to Shift, 3Q06 Growth 
Slips 

米オンライン旅行社シェアーシフト継続、第 3 四半期成長鈍化 

 

米オンライン旅行社 7 社の第 3 四半期のグロス販売額の成長率（ +13%）が、前年同期

（ +31%）に比べて大幅に減少した。 昨年度の第 3 四半期の増率には、各社の欧州に於

ける買収による大きな成長が含まれている。 1月から9月までの販売額では、今年度の 成
長率 +26%は、昨年度同期間の +36%に近接する。 
 

各社の第 3 四半期実績の特徴を記すと、以下の通りとなる。 
 

Expedia 
米国内販売の成長が殆ど止まってしまっている。（第 3 四半期 +2%） 今年 9 ヶ月間でも、

+7%と低迷している。 欧州に於ける販売も、ツアオペのオンライン販売進出による巻き

返しに直面し、苦戦している。 日本とインドに於ける 近の展開が、今後の成長力の起

爆剤となる事が期待されている。 
 

Travelocity 
第 3 四半期の増率が +18%と、前年同期の +76%から大幅に低下した。 昨年 7 月の

lastminute.com（英）買収の影響が、この増率に反映されている。 この影響を除去する為

に、オーガニックな成長率で見てみると、前期の増率 +42%から、今期の +20%に、成長

率は半減したに止まっている。 米国内販売は、+13%と伸び悩みが見られている。（前年

同期は +22%） 力を入れているオンライン パッケジング販売が、前期から継続して期待

通りに売れていない。 これが成長スピードを鈍らせている。 マーチャント エアーの欠

落が、パッケージのスランプの元凶。 
 

Travelport 
平均成長率（+18%）を上回る +26%の成長を達成した。 そして、オンライン旅行社市場

のシェアーを 22%から 24%に拡大した。 この力強い成長を達成したのが米国内販売の

拡大。（Travelport は、国内販売拡大の為に、マーケティング支出を大幅に増加している。） 

2005 年 2 月に買収した ebookers（英）の次世代新プラットホームへの統合が、2007 年上半

期に完成されれば、（3 ヶ月遅れている）海外販売の成長拡大が開始されるだろう。 なお、

Travelport は、今年夏に Cendant から Blackstone Group に売却されている。 
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Priceline 
欧州の、Active Hotels（2005 年 2 月）と Booking B.V.（2005 年 4 月）の買収により、海外

ホテル販売を大きく増加させて、シェアーを 7%から 9%に拡大させた。 米国内販売も、

第 3 四半期 +14%（前期 +5%）、9 ヶ月間 +13%（前期 +10%）と回復して来ている。 2005
年から 2006 年にかけての、オペーク販売からリテール モデルへの変更が、功を奏してい

る様に伺える。 
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nytimes.com, 12/5/2006 

4. Fly (or Not) and Buy 

マイレッジ、航空券を貰うべきか、グッズ購入に廻すべきか 

 
アメリカ人のオンライン購入がますます増加している。 この動きに対応して、航空会社

やホテルが運営するオンライン商店街（online mall）が、 近４年間で、急増している。 AA
のサイトは、200 店以上のリテーラーと提携して、Citi AAdvantage MasterCard を利用した

Circuit City や Target の如くの商店に於ける買い物に AA のマイレッジを付けている。 特

にホリデー シーズンの買い物には、ダブルマイル プレゼント等のキャンペーンを張って

いる。 Jupiter Research の調査によると、米国に於けるホリデー シーズンのオンライン販

売は、前年を +18%上回る 320 億㌦（3 兆 7,800 億円）に達し、全ホリデー シーズン売上

の 7%を構成している。 Forrester Research の旅行アナリスト Henry Harteveldt は、「航空会

社は、採算性向上戦略の重要な施策の一つとして、周辺収入の増加に努力している」、「彼

等のオンライン商店街の運営は、この一環」と語っている。 
 

 

Lori Okimura says 90 percent of her shopping was done by the morning after Thanksgiving after she 

visited the online mall run by American Airlines’ frequent-flier program. 
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航空会社では AA, UA, DL, CO, NW やその他が、ホテルでは Marriott International, Carlson, 
InterContinental Hotels Group が、自社 Web サイトとロイヤルティー プログラム経由でオン

ライン商店街を運営している。 このプログラムに参加した顧客が、航空会社やホテルの

Web サイトがリンクを張っている商店に直接飛んで、そこで買いたい商品をオンライン購

入すると、航空会社若しくはホテルのマイレッジ（ポイント）が貰える仕組みが採用され

ている。 商店は、航空会社若しくはホテルに、顧客が獲得したマイルやポイントの料金

を支払う。 そして、顧客は、貯めたマイルやポイントを利用して、無料航空券や無料ホ

テル ステーのアワードを獲得する事が出来る。 
 

顧客が注意を要するのは、 近の航空会社の無料航空券の価値が低下している事だ。 国

内線供給の減少と、航空運賃の値上げにより、アワード券用の座席予約が極めて取り辛く

なっている。 マイレッジのコンサルタントは、「アワードは、座席が取り辛い航空会社よ

りも、ホテルに使った方が賢明だ」とさえ言っている。 DL, UA, Hilton, Starwood, 
InterContinental 等は、アワードを、商品購入に当てても良い様にしている。 しかし、こ

こでも注意が必要だ。 航空券の場合は、マイル当り 1.5 ｾﾝﾄの価値があるのに対して、商

品購入にマイルを使用する場合は、0.5 セントにしかならない。 
 

似た様な話？ が、空港の実際の商店街で起きている。 DFW 空港の免税店は、国内旅客

に免税価格で商品を販売している。 税金分は、店が負担しているのだ。 Indianapolis と
Minneapolis 空港は、モトローラ携帯電話から Neutrogena や Proactive スキンケアーの商品

を自動キオスク販売機で、魅力ある価格でもって売っている。 

多くの北米空港に店を出しているParadise Shopの場合は、ウルトラCだ。 販売した本を、

6 ヶ月以内で、レシートが有れば、何処の Paradise でも、半額で買い戻す商法を編み出し

ている。 
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航空会社の FFP については、「アワード航空券が使い辛くなってしまっている」、と言う旅

客からのクレームが増加している。 米運輸省は、 近の航空会社の旅客サービス調査で、

航空会社は以下の点で改善が必要と警告している。 
（１） 空港に於ける障害旅客の取扱の教育が不十分。 
（２） 旅客をオフロードする際に適用される規則が遵守されていない。 そして、その補

償のレベルが不十分。 
（３） 便の運航状況に関するアップデートな情報が、適切に旅客に伝えられていない。 
（４） FFP に関する情報開示が不十分。 
 

このサービス調査は、7 年前の 1999 年に、便の遅延が大きな問題となった際、航空会社が

約束した“Customer Service Commitment”が守られているかどうか？ を調査する事を目的

としている。 運輸省のインスペクターは、17 空港に於ける 15 の航空会社の旅客サービ

スを調査した。 インスペクターは、航空会社のサービスを改善させる為には、罰則規定

を有した強制力のある規則導入が必要だと提言している。 
 

FFP に関しては、航空会社は、未使用マイルに伴う推定コスト（貸借対照上の“借方”に

記載）と、アワード航空券の使用状況を旅客マイル比若しくは旅客数比で開示しているの

みに止まっている。 調査は、通常マイル（25,000 マイルで 1 国内線フリー）に基づくア

ワード航空券が利用出来なかった記録についても、開示が必要だと指摘している。 でな

ければ、顧客は、FFP プログラムの航空会社間の横断的な比較が出来ないと指摘している。 

FFP に関する情報開示規則を作らなければ、駄目なのかも知れない。 ■ 

 

（このレポートは、nytimes.comと、12月5日付けwsj.com “Making Use of Frequent-Flyer Miles 
Gets Harder” の 2 つの記事を編集している。） 
 
 
 
wsj.com, 12/6/2006 

5. Boeing May Get Lift From Lufthansa 

 エアバス派 ルフトハンザ B747-8 型機の発注、 不死鳥 B747 

 

エアバスの大得意先の LH 航空が、B747-8 型機×20 機（ +オプション×20 機）を発注し

た。 20 機の発注総額は、カタログ価格ベースで 50 億㌦（5,900 億円）以上となる。 
この発注は、エアバスのスーパージャンボ A380 型機の納機遅延が大きく影響していると

言われている。 B747-8 型初号機の導入は、A380 型機 1 号機の導入の 1 年後の、2010 年
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が予定されている。 A380 型機は、2 年間も納機が遅延した上に、開発費が当初の 120 億

㌦（1 兆 4,00 億円）の +30%増しとなってしまっている。 LH は、A380 型機（550 席）

と今回の B747-8 型機（467 席）は、ケーパビリティーが異なる全く別個の機材発注だと、

この報道を強く否定している。（LH は、A380 型機×15 機を発注している。） 
 

B747-8 型機は、1 年前に、ルクセンブルグの Carolux と、日本貨物航空の需要をベースに

して、貨物専用機として開発され、現在まで 40 機の貨物機の受注を受け付けている。 し

かし、同型の旅客機モデルは、A380 型機が開発された事もあって、商業民間機としては、

未だ 1 機も受注に成功していなかった。（貨物専用機が新型機開発のベースにされるのは、

商業機では極めて異例。） 
 

 
 

 

しかし、ここに来て、俄に、この機種の旅客モデルに対する注目が集まっている。 LH
の 20 機を含めると、現在の受注数は 73 機に及ぶと言う。（民間商業機以外＝即ち中東王族

機？を含む。） 中東の Ethihad と Emirates が、同型機の購入を検討している。 古い B747
型機を多く所有しているBA, CX, UA等も、この機材の導入を検討している。 BAなどは、

A380 型機は大き過ぎると言っている。 B747-8 型機は、既存の B747-400 型機を +19 フ

ィート（5m80cm）延長し、座席数を+51 席増加して 467 席にした機材。 エンジンは、B787
型機用に開発された燃料消費性能の良い GE エンジンが装備されている。 
 

1969 年に就航した B747 型機が、息を吹き返している。 ボーイングは、今までに、1,379
機をデリバリーし、しかも未だ 91 機の受注残を抱えている。 凡そ 1,000 機が現在就航中

で、内 481 機が貨物専用機だ。 サイクリックな旅客需要が減少した時点で、旅客機の貨
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物専用機への転換改修が行われた為に、貨物機の機数が増加している。 誰が B747 型機

の復活を想像しただろうか？ 確実に、嘗て A380 型機が開発開始した時点で B747 型機に

与えたと同様の動揺を、A380 型機に対して与えている。 ■ 
 

 

 

 

 

The coach lounge of an American Airlines 747 was large enough for a singalong around a compact 

Wurlitzer organ. 

 

 

（このレポートは、wsj.com, 12/6/2006、FT.com 12/6/2006、nytimes.com, 12/7/2006 の記事を

纏めて編集してある。） 
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6. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）アマデウスとノースウエスト航空、5 年間コンテント契約締結 
Amadeus と NW 航空は、数ヶ月前迄は航空会社のサーチャージ導入に関して、裁判所で衝

突していたが、一転して、米国のサブスクライバーの為のコンテント契約（5 年契約）を

締結した。 これで、旅行社は、継続して、公表されている NW と KLM のインベントリ

ーへのアクセスが、サーチャージ無しで可能となった。 NW と KLM は、この契約締結

の結果、間もなく立ち上げられる Amadeus のコンテント アクセス プログラムへ参加する。 

Amadeus は、CO, DL, NW, AA と契約を締結し、旅行社にセグメント当たり$3.50 を支払わ

せずに、フルコンテントへのアクセスを保証する。(DTW, 11/3-/2006) 
 

（２）アマデウス、1月 1 日よりコンテント プログラム導入 
Amadeus が、長らく待たれていた米旅行社向けのコンテント アクセス プログラム

Amadeus Content Plusを、来年の1月1日から導入する。 このプログラムへは、America West, 
DL, NW, UA, USが参加する。（America Wet, US, NWは 5年間契約を締結したが、UAと DL
は、参加に同意しているものの、未だ長期契約を締結していない。） AAと COは、現在

Amadeusと、長期契約締結の為の交渉中。  Amadeusのサブスクライバー旅行社は、自動

的にこのプログラムへ参加する事となるが、12 月 31 日までは、オプトアウトのオプショ

ンを有している。 オプトアウトすると、セグメント当たり $3.50のエアライン サーチャ

ージの支払いを余儀なくされる。 プログラム参加旅行社には、フルコンテントが提供さ

れるが、セグメント当たり $0.80 のコンテント アクセス フィー（或いはイオンセンティ

ブの減少）が課される事になる。(DTW, 12/7/2006) 

 
（３）レジスタード トラベラー プログラム展開空港増 
12 月 19 日から、JFK の 7 番ターミナルで、BA 利用旅客

を対象としたRegistered Travelerプログラムが開始される。 

サービス提供社は、2005 年 7 月からフロリダ Orlando 空港

で試験を開始している Verified  Identity Pass 社で、同社は、

運輸保安局（TSA）の許可が下り次第、 Indianapolis, 
Cincinnati, San Jose を含む 12〜20 空港への Registered 
Traveler プログラムの展開を計画している。 VIP 社は、

TSA によるバックグランド チェックを済ませた旅客に、

Clear パスカード（個人情報と、虹彩や指紋のバイオメト
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リックス情報を格納）を販売（年会費$99.95）する。 
VIP 社の他に、Unisys Corporation がサービス プロバイダーに手を挙げており、Reno/Tahoe 
International Airport でのオペレーションを計画している。 航空業界の一部には、Registered 
Traveler に批判的な人達が多い。 彼等は、TSA のスローなアクションに嫌気し、このプ

ログラムは、旅客に提供するバリューが少ないと批判している。 また、テロリストが誰

かに成り済まして、このプログラムを悪用しかねないと言っている。（航空会社は、自社プ

レミアム旅客用エクスプレス レーンの価値が、減少してしまう事を怖れているのかも知れ

ない。） セキュリティー チェック ポイントに於ける、旅客の一番の関心は、苦痛の順番

に、①靴の着脱、②ラップトップの開示、③コートのチェックとなっている。 VIP 社は、

GE Security と共同で、爆発物検査テクノロジーを利用した靴を検査する機器を開発し、既

に空港に配備している。 しかし、TSA は、未だ、この機器を承認していない。 同社は、

ラップトップやコートを自動的にチェックするシステムも、来年には開発されると期待し

ている。(nytimes.com, 12/5/2006) 
 

（４）GDSs が、オンライン コミッション追跡システム導入 
Amadeus と Sabre は、Worldwide Payment System（Seville, スペイン）が開発するコミッシ

ョン支払追跡システムを、来年の半ばから採用する。 このシステム Worldwide Commission 
Manager を利用すると、旅行社は、ホテルの未払いコミッションの効率的な追跡が可能に

なる。 GDS が作り出す毎月のレポートを利用して、GDS で予約したホテルのコミッシ

ョンをトレースする。 実際のコミッションの徴収は行わない。(DTW, 12/1/2006) 
 

（５）カヤック、英国で 新ウエッブ サイト立ち上げ 
Kayakが、欧州で 初のサイトwww.kayak.com.uk β版を立ち上げた。 このβ版サイトは、

航空便検索だけに限定されているが、Kayakは、来年の夏までには、ホテルとレンタカー

を含めた完成サイトを立ち上げる予定。 Kayakは、既に英国に進出している米検索エン

ジンとディール編集者であるSideStepとTravelzooの仲間入りする。 米国に於けるKayak同
様、英国支店は、トランザクション手数料と、消費者を提携サイトに接続させた場合に入

る広告収入を稼ぐ事になる。 Kayak.com.ukには、航空会社ではBA, AF, bmi, easyJet, Ryanair, 
Air Berlinが、オンライン旅行社ではTravelportのebookersとwegoloがインベントリーを提供

する。 また、英国Kayakは、米国のFarecastやFarecompareの如く、運賃のヒストリーを表

示するBest Fare History, Best Fare Trend Graph, Kayak Buzzの 3 つプロダクトを 12 月 14 日か

ら利用可能にする。 この内、Kayak Buzzは、如何なる空港、あるいは、都市からの も

人気ある 25 目的地の 低運賃を提示する。 そして、このサイトは、ユーザーが発信する

アドバイスや意見についても掲載する。 同社は、2007 年第 2 四半期には、フランスとド

イツに於いても、同様のサイトを立ち上げる予定。(DTW, 12/4/2006) 

Kayak は、既に選択した旅程を維持したままで、代替オプションを検索する“Pins”と呼
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ばれるプロダクトを開発した。 全ての検索結果画面で表示される“押しピン”アイコン

をクリックすると、検索した結果を維持したままで、次の代替オプションの検索を実行出

来る仕組み。 この“Pins”は、一度検索した旅程を書き留めておく手間を無くしてくれ

る。(Travel Wire, 12/4/2006) 
 

（６） 英国メディア企業、オーエージーを買収 
United Business Media（LON）が、航空会社のスケジュールとその他の航空プロダクトを編

集している OAG Holdings Ltd.を、$4.9m（5.8 億円）で買収する。 買収企業の子会社

Commonwealth Business Media（New Jersey）の Back Aviation データベースと、OAG のポー

トフォリオを結合させる計画を有している。 OAG は、2006 年に、$47.4m（55 億円）の

収入を計上している。(DTW, 12/6/2006) 
 

（７）トラベルポート、ワールドスパンを 14 億㌦で買収 
Travelportが、Worldspan（ATL）を 14億㌦（1,650億円）で買収する。 Travelportは、Galileo, 
Orbitz, Gullivers Travel Associates（旅行コンテント ホールセラー）等 20のブランドを運営

する、Blackstone（NYC）に所有されている非上場企業。 Worldspanは、Travelportの弱点

であるオンライン旅行ビジネスのプレゼンスを補強し、OrbitzにGDSサービスを提供する。 

Travelportは、Worldspanに世界市場へのリーチを提供する。 Worldspanは、世界市場で

低のシェアーしか保有出来ていない。 Galileoと Apolloのビジネスの 2/3は、米国以外の

市場から生まれている。 両者が合併すると、世界シェアーで 40%、米国市場シェアーで

50%を席巻する事になり、現在世界シェアーNo.1の Amadeus（31%）と、米国シェアーNo.1
の Sabre（41%）を抜き去る事になる。 Travelport の幹部は、サプライヤーの自社直販サ

イトの拡大と、GDS代替（GNE）の出現で、GDSの経営環境は大きく変化しており、変革

が必要とされているので、この合併は、大西洋両岸の競争法審査をパスするだろう、と語

っている。(DTW, 12/7/2006) 

 
（８）バージン ギャラクティック、宇宙旅行販売代理店 45 店を公認 
Virgin Galactic 社は、同社の宇宙旅行を販売する Virtuoso 加盟北米販売代理店 45 店を公認

した。 Virgin Galacticは、今年 8月に、宇宙旅行総販売代理店に Virtuosoを指名していた。 

応募120店の中から、冒険スピリッツと企業家精神に富んだ旅行社45店が選抜された。 彼

等は、来年の 3 月から、Virgin Galactic の宇宙旅行の販売を開始する。 実際の宇宙飛行

（suborbital）は、2008年後半より開始される予定。(DTW, 12/8/2006) 
 

（9）ティユーイ（独）、4,000 人レイオフか？ 
欧州 大の旅行とツーリズム グループ Tui（独）が、仏・英・独の▲4,000人のレイオフを

検討していると、ドイツの日刊紙 Sueddeusche Zeitung が報じている。 Tui は、全くの憶
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測記事であると言って、この報道を否定している。 
Tuiの7月〜9月の四半期利益は、海運部門の不振により、

299.4m ﾕｰﾛ（450 億円）に半減している。 Sueddeusche 
Zeitungは、Tuiのリストラ コストが、同社の 2006年と

2007年の年度決算を赤字にさせる、と言うアナリストの

分析を引用している。 Tui は、株主から、海運とツー

リズム部門をスピン アウトさせ、これ等の事業のバリ

ュエーションを高めるべきだと迫られている。 同社は、

2003年以来、既に▲6,000人をレイオフしている。(channelnewsasia.com, 12/8/2006) 
 

（10）ファーストチョイス（英）、2006 年度決算▲13%減益（税引き前利益） 
First Choice（英）は、10月末で終了した 2006年度決算で、前期比▲13%減益の税引き前利

益 +97.5m ﾎﾟﾝﾄﾞ（215 億円）を計上した。 この決算には、goodwill impairment charge と

acquisition costが含まれており、実質的な利益は、予想されたモノ以上のレベルが達成され

ている。 First Choiceは、コモディティー化が進んでいるツアー オペレーティング部門の

Mainstreamパッケージ ツアーを、500m ﾎﾟﾝﾄ （゙1,100億円）で売却する事を検討している。 

より高いマージンが稼げるスペシャリストとアクティビティー ホリデーに特化する事を

検討している。 First Choice のホリデー部門は、長距離ホリデー需要が好調であったが、

世界サッカー大会の為の夏の旅行の出遅れ、夏場の猛暑、8 月のロンドン テロ爆破計画、

等が影響して、▲7%減益して、+53.7m ﾎﾟﾝﾄ（118億円）の部門営業利益に止まった。(FT.com, 
12/7/2006) 

 
 
 

空 運  
 

（１）何故アリタリア航空は浮かび上がれない 
49.9%（時価 13.3 億ﾕｰﾛ≒2,000 億円）を保有する伊政府は、AZ 航空の保有株を、少なくと

も 30.1%放出する事を検討している。 しかし、経年機の多い、そして組合問題が解決し

ていない AZ 航空が、政府の干渉から解き放たれたならば、浮上する事が出来るのだろう

か？ 伊政府は、放出先を、イタリア法人格を有する企業に限定したい意向で、株式売却

の条件として、①現在の雇用レベルの維持、②路線便数の維持、③ミラノの 2 空港（MXP
と LIN）併用、④翼のイタリア国旗の維持を上げている。 当初、政府は、外国他社の“白

馬の騎士”の登場を期待したが、何処の企業とも、提携先の AF/KLM を含めて、話が具体

化していない。 実は、外国他社は、“駄目な AZ”の継続を願っている。 儲かるイタリ

ア市場に於ける“駄目な AZ”の存在は、彼等に対して、この上ない競争環境に於ける好
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条件を作り出している。 LH は、子会社の Swiss International と、イタリアの提携先の Air 
One SpA と Air Dolomiti で、AZ 以上のイタリア市場発着便を運営している。 Ryanair（ア

イルランド）や easyJet（英）は。インタリアの国内線と欧州域内国際線の両方で、稼ぎま

くっている。 イタリア銀行 Sanpaolo IMI SpA と Banca Intesa SpA の両行が、政府放出株

の買収の協議を開始した。(wsj.com, 12/4/2006) 
 

（２）社用ジェットの安全性向上 
 

重役達は、何よりも社用ジェットを愛している。 まるで麻

薬中毒患者の如く、社用ジェットに嵌まってしまっている。 

セキュリティーの観点や、タイトなスケジュールをこなすの

に、社用ジェット機利用は不可欠だと主張している。 株主

達は、ステータス シンボルの道具にすぎず、コーポレット 
ジェット機の保有（利用）は贅沢過ぎると批判的だ。 しか

し、コーポレット ジェット機の安全性だけは、この 20 年間

で大幅に改善されている。 しかし、飛行時間だけで見てみ

ると、商業航空機の安全レベルまでには到達していない。

(nytimes.com, 12/3/2006) 

 
 

 
（３）米運輸省、米航空会社に対する外資規制緩和を断念 
米運輸省は、連邦議会の反対が強いため、12 月 5 日に発表を予定していた、米航空会社に

対する外資規制緩和策（規則本体の変更を回避して、運用条件の緩和を促進）の修正案の

作成を断念した。 これで、昨年 11 月に暫定合意した欧州連合と米国間の大西洋ルートに

於けるオープン スカイ協定成立の見込みが、来月開催される欧州連合と米国の協議で、ど

ちらかが譲歩しない限り、難しくなって来た。（欧州側は、外資規制緩和が伴わないオープ

ンスカイには、先ず合意しないだろう。） また、これで、昨年 12 月 8 日に免許申請した

Virgin America 社（SFO）の営業開始も、更に遅れる事になるだろう。 同社は、既に 2 社

のエクイティー企業等より$177m の資金を集め、エアバス一本通路機×33 機の内、9 機を

既に受領済みで、これ等の機材の転用先を探さざるを得なくされている。 Virgin Atlantic
（英）は、この会社の 25%以下しか資本を保有しないが、米国は、Richard Branson が経営

権を陰で握る（即ち、実効的支配が米市民以外の手に委ねられてしまう）と予想している。

(FT.com, 12/5/2006) 

オープンスカイ協定が成立しない場合のインパクトは、短期的には、大きなモノとはなら

ないだろう。 ロンドン LHR 空港のスロットは満杯で、殆どの新規参入者の乗入れを排除
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している。 しかし、CO や DL は、LHR 以外の英国地点への供給を増加させている。 欧

州のライバル社達は、米国内地点への便数を増やしている。 欧州の航空会社は、Virgin
の Richard Branson の例外を除いて、熾烈な競争が展開している米国内線への進出を欲して

いない。 また、US 航空への BA の投資も、その戦略的価値が余り認められていない。 

KIM は、アライアンスを強化する一方で、NW に対する投資を引き上げるかも知れないと

言われている。 

安全性やセキュリティーの分野に於ける大西洋両岸間の継続している協力や、航空の貨客

運賃に関する 近の反競争法共同審査が、唯一クローズな世界となって取り残されている

市場アクセスの自由化を促進させる筈だった。 オープンスカイ協定を成立させて、安産

性／セキュリティー／コーポレーション ポリシー、そして、多分、投資とオーナーシップ

の問題を、より整合する Open Aviation Area（OAA）を創出する為の、次のセカンド ラン

ドの協議に両岸は向かう筈だった。 両岸の政府と航空会社は、業界を律している 1944
年シカゴ条約を新しいルールに変更し、航空を、金融・通信などのグローバルのその他の

産業と同じ基盤に立たせる事に 20 年間も努力し続けている。（シカゴ条約は、新路線開設

に対して、自国民による所有と支配された航空会社をベースとした、政府間の交渉を必要

とさせている。） 

オープンスカイ協定成立に失敗するとなると、欧州連合委員会は、欧州裁判所が欧州連合

法違反と裁定した、加盟国と米国間の既存の二国間航空協定に対する法的手続きを、再開

させなければならなくなる。 そして、欧州航空会社の米国企業との間で締結されている

アライアンスに対する反競争法適用免除（イミュにティー）が、終焉を迎えざるを得なく

なるだろう、と Association of European Airlines の David Henderson が言っている。(FT.com, 
12/6/2006) 

 

（４）ジェットブルー、エンブレアーE-190 型機導入を遅らせる 
 

jetBlue が、ブラジル製の Ebraer-190 型機（写真：右）の導

入を遅らせる決定を行った。 2016 年までの総発注機数 
201 機（オプション機を含む）は変更せず、2006 年〜2010
年にかけての導入ペースのピークを、2011 年以降に遅らせ

る。 同社は、2007 年の供給座席数の伸び率を、+18%〜

+20%から  +14%〜+17%に低下させている。(wsj.com, 
12/4/2006) 

 

（５）カンタス航空買収団のプロポーザルの概要判明 
QF 航空の買収を希望している、Macquarie と Texas Pacific Group の A$85bn（7,750 億円）

買収プロポーザルの概要が、次第に明らかになって来た。 これによると、買収資本の構
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成は以下の通りとなる。 単独 1 社の株式保有が 15%を超過する場合は、豪州の外資規制

審査委員会の審査の対象とされる為、各社の資本比率は15%以下に押さえられている。 こ

の他、オーストラリアの外資規制（49.9%以下、単一では 25%以下）についても、巧妙に、

規制以内に収まる様にアレンジされている。 
Macquarie   15% 

Allco Finance  14.9% 豪インフラストラクチャー ファンド 
Pacific Equity Partners 5% 
QF Management  1% 

豪年金ファンド投資家達 30% 
Texas Pacific Group  14.9% （25%取得を希望） 
Onex Corp   14.9% カナダ プライベート エクイティー ファンド 
(FT.com, 12/4/2006) 
 

（６）エアバス、A350-XWB 型機開発資金、当面は自己資金から捻出 
エアバスは、新たに開発する A350-XWB 型機の開発費 100 億ﾕｰﾛ（1 兆 5,000 億円）につい

て、当初は、自己資金から捻出する。 エアバスを支援している欧州４ヶ国（仏・独・英・

西）は、借入金に対する政府補償の用意が有ると言っている。 しかし、開発資金需要が

ピークを迎えるのは、2010 年以降となる為、エアバスは、敢えて具体的な資金計画を公表

せず、WTO で米国と係争中の政府補助金支給問題に悪影響を与える事を、（現段階では）

慎重に回避している。 そして、エアバスは、現在、10 の潜在的な重要提携先と、A350
型機開発に関するリスクと成果配分について協議を持っている。 また、為替リスクを回

避する為に、$2.4bn（2,800 億円）に上る開発コストを、米企業にアウトソースする計画を

練っている。 
 
 

 
 
The chief executive of 

Airbus, Louis Gallois, said 

Monday in Paris that 

the company had the $13.2 

billion for development of 

the A350 XWB. 

 
 
 

情報 247（平成 18 年 12 月 10 日）  TD 勉強会 24



 

 
 

エアバスは、2 年前に A350 型機を発表したが、ライバル機の B787 型機（ドリームライナ

ー）との間で、性能面で大きな差を開けられた為に、再設計を余儀なくされた。 性能向

上した A350 型機は、A380-XWB 型機と呼び名が変更され、その就航は、B787 型機よりも

5 年遅れる 2013 年となった。 これまでに受注した 100 機について、エアバスは、全機が

A350-XWB 型機へシフトすると期待している。（SQ は、A350-XWB×20 機をコミットして

いる。） 新しく発表した A350-XWB 型機は、大型窓、より広い胴体、より多くの席数、

無線機内エンタメ、より良い客室空気、などに於いて、ライバル機 B787 型機よりも勝っ

ており、納入時期の遅れを十分トレードオフ出来る性能を有している、とエアバスは語っ

ている。(wsj.com, 12/4/2006) 

 
（７）世界の航空安全グループ、発展途上国の航空事故撲滅を推進 
ICAO（International Civil Aviation Organization）が、7 つの世界の航空安全団体と協力して、

18 ヶ月かけて、開発途上国で多発している航空事故の削減を目指した、世界航空安全計画

を作成した。 この計画は、政府と業界団体が一堂に会して纏めた、初めての世界的な安

全性のアクション プランで、①特定地域のイニシャティブと、②新しい事故防止テクノロ

ジーと、③計画進行を測定する為の基準を求めている。 ICAO によれば、昨年、定期便

のジェット旅客機による事故で、760 人以上の乗員と乗客が死亡している。 そして、過

去 5 年間の内の 3 年間は、年間死亡者数が 700 人を超えている。 航空機事故は、アフリ

カやラテンアメリカとアジアの一部で多発している。 特にアフリカに於いては、1990 年

代後半から、ジェット旅客機の事故率が上昇しており、この地域に於ける致命的な事故の
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発生の可能性は、北米のそれの少なくとも 12 倍となっている。（ボーイング社の統計では

25 倍。） 安全監査の監督と、情報の共有化が必要で、先ず世界に於ける安全文化の育成

が必要だと訴えている。(wsj.com, 12/5/2006) 
 

（８）英当局、スタンステッド空港のプライス キャップを撤廃 
英国の主要 4 空港を監督している Civil Aviation Authority は、12 月 5 日、Stansted 空港を律

している現在のプライス コントロール システムを撤廃する意向であると表明した。 

CAA は、来月に、Manchester 空港についても、同様に、規則の撤廃を発表する模様。 
1987 年の BAA 民営化以来、空港の経済規則が、大幅に変更される見通しとなって来た。 
CAA の考えている変更案は、概要以下の通りである。 
① 2008 年 4 月から 5 年間適用される新しいプライス コントロール システムを、少なく

とも LHR 空港と GTW 空港に導入する。 
② このプライス コントロールは、LHR 空港の場合で、各年の料金値上げを、小売物価指

数（RPI）+4%～+8%に止める。（現行は RPI+6.5%。） 
③ GTW 空港のプライス キャップは、各年▲2%～+2%のレンジに収まるようにする。（現

行は、RPI+0%。） 
④ Stansted 空港は、多分、このプライス コントロールの対象とならないだろう。 
この CAA 案は、これから 2 ヶ月間、利害関係人とのコンサルテーションにかけられ、そ

して、それとは別に、EU の競争委員会にも回される。 この CAA の動きは、今年の夏に

10 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（2 兆 2,000 億円）に上るレバレジッド バイアウトで BAA を買収した、スペイ

ンの建設業グループ Ferrovial に対して、大きな影響を与えるだろう。 CAA は、BAA の

税引き前 real rate of return を、利用可能な金融コストの削減によって、現行のレベルである

7.5%から 6.2%に引き下げる事を提案している。 

BAA は、95 億ﾎﾟﾝﾄ （゙2 兆 900 億円）に及ぶ長期（10 年間）空港拡張計画実行のためには、

継続した当局の監視と支援体制が必要であると主張している。 ユーザーである BA や VS
は、LHR 空港では、既に 2003 年～2008 年の間に +50%も空港利用料が値上げされており、

これ以上の値上げはジャスティファイされないと主張している。 そして、BAA の一層の

合理化を強く求めている。(FT.com, 12/5-6/2006) 
 

（９）米 FAA、パイロットの乗務時間を延長 
米 FAA は、先月末、DL の NYC＝Mumbai（インド）線（飛行時間が、 大で約 16.5 時間

以上の米 長定期便）に乗務するパイロットの乗務編成を、追加乗務員のアサイン無しに、

より短距離便の 4 人編成（2 乗務 + 2 リザーブ）をそのまま適用する事を認めた。 
FAA は、この措置は、ケースバイケースの判断に基づくモノで、恒久的な規則ではないと

言っている。 しかし、このシフト時間の延長は、今後の長距離線のパイロットに適用さ

れる前例となり、航空会社の労務費削減に大きな効果をもたらすだろう。 一方、パイロ
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ット組合は、事前の相談無しに決められたこの乗務時間延長に対して、大きな不満を示し

ている。 16 時間以上の長時間乗務については、当事者であるパイロットに相談してしか

るべきだと、FAA の決定の方法を強く非難している。 この乗務時間の延長は、①乗務前

の十分なレスト、②乗務後の十分なレスト、③乗務中の 2 回に亘る合計 8 時間以上の、仮

眠施設利用によるレスト、④疲労防止（fatigue-prevention）テクニークの利用が要求される。 

また、客室乗務員にも同様の措置が取られる事を要求している。（DL Mumbai 線 毎日便は、

B777 型機により、12 月 6 日より運航が開始されている。） 

この動きは、FAA とパイロット グループの、全ての航空会社の長距離便に対する、強化

された整備／オペレーションと機材の必要条件の、長年の作成作業の後で始まっている。 

これ等の規則は、年内にも 終化されるだろう。(wsj.com, 12/6/2006) 
 

（10）デルタ航空、年金給付保証公庫に 22 億㌦の無担保債券交付 
DL 航空は、同社のパイロット年金基金（会員 13,000 人）解散の引き受け手である、政府

の年金給付保証公庫（Pension Benefit Guaranty Corporation）に、22億㌦（2,600億円）の無

担保債券（unsecured claim）を交付する事で、PBGCと合意した。 Chapter-11離脱後には、

この債券の価値は、額面を大きく割り込む事になると予想されているが、PBGC は、株式

への転換をはかるだろう。 PBGCは、この他に、USから 225m㌦の手形（notes）を受け

取る。 US の 86 億㌦に上る敵対的買収に直面している DL は、飽くまでも、自力で、単

独で、Chapter-11離脱を計画している。 このためには、DLは、同社の単独会社再建案に

対する債権者団の同意取得が不可欠となる。 アナリストは、仮に、債権者団が、US買収

に賛同する様な事態となれば、他の米メジャー（多分 UA と言われている）が、対抗ビッ

ダーとして登場して来ると予想している。 客室乗務員とグランド ワーカーの年金基金

（会員 91,000人）は、解散せずに維持される。(nytimes.com, 12/5/2006) 
 

（11）ユーエス航空、デルタに買収案の詳細を説明 
11月 7日、USは、DLに対して、世界で も採算性の良い航空会社を作る事になるであろ

う 86億㌦（1兆円）の買収プランの詳細を再度説明した。 反競争法審査当局がこの買収

を承認すれば、米メジャー航空会社間の次々の合併を誘発するだろう。 USは、Southwest
の如くの LCCが誕生して、競争市場を活性化させているので、当局は、従来の考えを変更

して、この買収を承認するだろうと言っている。(FT.com, 12/7/2006) 

DL航空の債券保有者（bondholders）が、非公式なコミッティーを編成した。 この動きは、

DL買収を計画している US航空に大きな影響を与えるだろう。 債券保有者のコミッティ

ー編成は、以前から報道されているが、今回、その主要メンバーの陣容が、破産裁判所へ

の提出された資料から明らかにされた。 パネルの 9 社の中には、Avenue Capital 
Management（ 近マイノリティー株をMorgan Stanleyに売却した120億㌦ヘッジファンド）、

Silver Point Capital（負債への投資に焦点を当てている 60億㌦ヘッジファンド）が含まれて
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いる。 US は、DL の無担保債務の総額を、160 億㌦（1 兆 8,800 億円）と推定している。 

しかし、裁判所に提出された資料では、債券保有者が編成する非公式コミッティーが、こ

の内、幾ら位の債務を保有しているかは、明らかにされていない。 非公式コミッティー

への参加資格は、少なくとも $200m（235億円）以上の無担保債務保有者に限られている。 

その他のメンバーには、Deutsche Bank, Lehman Brothers, CarVal Investors, GoldenTree Asset 
Management, Marathon Asset Management, Trafelet & Company, York Capital Managementが含ま

れている。(nytimes.com, 12/8/2006) 
 

（12）ノースウエスト航空、コンソリに備えて 銀行団雇用 
NW航空が、銀行団の雇用を計画している。 DL航空に対する対抗ビッドを試みる為では

ないか？ と言う噂が業界に広まっている。 同社は、Evercore（元財務省上級幹部 Roger 
Altmanが経営しているブティーク銀行）を選択し、オプションを検討させている。 
US航空の DL敵対的買収発表後、米航空業界の多くが動揺を来している。 全ての大手航

空会社が、この動きへの対応をどうするべきかを真剣に検討している。 UA 航空も、

近、Goldman Sachs を雇い入れている。 DL 買収に手を挙げるのではないか？ と見られ

ている。 DLは、「白馬の騎士は探さない」、と言っている。 

Evercore の役割は、航空機ファイナンスの為ではなく、航空業界全般の幅広い戦略代替オ

プションに焦点を当てている。 debtor’s financeや日常的なリストラ業務は、Seabury（経

営コンサルティング アドバイザー）が担当している、と NWは言っている。 Evercoreの
報酬は、前払い金 $275,000、月間リテイナー フィー $75,000、Chapter-11 離脱時点一時金 
$3m、M&Aトランザクション成功報酬 $2mとなっている。(FT.com, 12/8/2006) 
 

（13）中東やアジアの航空会社がサービス強化に走っている 
米航空会社の国際線サービスが低下している一方で、中東やアジアの航空会社が、サービ

スの強化に走っている。 特に、余り良く知られていない中東の航空会社が、豪華なサー

ビスを提供している｡ Ethihad Airwaysと Emirates Airlinesは、目が回る様な勢いで路線を

拡張している。 Emiratesの NYC=HAM線の Fと Cクラスは、Ritz-Carltonホテルの 5コー

ス ディナーをサーブしている。 35 路線を 2010 年までに 70 路線に倍増する Ethihad は、

F クラス座席に、マッサージ器を内蔵した座席を装備している。 そして、コーチクラス

全席にまで、10.4インチのタッチ・スクリーン式のモニターを装備している。 

Emirates は、ドバイのハブの空港を、まるで 5 つ星ホテルの如くのファシリティーに改良

して、トランジット旅客の摘み取りに努力している。 同社は、国際線のプレミアム旅客

の多くが 1回以上乗り継ぎしているので、トランジット空港施設とサービスを良くするの

は当たり前だと言っている。 アジアの航空会社も、サービス強化に走っている。(wsj.com, 
12/9/2006) 
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（14）英国、航空旅客税を 2 月から倍に引き上げる 
英国大蔵省は、地球温暖化対策と公共交通機関整備に優先的に廻す追加財源を獲得する為に、来年 2 月 1 日か

ら、全ての航空旅客税（air passenger duty = APD）を 2 倍に引き上げる。 英国発の欧州域内便の旅客は、現行

5 ﾎﾟﾝﾄﾞが 10 ﾎﾟﾝﾄﾞに（ビジネスクラスは、10 ﾎﾟﾝﾄﾞが 20 ﾎﾟﾝﾄﾞ）、長距離便の旅客は、20 ﾎﾟﾝﾄﾞが 40 ﾎﾟﾝﾄﾞに（ビ

ジネスクラスは、40 ﾎﾟﾝﾄﾞが 80 ﾎﾟﾝﾄﾞ）に夫々引き上げられる。 旅行業界と航空業界は、こぞってこの値上げ

に反対している。 旅行業界は、来年 2 月以降の既予約済みツアー客の値上げ分は、20m ポンド（42 億円）に

上り、旅客から徴収出来ないので、企業が吸収し無ければならなくなると言っている。 利幅の薄い旅行商品

に対する影響は、甚大になると言っている。 BA は、この人頭税の引き上げは、増収分が一般財源の如く使用

され、環境対策に使われない怖れがあると指摘している。 そして、航空会社をキャッシュ カウ（cash cow = ド

ル箱）と看做して、タバコ会社に税金を掛けているのと同様に、航空会社から、搾り取れるだけ搾取しようと

している、と非難している。 旅行と航空の両業界は、欧州連合の排ガス取引制度への航空の参入を支持する

べきだと、政府に直言している。(FT.com, 12/6/2006) 

 

（15）フィリピン航空、B777-300 型機×4 機を調達 
PRが、B747-300型機×2機（+2機オプション）を発注した。 同時に、GE Commercial Aviation 
Services から、同型機×2 機のリース機を導入する契約を締結した。 機材は、2009 年〜

2010 年にかけて導入され、米国への直行路線に就航する。 PR は、先に A319 型機×20
機の導入を決定したばかり。 既に、その内の 3 機が路線投入されている。 同社の現在

の広胴機フリートは、B747-400 型機×5 機、A340-300 型機×4 機、A330-300 型機×8 機の

合計 17 機。(wsj.com, 12/7/2006) 
 

（16）エアバス、インドに 10 億㌦投資 
エアバスは、12 月 7 日、インドに於けるエンジニアリング施設とパイロット訓練学校を設

立するため、向こう 10 年間に、10 億㌦（1,150 億円）の投資を行うと発表した。 エアバ

スは、先のインド政府の 22.5 億㌦（2,650 億円）のエアバス機×43 機（国営 Indian Airlines
用機材）受注の際に、その受注額の 20%をインドに投資する事を約束している。 ボーイ

ングも、インドに於ける整備施設の建設の為の投資を行っている。(wsj.com, 12/7/2006) 
 

（17）アメリカン航空、ダラス＝北京線申請を往路シカゴ経由に変更 
AA 航空は、10 月に、米運輸省に路線開設を申請した DFW=北京線の西行便 DFW→北京便

を、パイロット組合と取り決めた乗務時間を 15 分超過する為に、ORD 経由に変更する。 

米国と中国間の供給は、来年より+1 便の毎日便の運航権が追加される。 この増便権益に、

AA を含む 4 社が競願している。（AA 以外は、UA の WAS=北京、CO の EWR=上海、NW
の DTT＝上海。） AA は、パイロット組合（ALPA）から譲歩を引き出すのに失敗し、結

局、シカゴでクルー交代をする計画への変更を余儀なくされた。（東行便は、追い風のため
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規定以内の乗務時間に収まる。） 組合は、自分達の給料がカットされている時に、今年初

めの上級幹部と管理職 1,000 名に対する特別ボーナスの支給（一部は$1m≒1 億 1,500 万円

以上を獲得した）に怒っている。 これが、乗務時間延長の労使交渉に悪影響を与えたと

見られている。 ORD 経由となった為に、DFW から北京行きの旅客には、+4 時間の所用

時間の増加が発生する。(nytimes.com, 12/9/2006) 
 
 
 

 水 運  
 

（１）NYK（日本郵船）、海外現地法人トップに現地社員を登用 
世界 大のフリートを保有する海運企業の 1 社である NYK（日本郵船）が、経済のグロバ

ーリゼーション化に対応して、海外の現地法人のトップを、現地雇用社員に、出来るだけ

早い段階で置き換える。 NYK は、より安定した持続的利益を達成する為に、日本発着ト

ラフィック偏重から道路・鉄道・バージ輸送・ディープ シー シッピングを含めた国際ロ

ジスティック オペレーターへの戦略変革を真剣に考えている。 40,000 人の社員の内、

75%は外国人で構成されているが、上級幹部は、海外現地法人を含めて日本人社員により

占められている。 同社は、昨年度決算で、純益 921 億円、収入 1 兆 9,300 億円を計上し

た。 コンテナ海運部門は、グループの総収入の 25%を構成しているが、サイクリックな

需要変動の激しいこの部門の拡大は実施しない。（日本郵船は、世界トップ 10 社のコンテ

ナ海運企業に含まれていない。） 一方、長期契約の 90%は、石炭や鉄鉱石のバルク線輸

送が占めている。 持続可能な利益の達成の為に、一輸送部門への偏重を排除し、バルク、

自動車、原油、天然輸送ガス、冷凍品の輸送など、全ての主要シッピング部門を維持する

戦略を追求すると、宮原グローバル プレシデントが語っている。(FT.com, 12/7/2006) 
 

 

山口県三田尻中関港を出港する日本郵船 自動車専用船"ALIOTH LEADER"号 
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 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ドイツ鉄道の民営化、2008 年内達成が困難視されている 
3 週間前に、メルケル首相の裁断で、数ヶ月に及んだ論争に終止符が打たれたドイツ鉄道

の民営化（30 億ﾕｰﾛ〜66 億ﾕｰﾛ≒4,500 億円から 1 兆円と見積もられている）が、今度はそ

の実施時期で揉めている。 メルケル裁定は、鉄道運営会社部分を民営化し、線路部分は

国営として温存する上下分離したハイブリッド民営化案。 しかし、特例措置として、線

路部分の資産を、期限を定めた期間に限定して、鉄道運営会社の貸借対照表上への記載を

認めると言う案。 ドイツ鉄道（上下一体化した民営化を主張）は、2008 年内の上場を希

望している。 しかし、独国会は、鉄道会社による線路保有期間も決定されていない事を

勘案すると、（ドイツ鉄道は 30 年を希望しているが、国会は 10 年を主張している）、2007
年後半に民営化法案を議会通過させた後の、早くても 2009 年上場がヤットだと言っている。

(FT.com, 12/1/2006) 

 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１） 米カジノ オペレーター、英国でオンライン カジノ サイト立ち上げ 
英国の賭博企業は、米国のオンライン賭博禁止令で大きな打撃を受けた上に、今度は、米

大手カジノ企業の英国に於けるオンライン賭博サイト立ち上げで、またまた新しい逆風に
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晒されている。 
総資産価値で世界 大のカジノ企業 Las Vegas Sands は、Cantor Fitzgeraid の子会社 Cantor 
Gaming と提携して、同社のブランドである Venetian, Sands, Palazzo, Paiza を提供するオン

ライン プラットホームを、英国で立ち上げる。 Sands は、この動きを、カジノの、その

他の潜在的ビジネス オポチュニティーを追求するためのプロジェクトと説明している。 

同社は、来年に、オンラインとその他の手段による賭博が合法化される英国賭博市場に於

ける地歩を確保すると共に、米国に於けるオンライン賭博規制の見直しに備える。 

ライバル社の MGM Mirage は、中間選挙で勝利した民主党が、オンライン賭博規制法の見

直しをするのではないかと期待している。 3 ヶ月前に制定されたこの法は、欧州の大手

オンライン賭博企業の PartyGaming, Sportingbet, Bwin, 888 Holdings の時価総額を、一夜にし

て▲数 10 億㌦（数千億円）も消滅させてしまった。 これ等の各社は、米国からの商売を

諦めて、欧州でのオペレーション中心に切り替えている。 

Sands のオンライン プラットホームの立ち上げは、ライバル社の Harrah’s の $570m（670
億円）による London Clubs International 買収（10 月）に続く、米大手カジノの動き。(FT.com, 
12/4/2006) 

 
（２） ステーション カジノ、マネジメント バイアウト オファーを受ける 
ラスベガスの地元住人を対象としたカジノ Station Casino は、12 月 4 日、同社の会長兼 CEO 
Frank Fertitta Jr.が主導する 47 億㌦（5,500 億円）に上るマネジメント バイアウトのオファ

ーを受けたと発表した。 大手カジノ企業が、プライベート エクイティー ファイナンス

の支援を受けて非公開企業化するのは、Kerzner International, Harrah’s Entertainment に続い

て、これが 3 社目となる。 Station 買収を支援するのは、Fertitta Colony Partners で、この

投資グループには Colony Capital（LAX）も参加している。(nytimes.com, 12/5/2006) 
 

 

Station Casinos, which got a $4.7 billion takeover offer Monday, opened the Red Rock on the Las Vegas Strip last April. 

The $925 million operation has a 16-screen movie theater, a spa and restaurants. 
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（３） ウオール街が、カジノ企業投資を開始している 
ウオール街の証券会社や投資銀行が、カジノに対する投資を開始している。 彼等は、集

めた資金の投資先を見つける為に、今迄あまり手を出さなかった賭博企業迄を投資対象に

し始めている。 中でも、1 年前からカジノをターゲットにした 25 億㌦（2,900 億円）の

ファンドを開発した、Morgan Stanley が突出している。 自分自身ではカジノを運営して

いないが、5 月には Atlantic City（N.J.）のビーチフロント カジノ サイトに $74m（87 億

円）を投資し、そして、Trump Entertainment Resorts Inc.の 18%を、$120m（140 億円）で取

得している。（これは、Trump に対する$500m≒590 億円のクレジット ファシリティーの新

規提供前に於ける債務と株式の交換。） そして、カジノのオーナーシップ ライセンスま

で申請している。 

Goldman Sachs は、ペンシルベニア州の Gettysburg カジノ プロジェクトの 75%の取得を試

みた。 しかし、地元の強い反対に遭遇し、同社の元パートナーの Silver Point Capital LP.
が、9 月に、その分を肩代わりして出資する事となった。 残りの 25%は、Crossroads Gaming 
Resort & Spa が出資する。 

事業の拡大の為に資金を欲しがっているカジノと、投資資金を潤沢に保有するウオール街

が結び付くのは当然の帰結であるが、ウオール街の証券会社や投資銀行は、何故かカジノ

投資を余りおおっぴらにしたがらない。 Morgan Stanley は、カジノ サイトを買収する子

会社 Morgan Stanley Gaming Cos. Holdings を Ventura Holdings に社名変更している位だ。 

不動産に特化しているプライベート エクティー バイアウト企業の Colony Capital LLC.は、

カジノ投資の草分け的存在だ。 Harvey’s Casino Resort チェーンを買収後、今では Las Vegas
とAtlantic Cityに在るHiltonカジノを所有している。 近では、Apollo ManagementとTexas 
Pacific Group のバイアウト スポンサー2 社が、Harrah’s Entertainment に対して 155 億㌦（1
兆 8.250 億円）に上る買収を提案している。 

Nevada, New Jersey に続いて 35 の州が、今では賭博事業を許可しているので、ウオール街

の投資家達の賭博事業に対する投資は、拡大して行くだろう。 リターンの予測が効かな

い投資をする企業が、これも当たるかどうか全く分からないギャンブルを扱う企業に投資

して、ハイリターン獲得に賭けている。(wsj.com, 12/4/2006) 
 

（４） ネーティブ アメリカンがハードロックカフェ買収へ 
レストラン チェーンの Rank が保有する、世界で も知られているブランドの一つ Hard 
Rock Café が、Native American 部族に、$960m（1,130 億円）で売却される。 買い手は、

フロリダのSeminole族とHard Rock Internationalの合弁Seminole Hard rock Hotels and Casinos
で、この会社は、既にフロリダの Hollywood と Tampa で 2 つの Hard Rock Resorts and Casinos
を運営している。 現在、Seminole は、ライセンス料を Rank に支払っている。(FT.com, 
12/6/2006) 

情報 247（平成 18 年 12 月 10 日）  TD 勉強会 34



（５） エムジーエムが豪華ホテル建設 
賭博オペレーターの MGM Mirage が、カジノ施設を保有しない豪華ホテル ビジネスへ参

入する。 アブダビの Mubadala Development Co.と提携して、アブダビ、ラスベガス、英

国に新しい豪華ホテルを建設する。 Mubadala が資金を提供し、MGM がホテル運営をす

る形式となる模様。 この豪華ホテルには、MGM のブランドである MGM Grand や Mirage
が使用される予定。 ライバル社の Harrah’s International も、ハイエンドの Caesars Palace
ブランドを使用して、豪華ホテル市場に進出している。 Caesars をスペイン、セルビア、

バハマに建設する計画を有している。(wsj.com, 12/7/2006) 
 
 

MGM Mirage, whose properties include 

Mandalay Bay in Las Vegas, is looking to 

manage luxury hotels without casinos. 

 
 
 

（６） シンガポールの第 2 総合リゾート開発、ゲンティング（マ）が落札 
シンガポールの 2 番目の総合リゾート開発プロジェクト（Sentosa プロジェクト）に、マレ

ーシアの Genting International と Star Cruises のコンソーシアムが選ばれた。 Genting の開

発案は、総額 S$5.2bn（3,900 億円）の Resorts World At Sentosa で、このプロジェクト用に

新たに開発された 16の新しい乗り物を持つUniversal Studioのテーマパークが併設される。 

この他には、サーフインを楽しめるプール、70 万種の魚を観察出来る世界 大の水族館、

1,800 室を擁する 6 つのホテルが建設される。 このリゾードは、2010 年にオープンし、

2015 年には 1 千万人の訪問者と S$15bn（1,150 億円）のツーリズム収入をもたらすと期待

されている。 なお、1 番目の Marina Bay 総合リゾート開発は、今年 5 月に、Las Vegas Sands
が落札している。(wsj.com, 12/6/2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artist's rendering of Genting International's proposed Maritime Xperiential Museum on Sentosa Island, Singapore. 
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 その他  
 

（１）米航空会社株、が値を上げている 

 

AA  33.05  L18.24 H34.40 
MC 7.1bn 

CO  41.98  L16.74 H45.41 
MC  3.8bn 

US  59.25  L28.50 H63.27 
MC 3.33bn 

UA  42.94  L21.90 H44.50 
MC 4.8bn 

DL  1.38  L0.30 H1.78 
MC 272.3m 

WN  15.60  L14.61 H18.20 
MC 12.4bn 

12 月 8 日 株価   52 週安値 高値   時価総額 

 

 

4 3 4 0 0  OVERWEIGHT 3 3 5 0 1  OVERWEIGHT 6 3 1 0 0  OVERWEIGHT 

6 1 2 0 0  OVERWEIGHT 0 0 0 0 2  SELL 3 4 5 0 2  HOLD 

Buy  Overweight  Hold  Underweight  Sell  Mean 

（TD 勉強会、12/9/06） 
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編集後記 
 
 
 
 
 
 
 

Galileo と Worldspan が合併する。 
 

先週号のフォーカスライトの「北米市場に於ける航空流通の現状」に、 
① 航空会社の自社直販サイト販売が増加しているので、エアー セグメント流通の経済

に於ける重要な影響力の行使は、GDS から航空会社にシフトしている、 
② GNE の成長が、この流れを加速させている、 
③ これ等の動きが、GDS間のコンソリデーションを誘発する圧力となるだろう・・ 

と書いてあった。 
 

正にその通りとなった。 
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このフォーカスライトのレポートは、航空会社の“敵”は GDS ではなくて、流通コストの

も高いオンライン旅行社であると書いている。 そして、GDS は、「戦略的流通チャネ

ル パートナー」として、航空会社との関係を維持して行くだろう・・・・、と書いてあっ

た。 
 

明らかに、GDS 中心の航空流通市場は、変化しつつある。 そして、GDS は、より大き

な旅行流通の世界の中での、一つのマイナーな流通チャネルに埋没して行く様な気がして

ならない。 勿論、ある程度は、時間がかかるだろうが・・・・。 
 

・ Google や Yahoo の巨大検索ポータルが、旅行市場に本格的に参入しつつある。 
・ 航空会社の自社直販サイトは、何れは、テクノロジーの進展と相俟って、総合的な旅を

売る販売サイトに変身するだろう。 フォレスター リサーチは、オンライン パッケー

ジの販売ゲームで、航空会社サイトがオンライン旅行社に勝てると思っては行けない、

と書いている。（情報 246「オンライン パッケージ購入者、ブランド重視」） 

しかし、テクノロジーが進展すれば、勝てるのではなかろうか？ 
・ 数セントしかかからない GDS 代替が、正にその名の通りに成長するだろう。 

そして、航空に限らず、旅の全ての素材の流通を取り扱う様になるだろう。 
・ GDS の強みである法人旅行顧客も、テクノロジーの進歩に伴って、ビジネス旅行のオ

ンライン セルフ予約を進めるだろう。 そうなれば、法人顧客市場も、何れは、航空

会社の直販の対象にされるだろう。 
・ Blackstone の Worldspan 買収に見られる通り、プライベート エクイティー ファンドな

どの投資家が、旅行業への投資を促進させている。（つまり、旅行のテクノロジー開発

の為の資金は用意されているのだ。） 
・ 旅を売るオンライン サイトは、航空やホテルやレンタカーの販売だけを取り扱ってい

ては、成り立たなくなっている。 より顧客のパーソナライゼーションを重視した、ユ

ーザー レビューを含む、双方向のソーシャルな要素を取り込まなければならなくなっ

て来ている。 

・ 旅の予約 POS 時点のプロセスだけでは無くて、川上の旅の計画段階から、場合によっ

ては、川下の旅行後のフォローアップを含めたサイトにしなくてはならないのだ。 
 
 

Galileo と Worldspan が合併して、世界 1 のシェアーを持つ GDS が誕生した、と理解するの

は、GDS 中心に観察し過ぎているので、誤ってはいないが間違っている、と考える。 
投資先を求めている Blackstone が、先に買収した旅行コングロマリットの Travelport を更

に強化する為に、Worldspan を買収したと理解するのが正解なのだろう。 この話は、GDS
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の Worldspan 買収の話ではあるが、GDS を主人公としてはいないのだ。 
 
 

Expedia をスピンオフさせた IAC が、旅行情報やシティーガイドやチケット販売などの、

IAC 傘下のオンライン ブランドを一つに纏めた、ローカル情報サービス AskCity を立ち上

げる。 規模は小さいながら、Google や Yahoo に対抗し様としている、IAC 創立者である

Barry Diller の心意気が素晴らしい。 その Expedia が、日本でオンライン ホテル販売サイ

トを立ち上げた。 
 
 

オンライン旅行流通の世界は、確実に変革している。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 247 （ 以 上 ） 
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