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1. 米国旅行消費者動向 （第 6 回、最終回） 
（１） ジェネレーション X に対するホテル マーケティング 
（２） オンライン旅行社、法人旅行市場で徐々にシェアー拡大 

 

2. TDR, 10 月 10 日号 要約 
（１） 全世界で、LCC オンライン旅行販売牽引 
（２） 伝統的航空会社 レベニュー コントロール失敗 
（３） レール ヨーロッパのオンライン販売挑戦 
（４） アメリカン エキスプレス 自社に有利なオンライン販売調査 

 

3. 米オンライン旅行社 2005 年上半期実績 
 
4. アマデウス バイアウト 株式上場停止間近 
 
5. 其の他のニュース 

 
 

 

JetBlue is adding 100-seat Embraer 190 aircraft to its fleet of larger Airbus planes, like the ones above.（関連記事 P.-18） 



DTW, 8/26/2005 

1. Focus On Consumers Trends: What They Want, And Why 

米国旅行消費者動向 （第 6 回、最終回） 

 

（１）X Marks The Spot: Hotels Target A New Generation Of Business 

   ジェネレーション X に対するホテル マーケティング 

 

ジェネレーション X と次の世代のエコー ブーマーズ（Echo Boomers）が年を取って来て、

ホテル需要の大きな部分を占める様になっている。 
 

この新しい需要層の獲得のために、ホテルは競って、インターネット アクセス、24 時間

ルーム サービス、ソフィスティケートな客室エンターテイメント サービス、多数のカジ

ュアル ミーティング ルームなどを用意している。 
 

ベイビー ブーマーズも、多くの場合、老後の貯えが足りないか、モット働きたいかのどち

らかの理由により、ビジネス需要の中心に依然として居座り続けている。 従って、需要

の代替わりが徐々に進展しているとは謂えども、市場は、直ぐには大きく変化しないだろ

う。 ベイビー ブーマーズは、ラクジュリー ホテルに対する選好度が強く、出張と観光

をドッキングさせたがっている。 彼等の子供達が独立して、より自由な時間を持てる様

になっているので、ベイビー ブーマーズのこの傾向は益々顕著になっている。 彼等は、

よりヒエラルキー的で、ステータスとかブランドに執着する。 そして、ロイヤルティー

意識も強く、進んで FFP 会員になる需要である。 
 

これに反して、ジェネレーション X は、より現実的で、価格コンシャスである。 彼等は、

社会保障のベネフィットを信用しておらず、家庭を大事にし、そして出張を観光のために

延長させるような事は余りしない。 彼は、品質を重視するチームプレーヤーである。 
 

エコー ブーマーズは、旅行者の間では最も独立的で、ロイヤルではなくて、あまり価格コ

ンシャスでもない。 彼等は、自分達の要求にはウルサイ人種だ。 彼等の要求に応えら

れないホテルはキャンセルされて、直ぐに他のホテルに移動されてしまう。 出張の多い

仕事で、旅行に関する自分達の好みが認められない場合は、サッサと他の会社に移ってし

まうくらい、彼等の自分達の要求に対する拘りは強い。 
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多くのホテルが、この若い需要層を理解出来ず、彼等に対する十分な対応が出来ていない

と言う人達がいる。 しかし、カッコ良い、都市型のブティーク ホテルが、若年需要層の

心をシッカリ捉えている、と反論する人達もいる。 しかし、どうであれ、若年需要が、

ホテルのデザインやサービスに重要なインパクトを与えている事だけは、確かなようだ。 

W ホテルや、より小さな居心地の良いホテルや、紋切り型でないホテル滞在経験を提供す

るホテルの人気が、若い人達の間で高まっている。 
若い彼等は、両親達よりもサービスの良し悪しにウエートを置いている。 彼等は、24 時

間ルームサービス、ヘルスクラブ、多くのエンターテイメント システム（CD プレーヤー

や音楽ダウンロード機能）を欲している。 出張先でも、彼等のライフスタイルを続けた

がっている。 毎日のヨガやフィットネスを、ホテルでも実施しようとする。 
 

数年前までは、ロケーションと便利さでホテルが選択されていた。 それ等は、依然とし

て重要な要素ではあるが、これからの若いビジネス旅行者は、アメニティーを、より重要

視している。 ホテルが多くのアメニティーを出さなかった時代を経験しているベイビー 
ブーマーズ達は、ホテルに多くを期待していない。 しかし、若年需要は、それを当然の

ことと思っている。 多くのホテルは、フルサービス フィットネス センターとデイ スパ

（day spas）等のアメニティーを追加している。 
 

ジェネレーション X やエコー ブーマーズの増加に加えて、女性のビジネス旅行者が増加

している。 つい数年前までは男 70：女性 30 の需要構成が、最近では 50：50 になってい

る。 子育てを終えたベイビー ブーマーズの女性が、職場に復帰していることも、女性ビ

ジネス旅行者の増加に拍車をかけている。 ホテルは、セキュリティーにウルサイ女性客

に対応して、女性専用フロアーを設けたり、ルーム サービスを届ける 5 分前の事前電話連

絡をしたり、女性向けの木目細かい配慮をしている。 
 

ホテル間の競争は、これ等のサービス競争に止まらず、どの年代層にも共通する、眠り心

地の良いベッドの導入戦争へと広がりを見せている。 ★ 
 
 

（２）Who’s Getting The Business 

   オンライン旅行社、法人旅行市場で徐々にシェアー拡大 

 

3 年前から始まったオンライン旅行社の法人旅行市場進出は、成功したとしても、精々、

中小企業のビジネス旅行手配に止まると、業界の誰もが予想していた。 
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複雑な旅程、国際線予約、企業の役員達の注文多い要求などへの対応は、長年の経験を有

する伝統的法人取扱旅行社（TMC＝Travel Management Company）しか取り扱う事が出来な

い、と言われて来た。 人的手配が多く要求される法人旅行には、オンライン予約は馴染

まない、と言われ続けて来たのだ。 
2002年の後半に開催されたPhoCusWrightのExecutive Conferenceでは、略全員の参加者が、

「Fortune 100 企業は、彼等の出張手配には、誰もオンライン旅行社を使わないだろう」、

と言っていた。 
 

それがどうだ。 Orbitz for Business は、法人市場参入 1 年目にして、McDonald’s を顧客に

獲得し（注）、Travelocity Business は McKesson Corp を、Expedia Corporate Travel は

Ingersoll-Rand を、夫々獲得している。 （注）その後、Knight Ridder が、Orbitz for Business
を採用している。 
 

オンライン旅行社の大手企業獲得の成功は、① 使い勝手の良いインターフェイスの提供と、

② トランザクション フィー5 ㌦、の二つにあると言われている。 
オンライン旅行社 3 社のコマーシャル サイトに慣れ親しんでいる人達は、オンライン法人

予約にも抵抗感無く入り込んでいる。 そして、ナント言っても、トランザクション フィ

ー5 ㌦が、コストを削減したい企業のオンライン旅行社遣いを増加させている。 航空会

社やホテルから、これまで以上に有利な法人契約レートを引き出し難くなっている企業は、

伝統的 TMC よりコストを大幅に削減できる、オンライン旅行社に切り替える所が出て来

ている。 
 

Business Travel Monitor の調査結果も、企業のオンライン旅行社遣いが増加している事を示

している。 アンケート回答者の半分に近い人達が、「B&M の旅行社を使うよりも、イン

ターネットの方が、簡単で早くて都合が良い」、と言っている。（30％の回答者は、「どちら

とも言えない」と言っている。） また、約 50％の人達が、彼等のビジネス旅行の全旅程

を、サプライヤーかオンライン旅行社サイトのいずれかで、オンライン予約している」、と

回答している。 
 

オンライン旅行社の躍進に慌てたAmerican Express, Navigant, Carlsonなどの伝統的TMCは、

法人旅行はオンラインに馴染まないと言いつつも、オンライン サービスを強化し、安価な

トランザクション フィーを導入して、シェアー維持に懸命になり始めている。 
オンライン旅行社は、一層のシェアー拡大をめざして、コールセンターを立ち上げ、VIP
サービスも提供し、トラベル ポリシー管理ツールを作り、フルサービス TMC が実施して

いるその他のサービスの提供を開始している。 
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つまり、伝統的 TMC が、オンライン旅行社のサービスを取り入れ、反対にオンライン旅

行社が、伝統的 TMC のヒューマン サービスを採用し、両者の間でコンバージェンス現象

が起きている。 ★ ■ 
 
 
 
TDR, 10/10/2005 

2. TDR、10 月 10 日号 要約 

 
（１） 世界で、LCC オンライン旅行販売牽引 

 

世界各地（米国を除く）で、LCC が E-コマースの進展に一役買っている。 新興の LCC
達が、インターネットをより普及させ、新規航空需要を開発している。 

 
アジア･太平洋地域 
今までは、アジア･太平洋地域では、オンライン販売に 100％依存するサプライヤーは、成

功しなかった。 
第一に、その様なサプライヤーの数が少な過ぎて、インターネットに顧客を引き込んで来

るまでには、力が及ばなかった。 
第二に、香港やシンガポールは、伝統的旅行社の力が強く、オンライン販売が嫌われた。 
・・・と Cendant Corp のアジア地区のオンライン部長 Ram Seethepalli が、語っている。 
 

しかし今日では、LCC の格安運賃（Web 運賃）が旅行社の間で広がりを見せている。 
8 月には、Air Asia は、携帯電話やワイヤレス器機から予約可能なシステムを立ち上げ、1
㌦運賃の時間セールを行ったりしている。 初めから終わりまで全てがオンライン トラン

ザクションの航空券購入が、鰻上りに増加している。 
急増しているのは、E-コマースだけではない。 アジアの各地で LCC が雨後の竹の如く立

ち上がっている｡ 突然、シンガポールで 3 社の LCC が設立されたと思ったら、香港、タ

イ、インドでも、同様の傾向が見られている。 これらの LCC 達は、格安運賃と、路線拡

張でもって、今まで飛行機に乗ったことがない、新規の航空需要を開拓している。 
汎アジアのオンライン旅行社 Zuji は、韓国･台湾･シンガポール･オーストラリア･ニュージ

ーランドに於けるオンライン予約が急増していると言っている。 
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欧州 
欧州のオンライン販売が、何処よりも活気付いている。 Ryanair が、この地区の LCC を

リードし、英独仏の 3 カ国が、オンライン旅行スペクトラムの最先端を走っている｡ しか

し、それ以外の地域でも、オンライン旅行市場は進展を見せている 
ロシアでは、国内に於ける LCC 運営と、国外からの LCC の飛来が増加している。 
北欧では、Reykjavik=CPH/LON 線でスタートした Iceland Express（LCC）が、今では、欧

州第 4 位（供給座席数）の LCC に成長している。 
Icelandair は、easyJet の 13％の株式を取得して、今度は、Iceland Express とその子会社の完

全買収を目論んでいる。 アイスランドの旅行検索サイトの dohop.com によると、Reykjavik
から、LCC で行く事が出来る都市は、200 都市に上っている。 
 

中近東･アフリカ 
中近東･アフリカ地区初の LCC Air Arabia が、自社オンライン直販サイトで堅調に販売を伸

ばしている。 そして路線を拡張し、シェアーを拡大している。 
クエート初の LCC Jazeera Airways が 10 月 30 日から営業を開始する。 
 

アフリカでは、2001 年に南アの LCC Kulula が設立された。 そして設立後、僅か 3 ヵ月

半後に、自社サイト経由の予約が、収入の半分以上に増加した。 しかし、世界のエマー

ジング市場のコンテクストから言うと、アフリカの LCC 市場は全く活性化されていない。 

money-handling issues が、この地区の LCC ビジネス発展を阻んでいる。 
 

南アメリカ 
南米は、南アの状況に似通っている。 GDS 達は、南米のコンテントを欲しがっている。 

しかし、自分達でインベントリーを管理したがっている航空会社から、コンテントを集め

るのに苦労している。 
ブラジルでは、今迄レガシー キャリアに占有されていた市場に、振興の LCC 達が参入し

ている。 2004 年に営業を開始した GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.（LCC）は、AgentWare
と流通契約を締結して、収入の 3/4 をインターネット販売で上げている。 ★ 
 
 

（２） 伝統的航空会社 レベニュー コントロール失敗 
 

LCC の成功の秘訣は、コストの完全コントロールではなくて、レベニューコントロールに

ある、と言っている人がいる。 
 

Radixx International（Orlando） CEO Ron Peri がその人だ。 彼は、「レガシー航空会社は、
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当てにならない情報に基づいて、意思決定を行っている間違いを犯している」、と言ってい

る。 以下は彼の発言。 
 

 レガシー航空会社は、コスト削減に血眼になっているが、彼等のレベニュー マネジ

メントに重大な欠陥が有る事は、語られていない真実だ。 
 実際の収入を反映させるアクチャルなデータを得るのに 3 ヶ月も待っていては、LCC

とは競争出来る筈がない。 レガシーは、L/F と収入を予測するのに統計的手法を用

いている。 これでは、正確な収入の特定は困難だ。 
 LCC は、予約が運賃の前払いと取消手数料を要求しているので、いつも収入を特定出

来る環境で意思決定を行っている。  
 LCC と言う名称は、誤っている。 何故ならば、彼等の成功のクリティカルな鍵は、

より良いレベニュー コントロールにあるのだから。 
 将来の有るべきレベニュー マネジメントの形態は、LCC 同様に予約時点での前払い

（注）とする必要が有る様だ。 
（注）殆どの LCC のオンライン予約は、予約の際にクレジット カード番号をインプット

しないと予約が完了されない。 予約後 24 時間以内の支払猶予が与えられる場合もある。 
 

 前払い（immediate payment）とする為には、チケットレスにする必要がある。 チケ

ットレスは、E-チケットとは違っている。 IATA が 2007 年迄に実行しようとしてい

る E-チケットはまやかし（fool’s gold）だ。 
 IATA が標榜している E-チケッチトのシステムは、今迄の“紙の航空券”のキャッシ

ュの流れに沿って出来上がっている。 従って、これでは収入の特定が出来ない。 
 暫く経った後でしか収入が特定出来ない事は、収入機会の逸失（lost opportunity cost）

が存在している事を意味している。 
 GDS が、チケットレスの障害だ。 ここ暫くは、E-チケットとチケットレスの混在が

続くだろう。 レガシーは、LCC の真似をしている。 LCC は、レガシーの流通チ

ャネルを使い始めている。 そして、レガシーと LCC のハイブリッド型が生まれて

来るだろう。 
★ 
 

（３） レール ヨーロッパのオンライン販売挑戦 
 

Rail Europe は、1930 年にフランスの民鉄により設立された、欧州の鉄道切符の販売会社で

ある。 現在はフランス国鉄（SNCF）とスイス国鉄（CFF/SBB/FFS）のジョイントベンチ

ャー企業となり、各種レールパスやチケットを、世界の30ヶ国以上の国々で販売している。 
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1997 年より開始したオンライン販売は、全収入の 40％を構成し、更に、これを拡大し様と

している。 Rail Europe は、鉄道オンラインの jetBlue になる事を望んでいる。 
今日では、毎日 25,000 のユニーク ビジターが www.raileurope.com（下画面）を訪れている。 

そして、今年、75,000 のダイレクト予約と、30,000 の旅行業界からの予約を受け付ける事

を期待している。 Rail Europe は、コールセンターを立ち上げ、ユーザーからのフィード

バックに基づいて、絶え間ないサイトの改善に取り組んでいる。 

 
 

Rail Europe が、直面している問題は、以下の 5 つである。 
 

① バックパッカーが利用する交通手段と言う芳しくないイメージの払拭 
② スピードと快適性に優れた欧州鉄道の広報宣伝活動の展開 
③ 旅行社の販促活動が期待できない（低コミッション プロダクト→旅行社否積極的） 
④ GDS リスティング順位最下位（所要時間でリストされる） 
⑤ レールパスの売れ行き不振、変わりに区間切符の販売好調→鉄道インベントリーとの
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旅行なリンクが益々重要。 
 

これらの問題を克服するために、Rail Europe は、以下を実施している。 
 

① 米加の 500 以上の旅行社に端末（プリンター付き）を設置 
② 大手旅行社 STA, Vacation.com, Virtuoso, Carlson Wagonlit, AAA との提携 
③ アジア、南米、中東、南ア、オーストラリア、ニュージーランドに 1,000 台の端末を配

備し、欧州鉄道の GDS となる 
④ Travelocity へ欧州鉄道検索エンジンの提供 
⑤ 継続したテクノロジー投資による、絶え間ないインターフェイスと機能の改良 
 

Rail Europe のライバルは、LCC とレンタカーだ。 
 

欧州の LCC は、格安運賃と路線拡大でもって、旅行者の注目を集めている。 これとの競

争は、殆ど勝ち目が無い。 しかし、幸いな事に、LCC の路線網と欧州鉄道路線とは、余

り重複していない。 ハイスピード鉄道が、LCC を駆逐するケースが存在する。 easyJet
の PAR=Marseilles は、TGV の 3 時間を切る弾丸列車に敗れて、路線廃止に追い込まれた。 
レンタカーは、法人需要の閑散期に当たる夏場の観光シーズンに、多くのレジャー旅行者をレ

ンタカーに引きつけている。 1 人あたりの料金は、レンタカーの方が競争力を有している。 

Rail Europe は、プロモーショナル運賃を設定して、これに対抗している。 ★ 

 

 

（４） アメリカン エキスプレス 自社に有利なオンライン販売調査 
 

American Express Business Travel は、「自社オンライン予約ツールと、Expedia、Orbitz、
Travelocity のオンライン旅行社 3 社との価格比較」の調査（2005 U.S. Online Business Travel 
Benchmarking Study）を Harrell Associate に依頼した。 この調査結果は、『American Express
のツールの方が、オンライン旅行社 3 社よりも、安いレートを表示する』、であった。 
例えば； 
航空運賃では、2 位の Orbitz は American Express に対して：  ＋8％高い。 
ホテル料金では、2 位の Expedia は American Express に対して：＋4％高い。 
 

しかしこの調査は、以下の点に注意する必要がある、と TDR は言っている。 

 
 
① オンライン旅行社 3 社のコマーシャルサイトと比較している。 
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本来は、法人予約ツール同士の比較をするべきであるが、オンライン旅行社 3 社のコ

マーシャルサイトと比較している。 調査会社の Harrell は、その理由として、○イ3 社

の法人予約コンテントにアクセスできなかった、○ロ法人予約では、多くのリーケージ

（コマーシャルサイト予約）が存在する、の二つを上げている。 

 
② LCC のファクターが結果を左右している 

American Express は Southwest 航空へアクセスできるのに対して、オンライン 3 社のコ

マーシャルサイトは、それが出来ない。 この調査の Southwest の予約量は、全予約

量の 7％を占めるため、Southwest 格安運賃（オンライン旅行社運賃の平均▲40％）へ

アクセスする American Express の検索結果が、当然、他に比べてより安い低運賃を表

示する事になる。 
なお、Expedia Corporate Travel は、Southwest や jetBlue にアクセス可能。 また、

Travelocity Business は、AirTran, jetBlue, CanJet にアクセスする。 
 

③ American Express の広報活動の一環としての調査である 
この調査は、『TMC は多くのサービスを提供するが、価格は高い』と言う、企業の誤

った既成概念を払拭するために実施されたものである。 オンライン旅行社との真の

比較をするのであれば、価格の検索結果に焦点を当てるだけではなくて、検索プロセ

ス比較も実施するべきであった、と TDR は述べている。 
★ ■ 
 
 
PhoCusWright TRAVstats, 10/4/2005 

3. U.S. Online Travel Agencies To Book Nearly One Quarter Of All Sales 
On International Web Sites By Year End 

 米オンライン旅行社 2005 年上半期実績 

 

米オンライン旅行社の 2005 年上半期グロス ブッキング実績は、前年を＋29％上回る、168
億㌦（1 兆 8,500 億円）であった。 その特徴点は、以下の通りである。 
 

 海外サイト販売の大幅な増加が、米国内サイト販売成長鈍化を救っている。 
上半期の海外サイト販売は、前年同期比で倍以上の増加であった。 この期間の米国

内サイト販売は、＋15％増であった。 
海外サイトの買収（Cendant の ebookers と Flairview Travel、Sabre の lastminute.com、

Priceline の Active Hotels と Booking B.V.の買収）が、海外販売増に貢献している。 
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海外サイト販売は、現在、全販売の 17％を占めているが、今年末には、全販売の 25％
を構成するまでに成長するだろう。（2003 年の米オンライン旅行社の海外サイト販売

構成比は、8％であった。） 

 

 マージン率の高いパッケージ販売が増加している。 
米国内サイト販売の成長が鈍化して来たので、オンライン旅行社各社は、マージン率

の高いパッケージ販売に力を入れている。 
Expedia（Hotels.com と Hotwire 込み）のパッケージ販売は＋21％増加して、同社の総

グロス ブッキングの約 17％を占めるまでに成長している。 
Travelocity では、＋86％増加して、総グロス ブッキングの約 13％を構成している。（前
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年同期の構成比は 11％） 

 

 マーチャント ホテル販売が依然として増加 
マーチャント ホテル販売は、米オンライン旅行社にとって、依然として極めて重要な

部分を占めている。 
Expedia では、＋7％以下の増加であった。 他サイトとの競争激化と、サプライヤー

直販サイト販売の増加により、Expedia のマーチャント ホテル販売の増勢が鈍化して

いる。 
Travelocity のマーチャント ホテルの増加は、第 1 四半期で＋32％、第 2 四半期で＋41％
を記録している。 このマーチャント ホテルの増加が、Travelocity の米国内サイト販

売増を、Expedia の＋20％を超過する、＋25％にまで押し上げている。 
Priceline は、＋44％増を記録している。 昨年の Active Hotels と最近の Booking B.V.
のホテル販売サイトの買収が、同社のマーチャント ホテル販売を押し上げている。 
Cendant は、国際的なホテル流通 Fairview Travel の買収により、グロス ブッキングを

伸ばしている。 
 

 Travelocity のシェアーが伸びるだろう 
シェアー2 位の Travelocity は、この下半期に、25％にまでシェアーを拡大するだろう。 
そして、1 位の Expedia のグロス ブッキングの半分以上を売り上げるだろう。（Expedia
のシェアーは、51％から 48％に低下するだろう。） 
これら全ては、Travelocity の最近の lastminute.com 買収によるものである。 
lastminute.com 売上は、10 億㌦（1,100 億円）。（今年の上半期） 
この買収で、Travelocity の海外サイト販売は、総販売の 31％に達している。（注） 
そして、Expedia 海外サイト販売の 75％のレベルにまで達することになる。 
（注）Sabre(Travelocity)は、海外サイト販売を全収入の 40％にする事を目論んでいる。 

■ 
 
 
DTW, 10/7/2005 

4. Buyout In Places, Amadeus Moves Closer To Delisting Of Stock 

 アマデウス バイアウト 株式上場停止間近 

 

Amadeus の株主総会は、スペインの MAD 及び BCN の証券取引所で、同社の株式上場を停

止する事を承認した。 これは、Amadeus の 54 億㌦（5,940 億円）に上るバイアウトが、

最終段階に入った事を意味している。 実際の上場停止申請手続きは、数週間以内に行わ
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れる模様である。 
 

欧州バイアウト企業の Cinven と BC Partners の 2 社が、現在、Amadeus の 53.3％のマジョ

リティー株式（と議決権）を取得する。 AF、LH、IB の 3 社は、残りの 46.7％の株式を

保有する事になる。（この航空 3 社は、バイアウト以前も 46.7％の株式を所有していたが、

その時点では、85％の議決権を有していた。 3 社各社の持ち株比率は、AF 23.3%、LH 
11.7％、IB 11.7%。 
 

Amadeus は、同時に、PAR と FRA の証取からも上場廃止されるが、これには、株主の承

認行為は必要とされない。 
Cinven と BC Partners の 2 社は、Amadeus 一株を 7.35 ﾕｰﾛ（9.56 円、8 月 17 日株価＋49.4％
プレミアム）で買収した。 これにより最大株主の AF は、約 10 億㌦（1,100 億円）現金

を得ている。（キャピタル ゲインは凡そ＄705m≒775 億円、第 2 四半期計上） 
 

Amadeus は、バイアウト後に、バイアウト企業 2 社と航空 3 社で構成する WAM Acquisition
により所有されるプライベート企業となる。 この WAM Acquisition が、Amadeus の 98％
を所有し、残りの２％は、Amadeus のマネジメントが所有する事になるだろう。 
 

新しい、オーナシップの下で、Amadeus は、IT サービスとエアライン ソリューションに

焦点を当てた企業運営を継続する。 
 

[以下は、eyefortravel.com, 10/7/2005] 
Amadeus は、Spain Stock Market Regulator（CNMV）に、7 月 31 日で終了する初の連結決算

をファイルした。 この決算は、国際会計報告規則（International Financial Reporting 
Standards）に基づいている。 
この連結決算は、2005 年 1 月～7 月迄の 7 ヶ月間のみをカバーしており（決算期間が、8
月 1 日～7 月 31 日に変更されてから、初めての決算）、これによると； 
総予約取扱量 ＋4.1％ 284,100 千  欧州  ＋3.5％ 
     米州  ▲4.1％ 
     その他 ＋8.9％ 
総収入   € 1,460.3m（1,830 億円） ＋15.9％ 

 予約収入  € 1,006.7m（1,310 億円） ＋10.1％ 
 非予約収入 €  399.5m（ 520 億円） ＋33.8％ 
EBITDA   €  373.1m（ 490 億円） ＋ 4.3％ 
Net Profit   €  165 m （ 215 億円） ＋15.7％  ■
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5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 

（１） ガリレオ 中近東･アジア地区で、旅行社プライベート運賃ソリューション強化 
Galileo は、中近東･アジア地区で、2 年前に導入された、旅行社プライベート運賃ソリュー

ション Agency Private Fares をエンハンスした。 これは、航空会社によってファイルされ

た特別なネゴ運賃（カテゴリー35）を管理するソリューション。 
カテゴリー35 は、航空会社が、特定の旅行社用のプライベート運賃とチケッティング情報

の詳細を、自動的にファイルする方式。 
航空会社による ATPCO（Airline Tariff Publishing Company）経由のカテゴリー35 運賃ファ

イルの増加が、度重なるマークアップの変更と運賃の再流通を、旅行社に強いて来た。 エ

ンハンスされた Agency Private Fares ソリューションでは、旅行社に於けるネゴ運賃に対す

る自由なマークアップ（或いはダウン、或いは見送り）の適用や、ルールの追加を可能に

する。 そして、その運賃を、全ての旅行社グループ内に再流通させる事を可能にする。 
更には、航空会社が、将来、運賃を変更する場合は、デスクトップ上の表示運賃は、旅行

社の手を煩わす事無く、自動的にアップデートされる。(asiatraveltips.com, 10/7/2005) 
 

（２） ハリケーン襲来とガソリン高騰 旅行消費に影響を与えず 
ハリケーン襲来とガソリンの高騰は、旅行消費には影響を与えていない。 これは、先月

行われた、Network of Entrepreneurs Selling travel（NEST）のホーム ベース旅行社を対象に

した“Flying High Flash Poll”の調査結果。 
86％の回答者が、カトリーナは、彼等のビジネスに影響を与えていないと、言っている。 

（15％が、消費者は、旅行消費を控えていると回答している。） 
同様に 81％が、ガソリンの高騰は、旅行支出に影響を及ぼしていないと回答している。 

（10％が、影響している、と回答している。） 
サプライヤーから、ホーム ベース旅行社はサポート受けているか？の問いに対しては、

57％が YES と回答している。 40％が SOMEWHAT、3％が NO と回答している。 しか

しマジョリティー（78％）は、過去数年間で、サプライヤーのホーム ベース旅行社に対す

るサポート レベルは向上している、と回答している。(DTW, 10/7/2005) 
 

（３） カールソンワゴンリー 法人旅行取扱ビジネス大幅増加を予測 
Carson Wagonlit Travel Worldwide（CWT-W）は、世界のビジネス需要が、年＋5％～＋7％
で増加すると予測している。 CWT-W では、二桁の増加が見られている。 世界のビジ

ネス需要は、9-11 以前の需要以上のレベルに回復している。 この増加傾向は、最近、発
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生しているぐらいのクライシスでは、微塵も影響を受けていない。 中国の成長バブルの

崩壊か、アジアのインフルエンザの猛威か、9-11 並みのテロの再発以外には、この増勢を

食い止める事は出来ない様だ。 CWT-W は、法人旅行取扱ビジネスには、爆発的な増加

ポテンシャルが存在すると見ている。 日本では、多分未だ５％程度しか、法人旅行はマ

ネッジされていない。 中国では、在中国の国際企業以外は、全く管理されていない。 そ

して、米国や欧州でも、法人旅行取扱ビジネスは、まだまだ拡大する余地が残っている、

と CWT-W は述べている。（DTW, 10/12/2005） 
 

（４） トラベロシティー ビジネス ハイアット法人割引レート提供 
Travelocity Business は、Hyatt の法人割引レート（前払い不要）の提供を開始する。 

Travelocity.com も、優先サプライヤー契約により、Hyatt のマーチャント ホテル レート（前

払い必要）を提供する。 
Travelocity Business は、この他に、Best Western, Kimpton, Utell by Pegasus, Wingate, Ramada, 
Red Lion、その他の独立系ホテルの割引レートを提供している。 通常、大手企業は、ホ

テルとの法人契約を有しているが、法人契約ではカバーされていない都市のホテル予約に

は、この Travelocity の法人割引レートが利用されるだろう。(DTW, 10/11/2005) 

 
（５） マリオット 自社サイトでエアーとカーのオンライン予約開始 
Marriott International は、自社サイト www.marriott.com の Marriott Flexrez 機能で、エアー（メ

ジャーを含む 60 社）及びカー（9 社）のオンライン予約を可能にする。 Marriott Flexrez
機能は、FFP 会員番号もアクセプトする。(DTW, 10/12/2005) 
 
 
 

 空 運  
 

（１） デルタ航空 燃料対策収支減便中止 10 月 8 日から全便運航 
DL 航空は、燃料セーブのために実施していた、スポット減便（収支減便）を、10 月 8 日

から中止し、スケジュール通りの全便運航に復帰する。 DL は、「減便中止は、米南東部

のジェット燃料事情が改善されたため」、と言っている。(DTW, 10/7/2005) 
 

（２） エアバスとボーイング 記録的な受注機数を獲得 
エアバスとボーイングの今年の受注機数は、既に 1,000 機を超えている。 エアバスは、

1986 年の最高受注機数 1,500 機に、近づくだろうと予測している。 
1 月～9 月までの受注機数は、ボーイング 605 機、エアバス 400 機（推定）となっている。 

現在までのデリバリー機数は、ボーイング 217 機、エアバスは 271 機（前年同期比＋21％）
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を記録している。 この勢いは、来年も継続されるようだ。 2006 年には、ボーイングは

390 機、エアバスは 400 機以上をデリバリーする予定であると、両社は言っている。 殆

どの新規のオーダーは、欧州とアジアの航空会社からのものである。 受注機数の半分は、

LCC からのシングル アイルの小型機（120 席～200 席）。 エアバスは、A320 型機の生産

能力を向上させ、月間 27 機生産から 32 機に拡大する。 
燃料高騰の影響で、燃費効率の良い新型長距離中型機 B787 や A350 の売れ行きが増加する

と見られている。 エアバスは、先週 A350 生産を正式に決定した。 今年中に 200 機の

受注を期待している。(channelnewsasia.com, 10/9/2005) 
 

（３） EDS の予約システムが、新生ユーエス航空の予約を取り扱う 
America West 航空で採用されている EDS の予約システムが、合併後の新生 US 航空の予約

システムとなる。 現在の EDS 予約システムは、年間 25 百万～30 百万の America West
予約をハンドリングしているが、これを年間 85 百万までに能力アップする。 
EDS（Plano, Texas）は、1983 年の America West の初便以来、同社に IT サービスを提供し

ている。 旧 US 航空には、2001 年の 7 月以来サービスを提供している。(DTW, 10/10/2005) 
 

（４） アジア＝中東間の航空需要が倍増している 
アジアと中東間のトラフィックが、両地域間のビジネスの増加に伴って、倍以上増加して

いる。 Abacus International は、「アジア地区需要の継続的な増加（＋8％程度）が期待さ

れている」、「この地区で、2,700 万枚の航空券を取り扱う事になるだろう」、と言っている。 
そして、「アジアと中東間路線の予約は、今年の 8 ヶ月間で、＋107％の増加を見ている」、

と言っている。(channelnewsasia.com, 10/10/2005) 
 

（５） シンガポール航空 豪州＝米西岸の運輸権獲得でロビー活動強化 
SQ 航空 CEO Chew Choon Seng は、豪州の首都キャンベラで、「SQ は、Tourism Australia と
の協賛で、豪州の外客誘致プロモーション（3 年間）に A$12m（10 億円）を拠出する」と

発表した。 SQ は、既に、同種のプロモーションを実施しており、これに年間 S$10m（6.8
億円）を支出している。 SQ は、豪州＝米西岸の運輸権獲得出来た暁には、米国に於け

る visit Australia のプロモーション  キャンペーンへの協力を約束している。

(channelnewsasia.com, 10/10/2005) 
 

（６） 英国航空、アメリカン航空との提携強化を模索 
BA の新 CEO Willie Walsh が、AA 航空と、より緊密な関係を構築する為に、両社間の協議

再開に意欲を見せている。 両社の、プライシングやスケジュリングを含む、幅広い提携

関係構築の試みは、2002 年 1 月に、米当局が提携承認（独禁のイミュニティー付与）との

見返りに、BA と AA から LHR 空港の 224（？）スロット割譲を要求した為に、ご破算に
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なっている。 Walsh は、BA と AA の合併の可能性を、完全に否定している。

(channelnewsasia.com, 10/10/2005) 
 

（７） 英国航空、年金削減案の社員説明開始 
BA は、定年迄 BA で働くならば、より多くの年金積立を行うか、そうでなければ、少な

い年金給付を容認するかの何れかの選択が必要と言う、年金削減案の社員説明（consultation 
exercise と呼んでいる）を開始した。 先週発行されたニュース レターの中で、BA CFO
は、NASP 年金基金加入者に、「▲£10 億（2,000 億円）年金積立不足の討議に参加しょう」

と呼びかけている。 彼は、「問題は至って簡単だ。 どうしたら、我々は、会社の将来を

危うくせずに、NASP 年金基金を維持出来るのか？という事だ」と述べ、社員の理解を求

めている。 BA のこの呼びかけは、多くの企業が、新入社員に対して現行年金スキーム

の適用を中止し、既存の年金基金加入者に対しては、積立ベネフィットのカットの方法を

模索している最中に行われている。 彼等は、BA の呼びかけに対して、社員がどの様な

反応をするかを、興味深く見守っている。 
BA は、「寿命が伸び、長期金利が低下しているので、年金債務が増加している」、「現行の

コントリビューション レベルでは、最早支払う事が出来ない」と言っている。 BA は、

最近、年金積立繰入レートを倍増させている。 昨年度末の積立不足額は14億ポンド（2,800
億円）（FRS 17 会計ベース）となっている。(FT.com, 10/10/2005) 
 

（８） コンチネンタル航空 年金基金に$84m（93 億円）繰入 
CO 航空は、$84m（93 億円）を、同社の確定給付型年金基金に繰り入れた。 CO の今年

迄の累計繰入額は、これで$304m（335 億円）になる。 CO は、法定最低繰入額をクリア

ーしている。 2002 年からの累積繰入額は、$826m（910 億円）に及ぶと CO は言ってい

る。(asiatraveltips.com, 10/10/2005) 
CO は、現在連邦議会で審議が進んでいる、年金繰入救済特別立法（積立不足額の繰入期

限を、14 年間に延長する法案）に反対している。（DL は、20 年延長を要求。） 
 

（９） イージージェット ミラノに英国外 6 番目の基地建設 
easyJet は、イタリアの MIL（MXP）に、英国以外では 6 番目の基地

を建設する。 easyJetは、現在、英国に10箇所（内LON3個所＝Gatwick, 
Luton, Stansted）の他、英国外に、BER、Dortmund、GVA、Basel、CDG
の 5 箇所の基地を保有している。 MIL 基地は、来年 3 月に A319 型

機 2機駐機でスタートし、夏には 3機を駐機させる予定。 3月には、

MIL 発 ATH/Gatwick/MAD/Malaga/CDG の 5 路線が開設される。 
現在運航されている MIL（Linate）＝Gatwick/CDG および MIL（Malpensa）＝BER/Dortmund
の 4 路線は、維持される。 easyJet は、Malpensa 発 7 路線で、年間 120 万人の旅客の獲得
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を目論んでいる。  
easyJet は、現在、109 機のフリートにより、欧州内 67 都市を結ぶ 222 路線（注）を運航し、

9 月までの 1 年間で 2,960 万人の旅客を輸送するRyan Air に次ぐ欧州第 2 位の LCC。 2007
年末には、164 機（A319 型機 120 機＋B737-700 型機 44 機）に増機される。 
（注）全路線の 27％が、英国発着以外の路線。 
Ryan Air は、欧州 7 カ国に 15 の基地を保有している。 既に、イタリアには、3 箇所の基

地、MIL（Bergamo）、ROM（Ciampino）、Pisa を保有している。 年間旅客輸送実績は、

3,160 万人。(FT.com, 10/12/2005) 
 

（10） ジェットブルー リジョナル ジェット機で JFK=BOS シャトル開始 
jetBlue は、リジョナル ジェット機 Embaer190（100 席）により、JFK=BOS 線（毎日 10 便）

を、11 月より開始する。 運賃は、10 月 21 日までの購入については、開設記念特別運賃

25 ㌦（片道）が提供されるが、通常運賃は、現在の平均運賃 135 ㌦を下回る 40 ㌦～120
㌦で売り出される。 この路線開設は、2 つの点で業界の注目を集めている。 
① LCC モデルの、リジョナル ジェット機と A320 型機の 2 機種運営 
② メジャーが拡大を目論んでいるリジョナル路線への LCC の初の挑戦 
 

JFK=BOS 線は、現在 DL、US、CO、AA が、日間 73 便を運航している。 jetBlue の参入

により、この路線の供給は、＋14％増加する事になる。 現在の多くの便は、LGA 発着で

あるため、JFK 発着の jetBlue 便は、低運賃と相俟って、集客力があると見られている。 そ

してメジャー4 社に少なからず打撃を与えるだろう。 
 

jetBlue は、リジョナル ジェット機を使用して、現有の A320 型機（156 席）では大きすぎ

る短距離中規模路線への進出を計画している。 Embraer190 型機の適合路線は多く存在し、

そこでのローコスト運営は必ず成功すると、jetBlue は確信している。 
メジャーも、リジョナル ジェット運営の拡大を試みているが、小型機の導入を嫌うパイロ

ット組合からの合意取得に梃子摺っている。 
 

jetBlue は、JFK=BOS 線の開設に合わせて、同じ Embraer190 型

機により、BOS=Austin（Texas）、=Richmond（Va.）、=Nassau
（Bahamas）、=West Palm Beach（Fla.）、及び JFK=Austin、
=Richmond の 6 路線を開設する。 jetBlue は、Embraeer190 型

機 99 機を確定発注している。（オプション 100 機） デリバリ

ーのスケジュールは、今年 8 機、2006 年 18 機。 現在のフリ

ートは、A320 型機（156 席）80 機保有。 来年末までに更に

＋20 機の A320 型機が追加される。(nytimes.com, 10/12/2005) 
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（11） ノースウエスト航空 破産裁判所に労働協約破棄の承認を申請 
NW 航空は、労働協約一方的破棄の破産裁判所承認を求めていると、10 月 12 日、発表し

た。 これは、労働組合が▲14 億㌦（1,540 億円）の労務費削減案に合意しない場合の話。 
NW は、この労務費削減を含み、総額▲25 億㌦（2,750 億円）のコストカットを計画中。 
コスト削減策として、報道されているものを、以下に羅列する。 
 供給減少 第 4 四半期▲7％～▲8％、米国内線▲9％～▲10％、国際線▲4％～▲5％ 
 10 月末より Minneapolis-St Paul = London (Gatwick) を運休 
 レイオフ パイロット▲400（現在 5,100）、客室乗務員▲1,400（現在 8,800） 
 高い賃借料のリース機返還 
 リジョナル ジェット運航の新子会社設立 

NW では、8 月 20 日から、4,400 名の整備員（一部整備員以外の地上職を含む）がストに

入っている。 NW は臨時雇用の代替整備員で運航を維持している。 そして、臨時雇用

整備員をパーマネント採用に切り替え始めている。（FT.com, 10/13/2005） 
 

（12） 中国本土：台湾間の直行チャーター便、2006 年 1月にも就航か 

中国本土と台湾間の直行チャーター便が、早ければ2006年 1月に就航すると見られる、と

台湾の工商時報が伝えた。 これによると、台北市航空運輸商業同業公会の代表が、本土

関係部門と直行チャーター便の運航について話し合いを進めているという。 しかし、台

湾行政院大陸委員会は、9 月末、本土との直行チャーター便運航に関する話し合いは、余

り進展がないと発表していた。（ＸＦＮ）毎日新聞 2005年 10月 13日 

 

（13） ノースウエスト航空 リジョナル便運航会社 チャプター 11 申請 
Northwest Airlink を専属運航しているリジョナル キャリアの Mesaba Airlines（親会社 Mair 
Holidings）が、10 月 13 日、NW のリストラの煽りを受けて Chapter 11 申請を行った。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesaba Airlines は、Upper Midwest とカナダの 100 都市と NW ハブ空港を結んでいる、従業

員 2,945 人のリジョナル航空会社。 Mesaba のほかに、Pinnacle（NW）、Comair（DL）の
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リジョナルキャリア 2 社も、レイオフなどの厳しいコスト カットに直面している。

(nytimes.com, 10/14/2005) 
 
 
 

 水 運  
 

（１） シルバーシー クルーズ 旅行社のクレジットカード値引き決済を禁止 
Silversea Cruises は、旅行社に於ける、顧客のクレジットカードによる、値引き額の支払い

を禁止する。 「この措置は、10 月 6 日からであるが、11 月までは柔軟に対応する」、「顧

客への値引きを全て禁止する訳ではないが、リベートは、流通システムを破壊し、旅行社

間の公平な競争を阻害する」、と Silversea は言っている。 その他のラクジュリー クルー

ズも、同様の旅行社に対する規制を行っているが、公に禁止を発表したのは、Silversea が

初めて。(DTW, 10/6/2005) 
 

（２）米国家安全保障省 カトリーナ被災者緊急住居用クルーズ船傭船契約適正と主張 
DHS（米国家安全保障省）は、先に FEMA（緊急事態管理局）がハリケーン被災者と災害

支援者用にチャーターした Carnival Cruise（3 隻）と Scotia Prince（カナダのフェリー運営

会社 1 隻）の傭船契約は、適正な価格に基づいていると、主張している。 この傭船契

約価格は、「高過ぎる」と言う、数名の議員から上がっている批判に反論している。 DHS
は、クルーズ船利用の場合の 1 人泊は、食事付き 168 ㌦で、ホテル宿泊の 1 日 190 ㌦より

も割安と言っている。（計算は、ベッド数によるもので、実際の利用者数には基づいていな

い。） 現在の利用者数は、8,136 床利用可能数に対して 5,320 人。(DTW, 10/7/2005) 
 

（３） 英国運輸省委嘱調査 英南東部に遠洋コンテナ船港建設をリコメンド 
英運輸省が MDS Transmodal（運輸コンサルタント）に委嘱した、遠洋コンテナ船寄航港建

設に関する調査は、以下をリコメントしている。 
① 遠洋コンテナ船用の十分な港湾施設を保有しなければ、英国向け貨物は、欧州他国の

港で、フィダー船に積み替えられて、英国に輸送される事になるだろう。 
② 積み替えコストが嵩むと同時に、世界の貨物輸送ビジネスから、英国は、大きく後退

するだろう。 
③ 遠洋コンテナ船の寄航港は、大きな商圏を抱えている英国南東部に整備するのが好ま

しい。 
この調査結果は、港湾開発を計画している地方の港（特に Tessport, Middlesbrough）に打撃

を与えるだろう。 英国政府は、この調査の開始前に、テームズの Shellhaven 遠洋コンテ

ナ船港建設計画に暫定許可を与えている。 その他の 2 港に対する決定も、間もなく下さ
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れるだろう。 英国の海運業界は、2002 年から 2004 年の間に 47 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（9,400 億円）か

ら 101 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（2 兆 200 億円）に拡大している。(FT.com, 10/10/2005) 
 

（４） フローティング コンド 2008 年就航 
Orpalese Global Strategies は、200 戸のプライベート レシデンシャルと 265 のスイートを有

するレシデンシャル オーシャンライナーを建造している。 ヘルシンキの Aker Finnyard
の設計で、2008 年の就航を目指している。 このオーシャンライナーは、目的地中心のク

ルーズとは違って、カンヌ映画祭、オリンピック、上海の中国正月等のイベント中心にク

ルーズが計画される。 2 ベッドルームと 4 ベッドルームが、＄1.8ｍ～＄2.0ｍ（2 億円か

ら 2.2 億円）及びメンテナンス アセスメント（船の全てのクルーズ施設、食事、ユティリ

ティー、緊急医療施設が利用可能）で販売される。(DTW, 10/14/2005) 

 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 
（１） アムトラック レールヨーロッパ経由のレールパス販売拡大 
Amtrak が、Rail Europe 経由のレールパス販売を、世界 40 カ国に拡大する。 実際に販売

するのは、Rail Europe の合弁企業である Rail Europe 4A の国際販売エージェント。 今ま

では、販売エージェントは 8 社に限られていた。 (DTW, 10/10/2005) 

 
（２） 「リニモ」台湾で復活 愛知万博のリニアカー 台北市が計画推進 
「愛・地球博」（愛知万博）のアクセス交通機関として活躍した、磁気浮上式リニアモータ

ーカー（HSST）「リニモ」（写真）が、台北市の新交通システムに導入される方向になった。 
12 日付の台湾主要各紙が伝えた。 
「聯合報」などによると、台北市当局は、11 日の市議会

で、新交通システム（MRT）計画に関連し、新北投支線

（1.1 ㌔？）へのリニモ導入方針を説明。 議会審議や

地元説明などが順調に進めば、2006 年年末に完工、2007
年夏前に営業開始の見通しという。 
新北投支線は、台北市中心部と郊外を結ぶ幹線から、枝

分かれする形で温泉地の新北投地区に通じる路線。 現

在運行中の鉄道は、線路と住宅の距離が近く、沿線住民

から騒音・振動対策を求める声が出て、市当局がリニモ導入を検討していた。 市議会で

は、計画賛成の声が多いが、約 8 億台湾元（約 27 億円）とされる事業費と、住民の電磁波

への不安解消が課題となりそうだという。 （西日本新聞、10 月 13 日） 

情報 189（平成 17 年 10 月 14 日）  TD 勉強会 21



 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１） ガラ+コーラル合併 上場すれば FTSE100 銘柄最大の賭博企業となるだろう 
Coral Eurobet（私営馬券業者）を 21.8 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（4,360 億円）で買収したビンゴとカジノ グ
ループの Gala は、上場すれば、FTSE100 銘柄内の最大賭博企業に位置されるだろう。  
3 年前に Coral を買収した Charterhouse は、Gala の Coral 買収で、投資額の 4.5 倍の 12 億ﾎﾟ

ﾝﾄﾞ（2,400 億円）を得る事になる。 買収完了後の Gala は、1,450 のアウトレットを保有

し、17,000 人の従業員を雇用する、enterprise value が 42.4 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（8,480 億円）となる大

手賭博企業となる。 今年利益（EBITDA）約£400ｍ（800 億円）の 20％はカジノとオン

ライン賭博から、80％はビンゴとベティングから上げるだろう。 
Gala のプライベート エクイティー オーナー3 社（Candover、Cinven、Permira）は、この

買収に夫々£275ｍ（550 億円）を投資している。 この投資規模は、3 社にとって最大で、

彼等は、適当な時期の Gala の上場を期待している。（FT.com, 10/10/2005） 
 

（２） ニューヨークのホテル  超満室、超高値 
NYC のホテルが活気付いている。 PKF Consulting のレポートによると、ラクジュリー ホ
テルで、オキュパンシーが 2004 年の 71.3％から 79.6％に、ルームレートが＋11.5％増の一

泊 409.31 ㌦に上がっている。 平均オキュパンシーは 80.5％から 84.7％へ、平均ルームレ

ートは 188.57 ㌦から 214.77 ㌦へ上がっている。(nytimes.com, 10/11/2005) 
 

（３） センダン ウインダム ホテルブランドの買収完了 
Cendant は、Blackstone Group から、Wyndham ホテルチェーンのマネジメントとフランチャ

イズ ビジネスの買収（現金＄101ｍ≒111 億円）手続きを完了した。 Blackstone（DAL）
は、Wyndham の親会社 Wyndham International を継続して所有し、Wyndham 資産を保有す

る。 Cendant は、Wyndham ブランドの買収（82 フランチャイズ、27 マネジメント コン

トラクトと世界の Wyndham ホテルとタイムシェアーのブランド使用権）で、初めてアッ

プスケールのホテル ビジネスに進出する。(DTW, 10/13/2005) 
 

（４） アコー次期最高経営責任者選出 経営陣紛糾に終止符 
Accor は、10 月 10 日、次期 CEO に Gilles Pelisson を任命する事を決

定した。 Accor の次期 CEO 選びは、10％株主の銀行 3 行（Caissse des 
Depots et Consignations、Societe Generale、BNP Pairbas）と共同創立者

2 名の間で意見の食い違いを見せていたが、以下の妥協案で決着する
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事になった。 
次期会長  Serge Weinberg（リテーラーPPR CEO）株主 3 行の推薦者。 
  統治委員会議長に就任し、ガバナンスを統括。 就任は来年 1 月。 
  創立者の 1 人 Gerard Pelisson（73）が退陣する。 
次期 CEO  Gilles Pelisson（Bouygues Telecom CEO）。 Gerard Pelisson の甥。 
  就任は来年 1 月。 Jean-Marc Espalioux が退陣する。 
米国のプロパティー ファンドの Colony Capital が Accor 株を 10％取得し（€10 億≒1,300
億円でAccorの転換社債を購入）、2人を取締役会に送り出しているが、今回の役員人事は、

フランス株主間で争われ、Colony の出る幕は無かったようだ。 Colony は Weinburg を支

持している。(FT.com, 10/10/2005) 
 

（５） パーティーギャミング株、エンパイアー オンライン株どちらも暴落 
世界最大のオンライン ポーカー賭博サイトの PartyGaming
株が、10 月 10 日、▲10％値を下げて 71P（6 月上場初値 116P
比▲40％）を付けた。 PartyGaming が、同社の賭博プロダ

クトへのクロス販売を拡大するために、「PartyPorker.com サ

イトから、新しいオペレーティング プラットフォームへ顧

客を移動させる」、と発表した直後に株価が下落している。 

PartyGaming の顧客の 20％は、Empire Online の如くの第三者

サイト（スキンと呼ばれている）が運んでくる顧客で、新設

プラットフォームへの移動は、第三者サイト顧客を無くすリ

スクを抱えている。 PartyGaming は、この流入顧客が支払

う所場代（rake）を、第三者サイトと按分している。   Richard Segal, chief of PartyGaming,  

says the company will grow. 

一方、Empire Online の株価も、▲34％下げて 121P を付けている。 同社の「オンライン

賭博市場の成長は、過去 3 ヶ月間横ばい」、と言う発表後に、株価を大幅に下げている。 
この株価は、6 月の上場値 175P よりも▲69％値を下げた事になる。(FT.com, 10/10/2005) 
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（６） スポーティングベット 利益 5 倍に増加 初の配当を計画 
7 月 31 日に終了する年度決算で、Sportingbet の税

引き前利益が£40.8m（82 億円）へと、前年比 5

倍に急増している。 収入は 14 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（2,800

億円）。 Sportingbet は、同社の運営規模が 270

万人以上の登録顧客と、年間 4 億回のスポーツ賭

博と gaming bets に、大幅に拡大していると言って

いる。 この増加傾向は、現在も続いている、と

言っている。 Sportingbet の好決算は、最近のオ

ンライン賭博株の下落を和らげるかもしれない。

(FT.com, 10/12/2005) 

 

（７） 2 つのヒルトン 合併か 
国際ホテルチェーンと賭博ビジネスの Hilton（英）が、Hilton Hotels 
Corporation（HHC、米）に、およそ 36 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（7,200 億円）で買収

される話が進んでいる。 Hilton は、1964 年に現在の 2 社の Hilton
に分割されたが、予約システムやロイヤルティー プログラムは共通

なものを使用して来た。 
最近のホテル資産売却で資金を貯えた事が、HHC の、この買収を可能にしている。 HHC
は、この買収で、国際ホテルビジネスに進出する。 Hilton（英）は、ホテル部門を売却

後、英国最大の私営馬券販売業者（bookmaker）Ladborkes の事業運営を継続する。 そし

て、社名を Hilton から Ladbrokes に変更する。(FT.com, 10/13/2005) 
 
 
 

 その他  
 

（１） ウオールストリート紙 新聞サイズを縮小 コストセーブ＄100ｍの一環 
Wall Street Journal 紙は、今月末から、国際版の新聞サイズをタブロイド版サイズに縮小し、

そして、来年 1 月から、米国版の紙面の横幅を狭める。 これは、同紙の＄100ｍ（110 億

円）のコスト削減計画の一環。 
 

米国内版は、15インチ幅から約 12インチ幅に狭められる。 縦の長さは 22インチのまま。 

これで、Washing Post, The Los Angeles Times, USA Today 等のサイズと略同一となる。 
NYC タイムズは 14 インチ幅であるが、現在のところ幅を縮める事は考えていない。 
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各紙は、購読者の横ばい（購読収入の伸び悩み）、コストの上昇に悩んでおり、人員削減、

電子版新聞の活用、記事の短縮化、紙面の小型化などのリストラ策を実行している。

(nytimes.com, 10/12/2005) 
 

 
 
 
（２） 米政府、ハリケーン被災者ホテル代に毎日 12 億円を支出 
米政府は、ブッシュ大統領の「10 月中旬までに、避難所を閉鎖して、ハリケーン罹災者に住宅

を手当てする」と言う約束を守ろうと、懸命の努力を行っている。 
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そのため、罹災者用のホテルの使用が急激に増加している。 過去 2 週間で＋60％増加して、

現在は 60 万人がホテルに滞在している。 しかし、未だに 22,000 人が避難所に取り残されて

いる。 ホテル代は、1 日当たり＄11m（12 億円）に達している。（1 泊＠59 ㌦） 10 月 24 日

には、累計で＄425m（470 億円）に達するだろう。 FEMA（緊急事態管理局）に、批判が集

中している。 曰く： 

 空いているアパートを、もっと利用するべきだ。 

 アパートなどの住居探しを、政府がもっと支援するべきだ。 

 住宅補助を現金で支給しているのは間違っている。 バウチャー方式にするべきだ。（罹

災者は、現金を溜め込んでしまう。） 

 ホテルやクルーズ船利用は、罹災者の長期住居には向いていない上にコストが嵩む。 

 トレーラー ハウスとモバイル ハウスが、2 週毎に、30 万戸用意されるはずであったが、

現在、たったの 7,308 戸しか使用されていない。 

 全ての、政府の対策は後手後手で、タイムリーな適切な対策がとられていない。 

政府は、今回の災害のスケールは巨大過ぎて、通常のハンドリングで対処できる様なものでは

ない、と反論している。 政府は、先月、災害対策費として、623 億㌦（6 兆 8,600 億円）を予

算化している。(nytimes.com, 10/13/2005) 
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（３） グーグル AOL の少数株式取得を熱望 
Google と Comcast の連合が、AOL のマイノリティー株式取得に動き出している。 
AOL 株の一部購入については、既に Microsoft が名乗りを上げている。 Google と Comcast
が、Microsoft と AOL の話し合いに割り込んだ形だ。 
 

各社の思惑は、次の通りに整理される様だ。 
 

 Time Warner は、AOL の一部株式を売却して、何とか企業価値を上げたがっている。 
 Microsoft は、検索市場で 11％のシェアーを有している。 AOL は、8％のシェアーを

有している。 Microsoft は、AOL と提携して、検索市場で 20％シェアーとして、Google
と Yahoo の 2 強に、少しでも追いつきたがっている。 

 Google は、Microsoft と AOL の結合を阻止したがっている。 AOL への検索エンジン

提供を継続したがっている。 AOL（米国で 7,300 万ユーザーを抱える）との提携強

化が、ポータルの媒体価値を更に上昇させ、オンライン広告の獲得増加が図られる。 
 Comcast は、AOL のコンテントを自社のハイスピード データ サービスと癒合させて、

一層の顧客獲得を狙っている。 そして、AOL のダイアルアップ会員のブロードバン

ド移行を、自社ネットワークに取り込もうとしている。 
 
 

10 月 12 日、AOL のライバルである Yahoo と Microsoft は、双方のインスタント メッセジ

ング サービスをリンクさせる事に合意した。 この無料の相互接続は、2006 年の第 2 四

半期から開始される。 両社は、2 億 7,500 万人いる世界のインスタント メッセジングの

利用者の、大きなシェアーの獲得を目論んでいる。(nytimes.com, 10/13/2005) 
 

インスタントメッセージを使うと、 何か話したいことができた場合、① 相手が会話オッ

ケーな状態かどうかを直ちに確認でき、その場で会話を開始できる 、② 特に人と話した

い時や、特に人と話したくない時をあらかじめ友人に伝えておくことができる 、という利

便性を得ることができます。 現在、アメリカの若者を中心に爆発的に利用が伸びていて、

去年の段階で、既に郵便物やメールの量を大幅に越えるメッセージ交換が、インスタント

メッセージで行われています。 普及も急に伸びており、バディリストにも、友人の他に、

様々なサービスが登録されるようになってきています。 業界では、「ブラウザに続く、次

世代のインターネットの中心となるサービス」だと言われています。  代表的なインスタ

ントメッセージとしては、ICQ、AIM、MS Messenger、Yahoo Messenger などがあります。 
（＠nifty メッセンジャー デリポップ） 
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Time Warner 株は、10 月 13 日、17.59 ㌦を付けている。 
52 週高値 19.90 ㌦、安値 16.03 ㌦、時価総額 810 億㌦

（8 兆 9,100 億円）。 （下図 1 年間チャート参照） 
 

 

Negotiations between AOL and Microsoft, led by 

Bill Gates, have reportedly been hot and cold. 
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編集後記 
 
 
 
 
 
 

「伝統的航空会社のレベニュー マネジメントに重大な欠陥があることは、語られていない

真実だ」とフロリダの航空テクノロジー会社の社長が言っている。（P.-７） 
 

業界紙報道には、多分に自分のシステムの宣伝と売り込みに利用されている場合があるの

で、注意する必要があるが、彼の言っている事は、傾聴に値するようだ。 
 
 
 

確かに、彼が言う通り、伝統的航空会社のレベニュー マネジメントには、統計的手法が用

いられている。 該当便の過去 3 年間程度の予約記録を、統計的手法を用いて解析し、そ

の解析データを参考にして、現在の予約管理便に、どの運賃の旅客を、どの程度受け付け

るかを決定している。 
 

予約係(イールド マネジャー)は、運賃毎に予約クラス(バケツ)を作成して、該当便の収入

が極大となる様に、各クラスの予約を受け付けたり、受け付けなかったりしているのだ。 
 
 
 

予約を左右するパラメターは多く存在する。 
･季節変動（Seasonal Valuation Index = S.V.I）、曜日変動、時間（午前/午後/深夜/早朝）変動 
･運  賃、 コミッション、インセンティブ コミッション、運賃規則 
･イベント （スポーツ大会、国際会議、見本市） 
･競争環境 （他社供給、アライアンス） 
･社会事情 （テロ、インフルエンザ、SARS） 
などのパラメターが、各予約クラスに存在するのだかから、その数は膨大になってしまう。  
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特に最近では、テロ・SARS・燃料減便などの特殊事情が多過ぎて、過去のデータ解析だけ

では、現在の該当便の予約管理を律し切れ無くなっている。 だから、イールド マネジャ

ーは大変だ。 
 
 
 

その点、LCC の予約管理は、極めてシンプルだ。 
 

① 予約状況に従って運賃を上下させ、（混んで来れば運賃を上げ、空いて来れば下げる） 
② 予約が入り次第、収入を確定できる仕組みを採用している。（運賃前払い） 
③ 運賃種別を、殆ど片道運賃の一種類に単純化して、 
④ 運賃規則を、運賃前払いと取消手数料（若しくは取消不可）に限定している。 
⑤ つまり、パラメターは、殆ど「便の現在の予約状況」のみに絞られている。 
⑥ この管理手法では、高度の統計的解析を行うシステムも、それを駆使するトレーニン

グを積んだイールド マネジャーも必要としない。 
⑦ そして、オーバー ブッキングによるフロント ラインの混乱（見えない追加コスト）

も発生しない。 
 
 

勿論、レガシーの市場は、マルチ クラスの仲介業者経由販売中心のマーケットであり、

LCC の単一クラス、自社オンライン サイト直販主流の市場とは訳が違う。 従って、単

純な両者の比較を試みるのには問題があるようだが・・・・・。 （H.U.） 
 
 

TD 勉強会アーカイブ： 
情報 151 平成 17 年 1 月 21 日 航空運賃の仕組み 色がついたバケツの理論 
情報 155 平成 17 年 2 月 18 日 満席便の予約管理 （1）レガシーの管理手法 
      （2）LCC の管理手法 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 189 （ 以 上 ） 
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