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TDR, December 13, 2006 

1. TDR 12 月 13 日号の要約 
 
TDR 12 月 13 日号（Vol. 15. No. 2）は、以下の 4 つ記事を伝えている。 
 

（５） カードが使えないアジアと付き合う方法 
（６） 2006 年の旅行業界の勝者と敗者 
（７） アジアでは、カード オンリー戦略に頼るな 
（８） チープフライト ドットコムの戦略 

 
以下に、各要約を記す。 
 

（１） カードが使えないアジアと付き合う方法 

How To Work The Asian Markets When Credit Cards Won’t Do The Job 
New tool: Visa introduces mobile phone friendly e-payment technology. 

 

アジアの旅行市場の将来は、大きく成長するだろう。 インドで生まれつつある新中間層

は、巨大な旅行とツーリズムのビジネス オポチュニティーを市場に提供するだろう。 
しかし、アジア市場に進出を希望する欧米の旅行の会社、特にオンライン旅行販売の前に、

立ちはだかる大きな問題がある。 クレジット カードの普及が進んでいないのだ。 アジ

ア市場に進出し様とするならば、カードに変わる支払手段を探さなければいけない。 Visa
カードは、以下の 3 つの方法を採用している。 
 

Solution #1: Welcome Debit 
デビットの力強いオプションが存在する。 Visa は、世界の取引高の 52%がデビットによ

るモノだと言っている。 Visa は、この地区で、クレジットを代替する各種の電子的支払

手段を試験している。 銀行口座にリンクしたデビット カード、プリペード アカウント

とリンクしたカード、提携銀行を持たないギフトカードなどをテストしている。 
 

Solution #2: Tune In To Consumers’ Mobile Phones 
アジアの人達の間で普及している携帯電話を使ったら良い。 携帯電話を携帯財布に変え

たら良い。 この転換は、大きなビジネス チャンスをもたらすだろう。 中国の eLong
（Expedia が所有）は、予約のコンファーメーションや、旅程変更やその他のアラートを携

帯電話に流している。 Visa は、マレーシアで、携帯電話による支払システムのパイロッ

ト スタディーを行っている。 インドでは Mcheque と言うプログラムを試験している。 

このプログラムは、“A Little World”と呼ばれているプログラム、若しくは、ローカル銀行
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経由でサインアップすると、携帯電話での支払が可能になる。 消費者は、小売業者の電

話番号に電話して、トランザクションする事になる。 旅行の会社は、Mcheque のボタン

をサイト上に据え付けて、それをクリックすると携帯電話経由で支払が可能になる方法を

作る事が出来る。 
 

Solution #3: Don’t Count Credit Out 
各種の代替手段が試されているが、Visa は、アジアに於けるクレジット カードの普及を諦

めた訳では無い。 人々は、カードの使用記録がトレースされて、課税強化に繋って仕舞

う事を怖れている。 だから、普及が進まないのだ。 Visa は、政府に対して電子支払手

段のベネフィットの啓蒙活動を行っている。 そして、それが一般市民までに広まる事を

期待している。 □ 
 
 
 

（２） 2006 年の旅行業界の勝者と敗者 

2006 Saw Suppliers Forge Ahead, OTAs Fall Behind 
What’s next? Watch Google make a sure footprint in travel. 

 

以下が 2006 年に、旅行市場で起きた、大きなドラマとシェアー シフトの、業界識者達が

選んだ、勝者と敗者だ。 
 

勝 者 
 

(Some) Airlines Make Smart Revisions 
・ 2006 年は、サプライヤーが市場でパワーを奪還した年だ。（Timothy O’Neil-Dunne, 

Managing Director T2Impact） 
・ US Airways を買収し、リフォームした America West と、航空運賃・アメニティー・条

件を分割化（unbundled）した Air Canada が勝者に列されるだろう。（エアライン アナ

リスト Robert Mann, R.W. Mann & Co.） 

 
Hotels Benefit From Strong Brands 
・ 顧客・レート・市場シェアーを取り戻し、旅行者に真のバリューをオンラインで提供す

る機会を捕まえたホテルが勝利者だ。（Mims Wright, T2Impact パートナー） 
・ ホテルにとっては、宿泊客の増加に支えられ、2006 年は 良の年となった。 この需

要増の助けを借りて、客室レートを上昇させ、RevPAR を成長させた。（Brad Garner, VP 
of Smith Travel Research） 
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・ eFolio の成功も、大きな成果だ。 2007 には、更に大きなインパクトをもたらすだろう。

（Maria Chevalier, VP of Advito BCD Travel コンサルティング部門） 
 

Priceline Stands Strong Amidst OTA Struggle 
・全般的に言って、オンライン旅行社の 2006 年は、余りパットしなかった。 しかし、の

中にあって Priceline は、輝かしい実績を遂げて、OTA 御三家（Expedia, Travelocity, Orbitz）
の仲間入りをした。（Mims Wright, T2Impact パートナー） 

 

GNEs’ Key To Success: Corporate Market 
・ GNE は、数年前に市場に登場した時の輝きをなくしている。 しかし、彼等は、ゆっ

くりとではあるが、ニッチとしての、市場に於ける自分達の居場所を見つけつつある。 

GNE の力を過小評価してはいけない。 今年の、数々の GDS をバイパスするダイレク

ト リンク交渉を実施した GNE は、今年の勝者だ。 近の Farelogix の BCD Travel と
の契約を見れば、GNE が着実に成長している事を示している。 法人旅行市場への進

出は、GNE にとって一つの転換点となる。（BCD は、法人旅行管理会社）（Norm Rose, 
Travel Tech Consulting 社長） 

・ 旅行社の POS ツールの低いアドプション レベルを見れば、GNE は敗者にリストされ

る事になる。 GNE は大分成長していると言っても、今の所は勢力を得ていない。

（Timothy O’Neil-Dunne, Managing Director T2Impact） 
 

Three Cheers For Outside-The-Box Thinkers 
・ 新しい機能とオンライン上の旅行計画を容易にしたテクノロジーを開発した Kayak, 

Seat Guru, Airfare Watchdog, Sherman’s Travel, Farecast が、スマートなリスク テイカー達

だ。（Pamela Johnson, PJ Inc） 
・ WorldTravel BTI と TQ3 Travel Solution が結合してリブランドされた BCD Travel も、こ

の入賞者のリストに入るだろう。 他の誰よりも、オンラインで旅行から利益を上げた

Google も勝利者に数えられる。 Google の Jane Bulter は、Travel’s person of the year だ。

（O’Neil-Dunne） 
 

 
 
敗 者 
 

Overall Airlines Miss The Mark --- Again 
・ GDS のブッキング フィーを大幅に値下げすると言っていた、航空会社が敗者に入るだ

ろう。 彼等のセーブしたホンの僅かな額は、皆を驚かせている。（O’Neil-Dunne） 
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OTAs Need A Booster 
・ OTA は、2006 年は、特に立ち直りを見せたサプライヤー達の前では、活気がなかった。 

特に Expedia には失望した。 Expedia の現在の状況は、サプライヤーに対する余りに

も高圧的な態度が災いしている。 言う事を聞かないからと言って、検索ランキングを

下位に下げるなど、現在の市場環境では考えられない馬鹿げた行為だ。（Mims Wright, 
T2Impact パートナー） 

・ その上、Expedia は、消費者のパワーを上手く利用する事に失敗している。

（O’Neil-Dunne） 
 

Being Too “Traditional” Can Get You In Trouble 
・ Worldspan は、Plan B を持っていなかったので、敗者に入るだろう。 Navitare は、AirTran

から切られる大失敗を演じている。（O’Neil-Dunne） 
・ 伝統的な旅行コンソーシャは、旅行社にも、あるいは、サプライヤーにも、説得力ある

バリュー プロポジションを与える事が出来なかった。（Wright） 
・ 伝統的旅行社も敗者だ。 彼等は、来るべき変化を予知していながら、その対策を取る

事に、依然として失敗している。 
□ 
 
 
 

（３） アジアでは、カード オンリー戦略に頼るな 

Don’t Bank On Credit-Card-Only Strategy With Asian Consumers 
Tip: Don’t be fooled by a low percentage of persons without credit cards 

 

Forrester Research は、2006 年 8 月の調査で、アジア太平洋地区のクレジット非保有率を下

表の通りにまとめている。 この調査によれば、中国の主要都市に於ける非保有率は、オ

ンライン レジャー旅客の場合 13%と低い。 しかし、それでも、巨大な人口を考慮に入

れると、極めて多くの人達が未だカードを保有していない。 
 

この市場に参入するには、以下の 3 つに注意を要する。 
（１） クレジット カードを代替する支払手段の開発。 
（２） しかし、同時にクレジット カードの販促強化。 
（３） レジャー、ビジネス別の販促活動の導入。 
□ 
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（４） チープフライト ドットコムの戦略 

What New Insight Into Your Web Marketing Tactics? 
Cheapflights Gives Its Partners A Head Start 
Advertising partners make better business decisions with Partner Portal. 

 

オンライン航空運賃ディールの編集会社である Cheapflights.com は、無料で航空運賃を掲

載して、広告パートナーである — 航空会社／オンラインとオフラインの旅行社／コンソリ

データー／目的地スペシャリスト達を喜ばせている。 その Cheapflights が、新たなイン

センティブ ツールを開発し、彼等がサイトから離れられなくしている。 
 

CPP Shows More than Just Number Of Clicks 
Cheapflights が開発したツール（現在β版）は、“Cheapflights Partner Portal”（CPP）と呼ば

れるモノで、パートナー達に、ほとんどリアルタイムの、彼等のキャンペーン結果を追跡

しモニターする事を可能にする。 このツールには、パートナー達に、彼等のキャンペー

ンに対して、必要が有ればその修正を即座に出来るタイムリーなフィードバックを提供す

る、大きなメリットが存在する。 
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CPP の仕組みは、こうなっている。 
ユーザーは、自分のアカウントにログインし、Cheapflights.com に掲載した公示運賃のクリ

ック実績データを閲覧し、これ等のクリックのどれが も高いコンバージョンを達成して

いるかを（即ち、どれが も予約に結びついているか）識別する。 
標準的な CPP レポートは、以下を含んでいる。 
① ブランドとタイプ別の全てのクリックスルー アクティビティーのサマリー。 
② 国内線と国際線別の全ての航空路線のブレークダウン。 
③ トータル キャンペーン コスト。 
④ コスト パー クリック（CPC）当たりの平均コスト。 

 
 

City Pair Info Strikes The Right Chord 
CPP の も使われているデータは、シティー ペアー データだ。 これを使う事によって、

ユーザーは、特定路線のマーケティング実績を把握する事が出来る。 クリックスルーの

データを把握する事により、広告投資の配分とイールドコントロールの変更を実施し、ひ

いては収入増加に貢献させる事が出来る、とユーザーの 1 社は言っている。 
 
 

Feed Data Could Be Potential Upgrade 
立ち上げてから未だ数ヶ月しか経ていないのに対して、殆どのパートナーが CPP を活用し

ている。 或るユーザーは、「CPP の改良を要する点は殆ど存在しないが、毎日ベースで

掲載しているオファーの量が、それが適切にファンクションしているかどうかを確認する

為にも、カウント出来れば尚良い」と言っている。 
 
 

Cheapflights’ Model Follows Top Dog’s Tactics 
Cheapflights は、Google のビジネス モデルである PPC と同様のモデルを取り入れている。 

そして、クリック当たり 22 セントをパートナー達から徴収している。 今回の新ツール

についても、広告主が、自分達のマーケティング実績を無料で分析出来る Google の“Google 
Analytic”からヒントを得ている。 □ ■ 
 

 
 

 

情報 249（平成 18 年 12 月 24 日）  TD 勉強会 7



 

Cheapflights の JFK→ORD の検索結果第一画面 

 
 

 

 
 

スポンサードのリスト

が 初に表示される。

日時の指定は行ってい

ない。 

ここをクリックすると

パートナーのサイトに

飛ぶ。 クリックされ

ると、パートナーは、22

セントを Cheapflights

に支払う。 
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TD 勉強会、12/21/2006 

2.  特集：米航空業界 コンソリデーション 

 

米航空業界で、コンソリデーション協議の話が飛び交っている。 Wall Street Journal, New 
York Times, Financial Times の電子版新聞と Delta air Lines のプレスリリースから、以下を特

集した。 
 
 
wsj.com, 12/16/2006 

（１）Is Airline Consolidation About to Get Under Way 

 航空会社コンソリデーションが、正に始まろうとしている 

 

先週明らかにされた UA と CO の合併協議が、航空業界でコンソリデーションが連続する

のではと言う予想を膨らませている。 先月の US の 84.4 億㌦に上る DL の買収提案は、

これが成功すれば、UA + COよりも大きな世界一の航空会社を誕生させる事になるだろう。 

DL の取締役会は、来週にも US の提案を拒否する事になるだろうが・・・・。 

航空業界は、9 月 11 日のテロ攻撃以降の急激な収支悪化から立ち直り始めている。 業界

は、過去 4 年間で▲28%の労働力を削減し、今年には控え目な利益を計上する事が出来る

だろう。 そして、2007 年には、より改善された堅固な利益を計上出来るだろう。 
 

何故、航空会社は利益計上が出来ないのか？ 
米航空業界は、2000 年以降、増益出来ていない。 旅客は、2001 年 8 月から 2001 年の 10
月の間に▲30%減少し、市場の供給過多をもたらした。 そして、この間に、業界は▲400
億㌦（4 兆 7,200 億円）の欠損を計上した。 燃料費は、2000 年の 160 億㌦（1 兆 8,800 億

円、200 億ガロン）から、昨年の 320 億㌦（3 兆 7,700 億円、190 億ガロン）へと倍以上高

騰した。 その上に、負債に対する金融コストの支払いを負っている。 しかし、ここに

来て、コスト削減の達成と燃料費の低下により、明るい日差しが照って来た。 営業利益

は、昨年、+12%上昇し、座席占有率は 80%以上（戦後 高レベル＝ATA 調べ）を達成し

ている。 
 

だったら、どうしてコンソリなのか？ 
来年の利益マージンは、他産業に比べて大幅に劣っている。（Jim Corridore, Standards & 
Poor’s） コンソリデーションは、航空会社に、供給を削減させ、高い運賃でより多くの

情報 249（平成 18 年 12 月 24 日）  TD 勉強会 9



座席を埋める事を可能にするだろう。 合併は、

会計や予約システムの如くのコストのより一

層の削減を可能にするだろう。 更には、今日

に於ける合併は、負債のリストラにより、今で

は供給がタイトになっている機材の、更新資金

の捻出を容易にさせるだろう。 ヘッジファン

ドやプライベート エクイティーの投資家達が、

潤沢な資金を保有して、合併話を歓迎している。 
 
 

先週、UAL 株は、合併の可能性を示唆したニュースの直後に +5%も値を上げている。 
昨年、America West が US と合併した新会社の株価は、3 倍にも上昇している。 しかし、

合併には、リスクも大きい。 多くの航空会社の過去の合併が、フリートや組合のシニオ

リティー リストの統合の複雑なロジスティックスの為に、上手く行っていない。 
 

合併されると消費者は割を食う？ 
多分その可能性はある。 合併は、競争の減少、チョイスの限定、運賃の値上げを惹起さ

せるだろう。 例えば、DL と US が合併するとなると、Montgomery（Ala.）は、70%が合

併会社の便となってしまう。 供給削減により、旅客は、より少ない路線と供給席数のた

めに、便の選択の余地が狭められるだろう。 しかし、運賃値上げは、LCC の存在のお陰

で大きなモノとはならないだろう。 
 

反競争法審査が、合併を阻止しないのか？ 
そうなるかも知れない。 2000 年の UA の US 買収失敗（当局は認可しなかった）の経験

に怖じ気づき、UA は、CO との合併協議から逃げ出すかも知れない。 当局は、CO と UA
の、Newark と San Francisco ハブ間と、Chicago と Cleveland ハブ間の路線のシェアーに注

目するだろう。 反競争法審査の懸念は、US と DL の合併の方が、彼等の南東部に広がる

重複した路線構成を勘案すると、ズーット大きい。 US は、既に 2 社が運営している

NYC=BOS=WAS のシャトル便を売却すると表明している。 
 
 

POINTS OF VIEW 
 

 難しい事は分かっているけれども、我々には、業界の前々からの懸案であるコンソリ

デーションが必要だ。 --- Glenn Tilton, chairman and CEO of UAL Corp. 
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 UA は、そんなに合併したければ、eBay にリストしたら良いジャないか。 --- Michael 
Boyd, aviation consultant at Boyd Group. Inc. 

 

 運賃は値上げされるの？ その通り。 継続してサービスの改善に努める会社になる

必要があるの？ その通り。 --- Jay Sorensen, president of consulting firm IdeaWorks 
 

 合併には失敗例が多い。 --- Gordon Bethune, former chairman and CEO of Continental 
Airlines Inc. 

 

 航空会社の合併は、消費者の為にはならない。 チョイスを狭め運賃が値上げされ、

彼等の旅行を困難にさせる。 --- Michael E. Levine, New York University School of Law 
 
 

FACTS 
 

 世界の航空会社に比べて、米国の航空業界の収支は悪い。 IATA によれば、昨年、

米航空業界は、▲67 億㌦の欠損を計上した。 同時期に、欧州は +21 億㌦、アジア

は +16 億㌦の利益を計上した。 
 Atlanta 空港は、 も混雑した空港である。 2006 年の 1 月〜8 月の 8 ヶ月で、2,750

万人の旅客が、この空港から飛び立っている。 2 番目がシカゴの ORD 空港、3 番目

がダラスの DFW 空港、4 番目が LAX 空港だ。 
 ATA によれば、国内線航空運賃は、1978 年から +45%（インフレ調整なし）上昇し

た。 ミルクの価格は +133%、一戸建て家の価格は +326%上がっている。 
 燃料費は、米国航空会社の営業費用の 26%を占めている。（2006 年 第 2 四半期） ATA

によれば、 大の費用。 2 番目の費用は人件費の 24%。 
 昨年、7 億 3,400 万人の旅客（前年比 +5%）が米国の航空機を利用した。 American 

Airlines は、今年 1 月から 8 月までで、6,700 万人を運んでいる。 2 位は、Southwest
の 6,500 万人。（これは、国際線旅客を含んでいる？ 国内線だけでは、Southwest が
トップとなる？） 

 航空会社は、顧客ロイヤルティー作りに励んでいる。 JetBlue Airways は、2000 年の

創立以来、革張り座席と、全席に衛星 TV を提供している。 Midwest Airlines は、機

内でチョコレート チップ クッキーを焼いている（bake）している。 □ 
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（２） デルタ航空、US 航空の敵対的買収を正式に拒否 

 

12 月 19 日、DL の取締役会は、US の買収提案を正式に拒否し、単独の会社再建案を NYC
の破産裁判所に提出した。 同日、DL の債権者委員会（the nine-member official creditors’ 
committee）は、DL の単独会社再建案の支持を表明した。 
 

 

① DL 再建案の概要 
 

・ DL は、会社再建を独立した単独企業として追求し、“白馬の騎士”も“戦略的投資家”

も必要としない。 DL は飽くまで単独で独立して、会社再建（Chapter-11 離脱）を試

みる、と言っている。 
・ 来年第 2 四半期の Chapter-11 離脱時には、$9.4bn〜$12bn のバリューの企業として再出

発する。（バリュー算定は、財務アドバイザーである Blackstone Group の試算に基づく。）

（低い試算値でも、AA の時価総額 $9.6bn に近接し、UA の $4.9bn を遥かに引き離す。） 
・ Chapter-11 離脱時に、15 億株の新株を発行する。 無担保債権者（unsecured creditors）

は、債権放棄の見返りにこの新株を貰う事になる。 彼等のクレーム（$15bn と言われ

ている）の 63%〜80%がリカバリーされる事になるだろう。（債権者への新株の割当方

法は開示されていない。） 

・ DLは、債権者のクレームに対して、現金の支払についても考慮する。 Chapter-11 企業

が、債務解消の手段に現金を支給するのは異例であるが、US航空の $8.51bn買収オファ

ーが現金 $4.0bnとUS株 7,850 万株（$4.3bnに相当、合併会社資本金の 45%に相当）に

基づいている為、DLは、これへの対抗を意識している。（US航空は、この取引のファ

イナンスの為に、Citigroupから $7.2bnの融資のコミットを受けている。） 

・ DL の社員は、Salt Lake City, Cincinnati, Atlanta を含む 9 都市で、地元の支援を含む“Keep 

Delta My Delta”キャンペーンを開始した。 

・  
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Delta Files Restructuring Plan in Bid to Keep US Airways at Bay 

DELTA'S PLAN: Delta employees rallied last week against US Airways' $8.4 billion offer to buy the airline.  

Delta Air Lines filed an expansive restructuring plan Tuesday valuing the company at between $9.4 billion and $12 billion 

when it expects to exit bankruptcy in 2007, effectively lodging its official opposition to an $8.4 billion hostile- takeover 

bid from US Airways Group. 
 

 

② 再建案に含まれる事業計画の概要 
 

＜破産法に於ける会社再建案の位置づけ＞ 
・ 破産法により、Chapter-11 離脱には、会社再建案の提出（disclosure statement）が義務づ

けられている。 
・ 再建案を破産裁判所に提出して、無担保債権者団の 1/2 以上（額の 2/3 以上）の承認を

得る必要がある。 
・ DL は、この再建案の、2 月 15 日までの、排他的単独立案権を保有している。 しかし、

債権者委員会がこの権利の停止を要求し、他の再建案（例えば US 買収案）の即時検討

開始を要求する事が出来る。 
・ DL は、この単独再建案を 12 月 19 日に、NYC の南部地区破産裁判所に提出した。 そ

して、2007 年 4 月 30 日頃の Chapter-11 離脱を試みる。 

 
＜再建案の内容＞ 
・ 再建案には、5 ヶ年事業計画が含まれている。 2007 年営業利益率 8.0%、2007 年〜2010
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年の間の各年 10.5%を見込んでいる。 
・ EBITDA マージンは、2007 年の 15.7%から 2010 年には +17.8%に拡大するだろう。 
・ 純益は、2007 年の +$456m から 2010 年には +$1.19bn に拡大するだろう。（2006 年は、

損失▲$385m、収入は 2005 年比 +7%の $17.35bn。） 
・ Chapter-11 離脱時に、Debtor-in-position ファイナンスは、約 $2.1bn の新しいファイナン

ス パッケージに組み入れられる。 この時点の負債は、$10bn となる。 
・ DL は、US 買収案に対して、① 異なるフリートの統合、② 反競争法審査のパス、③ 合

併に反対を唱えている組合の合意取得（DL と US の両パイロット組合は合併に反対し

ている）の 3 つ問題が全く無い単独再建案が、数段も勝っていると主張している。 
・ また、US 買収案の負債総額が $23bn になる（DL 案は $10bn）事も、問題となると指

摘している。 更には、US 買収案のシナジー効果（年間$1.65bn）は、パイロット組合

の労働協約の中で謳っている供給削減禁止を無視している。 特に、司法省の競争法審

査は、少なくとも 12 ヶ月かかるだろうと、DL は言っている。（その間、Chapter-11 離

脱が出来ない） 
 

＜現在の DL の状況＞ 
・ 既に▲$5.0bn のコスト削減に成功した DL は、2005 年 9 月、Chapter-11 申請以来、更に、

2007 年末を目標達成年限とする▲$3.0bn のコスト削減に取り組んでいる。 今年 9 月

30 日現在で、その達成率は 85%に達している。 そして、$2.8bn の手元流動性（短期

投資を含む）を確保している。 

・ 2006 年の 9 ヶ月間では、ネットワーク キャリアの中で、 高の調整後単位旅客収入前

年比 +19%を達成した。（その他のキャリアの平均は、+12.6%。） 
・ 2006 年第 3 四半期決算では、ネットワーク キャリアの中で、 低の単位当たりコスト

を達成し、LCC のそれとの差を縮める事に成功した。 
・ DL は、J.D. Power and Associates の総合顧客サービス調査で、全ネットワーク キャリア

の中で、トップ 2 にランクされた。 
・ DL は、1,250 人の客室乗務員と、330 人のパイロットと、900 人の整備員のリコールを

実施する事を発表している。 
 
 

③ 債権者団などの反応 
 

・ DL の単独会社再建計画を実現させる為には、債権者委員会の承認が必要。 US 航空

の DL の帳簿閲覧（due diligence）にも、債権者委員会のエンドースが必要となる。 債

権者委員会は、DL 案を選ぶか、US の買収案を選ぶかの選択権を有している。 
・ 公式債権者委員会（nine member official committee）と、新たに結成された非公式のボン
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ドホルダー委員会（$200m 以上の無担保債権保持者がメンバーになれる）の 2 つの債権

者団（次ページ、リストを参照）は、今の所は、DL の単独再建案を支持すると言って

いる。 US が欲している due diligence についても、DL をせっついていない。 
・ しかし、同時に、DL 案以上の条件の良い代替提案に対しては、何時でも門戸を開けて

いるとも言っている。 
・ 無担保債権者団は、元 CO 航空の会長兼 CEO Gordon Bethune を、DL 再建案と US 買収

案を検討させる為のアドバイザーとして招聘する事を検討している。 Bethune は、1994
年〜2004 年の間 CO のトップの座にあって、2 回の Chapter-11 を切り抜けて CO を再建

した経営手腕の持ち主。 
 

・ Lehman Brothers, Deutsche Bank に加

え、ヘッジファンド数社が短期的な利

益を見込んで、DL の無担保債権の買

収に乗り出している。 2029 年満期

の 8.3% senior unsecured notes が、

+$1.50 上昇し、$67.50 を付けている。 
 

・ US 航空は、DL の単独再建案の申請

は予想されていた出来事で、この案が、

債権者団の検討の為のベンチマーク

となるだろう。 US は、DL 単独再建

案よりも数段勝る、DL 買収オファー

を継続して追求すると言っている。 
 
 

・ Standard & Poor’s は、DL 案は、US 買収オファーに比べて、① 反競争法審査を受けな

い、② 2 つの会社の困難な統合を必要としないだけ、リスクが少ないと言っている。 

しかし、DL のプロジェクションには、過度な楽観的見通しが多いとも言っている。 
・ ウオール街の多くのアナリスト達は、DL のバリュー $9.4bn〜$12bn は高過ぎると言っ

ている。 アナリスト達は、精々 $8.0bn〜$9.5bn の間（US 買収案の DL 評価に略等し

くなる）が妥当なバリューだろうと言っている。 DL は、US 買収案を意識して、彼

等の案よりも高いバリューを付けたのだろう。 

・ DL は、2006 年に+7%増加した旅客収入を、2007 年〜2010 年に、更に各年+6%増加出

来ると計算している。 既に高い L/F を達成している便に、更に旅客を押し込んでいる。 

彼等は、US 航空は、多分、買収価格を上げるだろう、と見ている。 
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④ その他 2 人の DL の次期 CEO 候補 

 

DL CEO Jerry Grinstein は、現在の任期終了をもって退任する。 次期候補は、CFO Edward 
H. Bastian（49）と、CFO James M. Whitehurst（39）の 2 人だ。（DL が単独企業として存立

すれば・・・の話だが。） 両人の年俸は、現在、$382,000（4,500 万円）と極めて少ない。 

Bastian は、PepsiCo から 1998 年に DL に入社した。 Whitehurst は、Boston Consulting Group
から 2001 年に DL に来ている。 他の企業に転職したならば、もっと多額の報酬を稼ぐ事

が出来るだろうに、彼等は DL に止まっている。 CEO に成りたいからだ。 2 人は、

Chapter-11 離脱時の特別賞与を当てにしているのかも知れない。（UA が、今年 2 月に

Chapter-11 離脱した際には、CEO の Glenn Tilton は、特別賞与として$40m≒47 億円のパッ

ケージを貰っている。） 
 
 

Edward Bastian, left, and James 

Whitehurst run Delta Air Lines on a 

day-to-day basis. US Airways wants 

to buy the airline for $8.5 billion. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

このレポートは、 
Wsj.com, 12/18-20/2006;  
nytimes.com, 12/19,21/2006;  
FT.com 12/19,21/2006; 

Delta.com, 12/19/2006 の 
各ニュースを纏めたモノである。 
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wsj.com, 12/18/2006 

3. Bid to Take Over Qantas Raises Competition Issues 

  豪公正取引委員会 カンタス買収審査開始 

 

＜豪公正取引委員会 カンタス買収審査開始＞ 
QF 買収コンソーシアムは、豪州の Allco Equity 
partners, Allco Finance Group, Macquarie Bank の豪資

本が 61%と、米 Texas Pacific Group、及び、加 Onex 
Corp の外資 31%でもって構成される。 

豪州財務大臣 Peter Costello は、競争促進と消費者保

護局が QF に対する A$11.1bn（1 兆 300 億円）の買

収ビッドを審査する事になるだろうと語った。 
同相は、Macquarie Bank の子会社（satellite）の Macquarie Airports が、SYD 空港のマジョリ

ティーを取得している事に懸念を示している。 Australian Competition and Consumer 
Commission は、QF 買収ビッドの審査を開始したと発表し、財務相発言を肯定した。 同

局は、Macquarie の他のビッダーの航空業界との関連についても注目している。 Allco 
Finance は、38 機の航空機長期リースを保有し、Onex は、世界 大の商業機部品供給者の

Spirit Aerosystems Holdings の株式を所有している。 Texas Pacific Group は、CO や America 
West の再建に関する航空会社バイアウト投資に参加した後で、現在は、US Airways Group
に投資している。 CCC の審査結果の発表は、2 月 28 日が予定されている。(wsj.com, 
12/18/2006) 

 
 

＜パイロット組合、買収オファーに反対＞ 
豪州のパイロット組合 Australian and International Pilots Association は、買収により、商業的

営利優先主義が、航空機のプロフェッショナル スタンドー維持とコンフリクトすると語っ

ている。 そして、組合員 2,500 人に対して、1 人当たり A$50,000（465 万円）の QF 株式

購入を依頼するかも知れないと言っている。 買収阻止の為の株式 10%確保（買収成立に

は、ビッダーは 90%以上の株式を押さえる必要がある）の為に、パイロットが 1%を保有

し、残りの 9%を、買収に反対する既存株主から確保する事を考えている。

(channelnewsasia.com, 12/18/2006) 

 
 

＜ 大買収企業アルコ、株価急落＞ 
12月 20日、QFビッドの 大出資者になるAllco Equity Partnersの株価が急落している。 市
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場は、Allco のポートフォリオの 80%を QF 投資が占める事になる“一か八かの取引”

（make-or-break deal）に嫌気している。 AEP は、QF 株の 27%購入の為に、新たに A$682m
（635 億円）の資金を調達する必要がある。 それには株主の承認が必要になる。 仮に

AEP の株主が、この買収に反対すると、コンソーシアムは、再び、豪外資規制法をクリア

ーする投資家を見つけ出せなければならなくなる。(FT.com, 12/21/2006) 
 
 

＜結局は、米資本市場が買収資金捻出＞ 
総額 $9bn が必要となる QF のレバレジッド バイアウト（LBO）のファイナンスは、米国

の投資家が引き受ける事になるだろう、と関係筋が語っている。 買収企業が属する国以

外で、この様な多額の買収資金の捻出が計画されるのは、極めて異例の事だと彼等は言っ

ている。 ファイナンスの中心は、デフォルトの発動を押さえた、航空企業向けでは初の

コベナント設定の弱い優先バンク ローン（“covenant-lite” senior secured bank loan） $2bn
となるだろう。 QF は、機齢の若い航空機と、過去数年間利益計上の強力な財務実績が、

条件の良いファイナンスを約束させている。 ファイナンス パッケージの残りは、上位と

下位の債券（senior and subordinated bonds）、その幾つかは、QF の 217 機の航空機を担保と

する事になるだろう。（これは、航空機ファイナンスで使われる Enhanced Equipment Trust 
Certificates。）(FT.com, 12/18/2006) ■ 
 
 
 
 
nytimes.com, 12/17/2006 

4.  Theater of the Absurd at the T.S.A. 

運輸保安局の不条理劇場  空港セキュリティーは大丈夫か？ 

 

オーディエンス参加型では、空港劇場で大規模に繰り広げられている、運輸保安局

（Transportation Security Administration）脚色によるドラマの右に出るモノは存在しない。 

旅客は、ボーディング パスと ID カードを言われる通り提出し、列に並んで、ポケットを

空にして、検査官の心証を損ねる事を極度に避け、無事にセキュリティー チェックを通過

出来る事を願っている。 搭乗前に潜在的危険人物のリスト（no-fly リスト）と照合する、

政府のコンピューター化したセキュリティー システムの実際の中味の詳細を知る由もな

いが、TSA は、セキュリティー システムの設計よりは、空港劇場ドラマの脚色の方が、

ズーッと優れている様だ。 
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10 月に、Indiana 大学の博士課程の学生 Christopher Soghoian は、NW 航空のボーディング

パスを作れる“Chris’s Northwest Airlines Boarding Pass Generator”と言う Web サイトを立ち

上げた。 このサイトでは、ユーザーが航空便の搭乗者に成りすまして、架空の搭乗券を

発行できる。 架空の搭乗券を作成して、恰も搭乗者の如く振舞って、セキュリティーを

通過して、知人の送迎のために搭乗ゲートまでいとも簡単に侵入する事ができてしまうの

だ。 TSA は、空港セキュリティーへの重大な挑戦と受け止めて激怒し、刑事罰として罰

金を科すと脅して即このサイトを閉鎖させた。 FBI まで捜査に乗り出した。 
 

しかし、セキュリティーの専門家達は、前からも指摘されているセキュリティーの欠陥を

見事に指摘していると、Soghoian が立ち上げたサイトを賞賛している。 そして、当局は、

外部の貴重な意見と提案にモット耳を傾け、システムの改善と強化に力を注ぐべきだと指

摘している。 Photoshop を使えば、いとも簡単に偽造搭乗券は出来てしまう。 

セキュリティーの欠陥を隠蔽するのではなくて、寧ろ、これを広く一般に開示し、欠陥の

是正策を募るべきだと、専門家達は主張している。 Soghoian ができることは、アルカイ

ダでも出来てしまうと、考えるべきだと。  
 

そもそも、ID チェックに依存しているシステムに問題がある、と専門家達は指摘している。 

それでも、TSA は、“Secured Flight”と呼ばれるイニシャティブにより、リストの照合検査

を航空会社から TSA の手に取り戻せば、no-fly リスト（搭乗を拒否する潜在的テロリスト

のリスト）と、“selective”リスト（追加の厳重チェックを実施する旅客リスト）の効果を

発揮できると言っている。 TSA は、基本的なセキュリティーの問題である、容易に他人

に成りすます事ができる ID 窃盗の問題に、真正面から取り組んでいない。  
 

もし TSA 長官になったら何に手をつけるか？との質問に、Soghoian は、以下の通り回答し

ている。 
 2001 年の連続テロ攻撃以前のベーシックなプロシージャーに復帰する。 
 ID チェックと no-fly や selective リストの照合を遠ざける。 
 旅客の荷物は、旅客が、緊急時対応の改善を実施した時のみ輸送する。 
 ロンドンでテロ計画を未然に防止した、基本的な操作とインテリジェンスを重視する。 
 訓練した私服の検査官を配置し、空港内を巡回させる。 

■ 
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PhoCusWright, December 2006 

5.  U.S. Online Travel Overview Sixth Edition 

  連載：米オンライン市場の概観 第 6 エディション（１） 

 

PCW のこのレポートは、以下の 8 章を構成している。 
第1章 米国のオンライン リーダーシップは、数字上の事だけでない 
第2章 市場規模：サプライヤー サイトへのチャネルシフトの終りが見えて来た 
第3章 オンライン旅行社：サプライヤーとトラベル 2.0 の狭間に押し込められる 
第4章 航空会社：直販サイトの成功で主導権を握る 
第5章 ホテルとロッジング：航空を抜いてオンライン成長のトップを走る 
第6章 レンタカー：オンライン市場販売を強化、コンテントを充実 
第7章 パッケージ旅行：オンライン旅行社パッケージ販売拡大、サプライヤーがそ

の努力を挫く 
第8章 オンライン ダイレクト戦略：成果を上げる、但し、パッケージ ソリューシ

ョンがイマイチ 
 

このレポートを 7 回〜8 回の連載物にして御届けする 

 
 
 
Overview: U.S. Online Leadership Is Not Just Numeric 
概観： 米国のオンライン リーダーシップは、数字上の事だけでない 
 

（ここからページ 11 の第１パラグラフまでは、情報 245 の「ネット 消費者行動支配開始、

が米オンライン指導的立場 揺るがず」と重複する。） 
 
 

米国は、明らかに世界のオンライン旅行市場のリーダーだ。 米国は、世界の 3 大市場で

1/3 を構成している。 しかし米国企業のシェアーは、60%を構成する。 米仲介業者コン

グロマリット達が、欧州に進出し、アジア太平洋地域（APAC）にまで進出しつつあるか

らだ。（Table 1.1 参照） 
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米国は、ただ単に大きなシェアーを誇っているだけではない。 ダイナミック パッケジン

グやメタサーチの如くの多くの、テクノロジーやテクニークを開発したのも米国だ。 し

かし、次世代流通とマーケティング テクノロジーのプロバイダー達が世界を相手にプロダ

クトを販売しているので、米国のシェアーは徐々に低下して、2008 年には 50%を少し上回

るレベルとなるだろう。 
 

しかし、シェアーは若干低下するけれども、米国のオンライン市場に於ける優位性は崩れ

る事は無いだろう。 北米・欧州・アジア太平洋地域の旅行市場を合計した規模は、2005
年に、7,000 億㌦（82 兆 6,000 億円）で、その 1/5（23%）がオンラインで販売されている。

（Table 1-2 参照） そして、2008 年には、その倍の 42%にまでオンライン化が進展するだ

ろうと予測されている。 注目しなければならないのは、この 42%のレベルは、米国の 2005
年のレベルと同じだと言う事だ。 米国市場は、欧州やアジア太平洋地域から、継続して

オンライン旅行市場のモデルにされるだろう。 捕らえにくい、重なり合った消費者ニー

ズへの対応や、オンライン購入の日常化のノウハウを米国の先例から学ぶ事になるだろう。 

フライトの検索や予約機能の完成だけがオンライン化では無いのだ。 遅延や運休の発生

の確率が も少ないフライト、利用可能な も良い座席オプション、割安なエアー・カー・

ホテル パッケージの検索などがマッピング機能と共に必要とされている。 お勧めのアト

ラクションやレストランを案内するFodorsの目的地ガイドも参考にしなければならないだ
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ろう。 今やベスト プライスの表示は当たり前になりつつある。 旅行者は、より以上の

情報を求めている。 
 
 

 
 
 

 
Buy Side and Sell Side Alike Drive, Define Travel 2.0 
ドライブの如く、売り手と書いてが Travel 2.0 を定義づけて行く 
 

進歩したオンラインの潮流の現在の も目立つそして も強力なトレンドは、Web ユーザ

ー達の、計画から情報のシェアーまで全般に亘って、旅行エクスペリエンスをコントロー

ルしたいと言う彼等の願望である。 ツールは、以下を含まなければならないだろう。 
 

 家族や友人とシェアーする事が出来る、パーソナライズされた旅行計画； 
 どの面に於いても客観性を保った直接体験に基づくアドバイス； 
 旅行の場所やプロダクトをカバーするタッグされたコンテント； 
 行動とパターン ベース データ マイニング（behavioral and pattern-based datamining）

によって動かされるコンテントとオファー； 
 オフラインのグループ旅行にさえ、オンライン エクスペリエンスを持ち込む事が出

来る、旅行をフォーカスしたソーシャル ネットワーキング； 
 マッピングと衛星のインテグレーション； 
 リアルタイム スケジュリングと運賃予想（predictive pricing）； 
 コンテント アグレゲーションとバーティカル サーチ アプリケーション；（vertical 
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search＝バーティカル サーチとは、特定領域に限定した検索エンジンの事です。） 
 殆ど全ての旅行者が日常的に使用するモバイル コネクティビティー（email-, instant 

message-, and Web-based, via WiFi or mobile handset）への、これ等の機能の取り込み。 
 
 

旅行エクスペリエンスを全てコントロールしたいと言う Web ユーザー達のこれ等の要求

は、Travel 2.0 と呼ばれている世界の幅広いビジネスとプロダクトの中を駆け巡っている。

（Table 1.3 参照） 潮流は一方向だけへの動きを示している訳ではないが、益々洗練した、

そして時代に適合したプラニング ツールが、一つの業種だけに専念した（pure play）サイ

トに組み込まれ、そして、旅行ポータルや旅行社サイトにも統合されている。 ユーザー

が作り出すコンテントが、専属サイトや、確立したサイトの一部分の両方で急増している。 

旅行にフォーカスしたブログと旅行ソーシャル ネットワーキング サイトが、双方向性と、

多分チャットよりも安全なオフラインのコネクションの場さえ作り出している。 マシャ

ップとして知られている、自家製のこれ等の全てのコンビネーションの至る所に出現し、

ネット上の、コンテント誘導型、或は、プロダクト誘導型のポータルにとって不可欠なモ

ノなっている。 そして、 終的に消費者は、これ等のリソースに詳細を提供し、自分自

身を曝け出す事によって、求めている関連情報にリーチし、そして、その情報を自分自身

のサークルでシェアーしている。 
 

新興企業と、旅行や検索の大手企業に、同等の機能レベルを提供する新しいテクノロジー

が存在する。 リッチ インターネット アプリケーション（RIA）は、新しい Web ページ

やサイトを上手く処理する為に必要な際限ない側方運動無しに、情報チェーンの異なった

エレメントを一緒にする事が出来る。 これ等のツール（主として AJAX、或は、非同期

javascript と XML）は、リッチ コンテント、マッピングと衛星データ、エアー トラフィ

ックのリアルタイム追跡、航空運賃分析を、時々は 1 つのマシャップにして、迅速にデリ

バリーする。 

 
 

（以上は、情報 245 の「ネット 消費者行動支配開始、が米オンライン指導的立場 揺るがず」

と重複する。） 
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Travel 2.o and the Establishment 
トラベル 2.0 と、確立された旅行者達 
 

オンライン旅行の黎明期には、インターネットの機能がトランザクション中心で、旅行社

を中抜きにするインターネットの破壊的な力が実しやかに喧伝されていた。 既存のプレ

イヤー達のこの破壊力の行使は、大したモノではなかった。 その結果、初期の段階には、

Bitatravel.com, ITN の GetThere, USA の Hotel Reservation Network（現在 Hotels.com）、

Lowestfare.com, Preview Travel, Travelscape.com, Trip.com の新興企業が、Cheap Tickets, 
Priceline.com, Travelocity, Expedia に並んで、初期のオンライン仲介業者市場を席巻した。 

一方、American Express, Carlson Wagonlit Travel, Rosenbluth, Liberty Travel は、傍観者の立場

を採り、サプライヤー達は、ブランドには拘らない、少ないインターネット オーディエン

スに対して彼等のサービスを販売するのに苦労していた。 
 

数年間は、仲介業者達が、オンライン旅行市場の半分以上を支配していたが、その後、幾

つかのサプライヤーのモデルは、他のサプライヤーのプロダクトをオンライン販売するほ

ど大きな成功を収めた（UA 航空）。 そして、航空会社達は、自分達のオンライン旅行社

Orbitz を立ち上げてしまった。 旅行ブームの後押しと検索エンジンの登場によって、サ

プライヤーは、ロイヤル顧客との長期的な関係をオンラインにも利用し、そして、 低レ

ート保証による彼等の優位性を発揮するための価格の透明性を使用して、彼等のプロダク

トのオンラインに於ける強力なコントロールを開始している。 勿論、オフラインの既存

業者達も、特に法人旅行の世界で、Web に対する彼等自身の途を見つけている（幾つかの

オフラインは、他よりも早くそれを試みている）が、しかし、Expedia, Travelocity, Priceline, 
そして、その後の Orbitz は、業界の独断的な意見に囚われない検索ジャイアンツと積極的

な直販サプライヤーと共に、既存業者の市場に食い込んでいる。 この“新しい既存業者”

が、消費者と、彼等が求めているトラベル エクスペリエンスとの間の出現しているダイナ

ミックに、簡単に浸食されるのを許すとは考えられない。 ニーズが単純な航空券購入か

ら、特売（deal）の検索やホテルとアクティビティーの予約（或はオプションとしてリス

トに載せるだけ）付きの 1 週間の長期旅行などの別に拘らず、トラベル 2.0 の旅行者は、

リアルタイムのオンタイム ステータスやコストのトレンドから、他人の個人的な体験まで

全てを知りたがっている。 この様に、2.0 のダイナミックは、トランザクションの全ての

段階に於ける如何なるトランザクションの中に潜在的に存在する。 そして、消費者と直

接向かい合っている旅行の会社（サプライヤーと仲介業者の如くの）には、これ等の大き

くなりつつある需要を満足させる為の幅広い競争するツールが用意されている。 
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旅行購入者の為のオンライン エクペリエンスのこれ等の要素は、インンターネット ユー

ザーの生活の中に旅行が、どれだけ根付いている度合いを決めるのに役立つだろう。 こ

れ等のツールのプロバイダーは、世界に存在する。 しかし、性能面から言えば、オンラ

イン ユーザーがクリティカル マスを超えている米国で、確実に、 も多く存在している。 

PhoCusWright の Consumer Travel Trends Survey Eighth Edition によれば、4 人１人の米国成人

が、昨年、航空機による旅行を実施し、ホテルに宿泊し、先月、インターネット接続をし

た経験を有している。 この人達の塊の成長の中に居る、能力ある消費者の新しい波が、

全旅行産業に対する潜在的な革新効果を発揮するだろう。 これと、益々洗練されている

ターゲット化した行動広告（オンライン旅行社のクルーシャルな部分でもある）を伴って、

マーケティングの世界を一変させた米国生まれの検索ジャイアンツと組み合わせると、米

国市場を観察する多くの良い理由が存在する。 
 
 

 
Purpose of The Report 

この調査の目的 

 

PhoCusWright の U.S. Online Travel Overview Sixth Edition は、レジャー旅行者あるいは非管

理ビジネス旅行者（unmanaged business traveler）によって予約された旅行の、購入・流通・

マーケティングに焦点を当てた、米国の旅行産業のスナップショットである。 

PhoCusWright は、1998 年からデータのトレンドを蒐集し、サプライヤー企業と旅行社の補

助的な活動から、 も影響力のある、そして も変化させる事が出来る力を有している購

入チャネルまでのオンライン旅行購入の発展をフォローしている。 
 

このレポートは、オンライン チャネルの成長を動かしているブランドにハイライトを当て

ている。 航空会社、ホテル、レンタカー、バケーション パッケジャー、鉄道、クルーズ 
ラインの旅行サプライヤー セグメントに於ける流通シフトについて、サプライヤーからと

オンライン旅行社からの両方の見地から見て討議する。 その結果を、米国に於ける旅行

流通の総合的な概観としてまとめ、業界の実績と向こう 3 年間の予想される変化の見通し

を含めて、シェアーのシフトと、テクノロジーの革新と、消費者行動の市場に与えるイン

パクトについて特に強調する。 
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Methodology 
方法論 
 
Market Size and Forecasts 
市場規模と予測 
 

PhoCusWright は、1998 年以来、オンライン旅行産業の財務状況を追っている。 

PhoCusWright の米国ベースのオンライン旅行ビジネスの推定と予測は、旅行サプライヤー

（航空会社、ホテル、レンタカー、パッケジャー、鉄道、クルーズライン）とオンライン

旅行社を含む。 そして、米国に在るオンライン旅行社で取引された米国外の旅行サプラ

イヤーの販売も含んでいる。 全ては、特別な記述がなければ、米ドルで表示する。 
 

このレポートは、消費者と非管理ビジネス旅行サービスを対象とし、Sabre の GetThere や

Amadeus の eTavel などが取り扱う法人オンライン予約システムを除外した。 非管理ビジ

ネスとは、チャネルの使用、旅行のタイプ、使用出来る出プライヤーや運賃やレートを指

示する出張規程が存在しない企業に於ける、全てのエアー、カー、ホテル支出を指す。 （邦

人旅行市場の詳細については、PhoCusWright の Corporate Travel Distribution: Key Markets を
参照願いたい。）（これは、情報 232〜情報 245 に連載物として掲載してある。） 
 

PhoCusWright は、このレポートを作るに当たって、旅行の会社の、インターネット販売・

マーケティング・テクノロジー投資・チャレンジ・戦略・期待について、80 人以上の幹部

にインタビューした。 そして、彼等の回答を、サプライヤーの Web サイトとオンライン

旅行社の市場規模を決定する為に綿密に調べ、集積した。 追加情報として、証券取引委

員会（SEC）から得た資料と、その他の企業のレポートを参照した。 
 

2004 年〜2005 年の数値は、実際の企業実績に基づいている。 2006 年の予測は、企業の

インタビュー、消費者調査、マーケット ディベロプメンツに基づいている。 PhoCusWright
は、予測を展開するに際しては、過去の成長や経済トレンドについても考慮に入れている。 

しかしながら、PhoCusWright は、昨年、2005 年の予測から開始した、海外の URL による

オンライン旅行社の予約の推定は除外した。 そして、このエディションでは、一貫性の

ある比較を可能にする為に、2004 年の実績データを修正した。 
 

グロス予約 — インターネットで販売された小売価格 — の推定と予測は、取消を除去した

ネットの数値である。 航空会社の数値は、これも取消を除去したネットの搭乗旅客収入

である。 オンラインで調査して、Web 上に記載してあるトールフリーの電話を利用して

オフラインで購入されたモノも、含んでいる。 
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旅行の総合計の数値（オンラインとオフライン）は、各セグメントのインターネットの浸

透度を決定する為に使用されている。 旅行の総合計の数値は、第三者のソースから引用

したか、若しくは PhoCusWright の推定である。 
表に表されている数値は、端数処理の為に、何時も合計値とは一致しない。 
 
 

Consumer Travel and Behavioral Information 
消費者の旅行と行動の情報 
 

消費者の旅行のショッピングと購入の行動データは、PhoCusWright の Consumer Travel 
Trends Survey Eighth Edition から集めている。 オンライン旅行者は、成功ヒット作の ICR
の Omnibus サーベイ、2005 年 8 月 31 日〜9 月 20 日と一致する。 2005 年に、この調査の

参加の基準は、エアーとホテル購入を含むオンライン旅行購入のダイナミックスの変化を

反映する為に拡張された。 従って、この調査は、以下の人を対象としている。 

１． 過去 12 ヶ月の間に、私用で商業定期便を使った事がある； 
２． 過去 12 ヶ月の間に、休暇かレジャー旅行でホテルの宿泊した経験がある； 
３． 先月、家庭か会社で、インターネットに接続する為にコンピューターを使った事があ

る。 
 

前回の調査のメソドロジーによるトレンドの追求との継続性を保つ為に、PhoCusWright は、

以下の調査参加者にも一致させている。 
１． 過去 12 ヶ月の間に、私用で商業定期便を使った事がある、と 
２． 先月、家庭か会社で、インターネットに接続する為にコンピューターを使った事があ

る。 
 

この調査の結果は、The PhoCusWright Consumer Travel Trends Survey Comparative Edition と

して纏められている。 
 

各調査では、合計 500 人のインタビューを、平均 1.7 分の電話で実施した。 サンプルの

エラー インターバルは、信頼性のレベル 95%に於いて+/- 4.4%である。 
 

これは、このランダム サンプル調査が、正しく全米の成人を代表している事を、科学的に

示している。 ■ 
———— 次回に続く ———— 
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6. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）トラベルクリック社、ホテル電子予約の増加をレポート 
TravelCLICK 社の 12 月 1 日にリリースされた TRAK の第 3 四半期実績は、全ホスピタリ

ティーのインターネット予約が、Central Reservation Office（CRO）全予約の 40%の 8,581,936
を記録したと報告している。 これは、前年同期に比べて、+24.8%の増加。 インターネ

ット予約が GDS を上回ったのは、これで 2 四半期目となる。 GDS e-commerce は、34.7%
の 7,419,408 であった。 CRS 予約の残りの 25.3%は、ボイス チャネルからの予約。 

TravelCLICK は、ボイスの採算性が上昇していると言っている。 消費者からの電話は継

続して低下している。 彼等は、オンラインで情報を調査（ショッピング）している。 そ

れが、コンバージョン率を上昇させている。 チャネル シフトが継続して起きているが、

ホテルはバランスを保ったチャネル展開を維持する必要がある、と TravelCLICK は言って

いる。 消費者は、継続してマルチ ソースのショッピングを求めている。(TDR, 12/13/2006) 
 

（２）コンティネンタル航空、アメックスのサイトでチェックイン機能展開 
CO 航空と American Express が、12 月 5 日、共同チェックイン Web サイトの立ち上げを発

表した。 American Express Online で CO の航空券を購入した旅客は、便出発の 24 時間前

以降のチェックイン案内の e-メールを受領する。 この e-メールは、COとAmerican Express 
Business Travel 共同の Web ページにリンクしている。 旅客は、チェックインを行い、ボ

ーディングパスを印刷し、座席指定を実施する事が出来る。(TDR, 12/13/2006) 
 

（３）ユナイテッド航空、“裸運賃”設定へ 
UA 航空が、“bare fares”と呼ばれるプライシングを、来年に導入する事を検討している。 

この運賃は、低基本運賃で、座席指定、受託手荷物、マイレッジ プラスなどのエクストラ

については追加料金を支払わなければ、それ等のサービスを受けられない言わば“裸の運

賃”。 UA は、プレミアム運賃と 低運賃を好む 2 つのカテゴリーの旅客の間には、もう

1 つカテゴリーの旅客が居る筈で、その旅客を対象にしたいと言っている。 このバリュ

ー追加運賃が、予約段階か、若しくはチェックイン段階で販売されるのかは明らかにして

いない。 UA は、年内には、旅客が購入する事が出来る以下のオプションについても販

売する予定。 

 Elite status for a single trip. 
優先チェックイン、優先セキュリティー レーン アクセス、優先搭乗。 

 Flight flexibility for “Normal” fee, perhaps $25 or $50. 
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予約時点から便搭乗時点までの予約変更権の販売。 変更権を購入する事により、旅客は

$100 の変更違約金を支払わないで済む。 

 A one-day pass for Red Carpet lounges. 
長時間の接続時間などの情報を利用した、ラウンジの入場券販売。 チェックイン時点で

のプロアクティブな販売攻勢を仕掛ける。 
UA は、既に、チェックイン時点に於いて、広いスペースを楽しめる Economy Plus 席への

アップグレードを積極的に販売している。 UA は、この販売で、2007 年に、+$100m（115
億円）の増収を期待している。 この他に、プレミアム キャビンへのアップグレードで 
+$40m、搭乗日のスタンバイ解消予約権（$25）の販売で +$7m の増収を期待している。(DTW, 
12/15/2006) 

 

（４）セーバーが、歯牙にもかけなかった G2 SwitchWorks と提携するかも知れない 
Sabre が limited travel distributor と貶していた G2 SwitchWorks と、提携するかも知れない。 

Sabre CEO Sam Gilliland は、将来 G2 とコーラボレートする可能性があると語った。 Sabre
の新しいオーナーの1社Texas Pacific GroupがG2 SwitchWorksの20%を所有している事が、

この発言に大きく影響している。 しかし、彼は、この発言の直後に、G2 との協調発言を

撤回した。 Gilliland は、買収された後の Travelocity のスピンアウトについても、強く否

定した。(DTW, 12/18/2006) 
 

（５）サイドステップ、英オレンジ（携帯電話ポータル）と提携 
SideStepは、Orange（仏・独・英で携帯電話とブロード バンド サービスを提供している

France Telecom Groupの英ポータル）と 2 年間の流通パートナーシップ契約を締結した。 

www.orange.co.uk/travel ユーザーは、SideStepを利用して、航空便、ホテル、レンタカーの

検索が出来る。 SideStepの検索エンジンは、BA, easyJet, AF, BMI, DL, KL, Hilton, OneTravel, 
Orbitz, Radisson, Budget, Europcar, Autoeurope Avis, Budget, Carbookersを抽出し、予約の場合

は、これ等のサプライヤーとオンライン旅行社の各サイトに繋ぐ。 この契約の 3 ヶ月前

に、SideStepは、英国とアイルランドでWebサイトを立ち上げている。(DTW, 12/21/2006) 
 

（６）ルフトハンザ、トーマスクック株売却へ 
LH は、旅行とツーリズムのグループ Thomas Cook の株式 50%を、合弁企業パートナーの

KarstadtQuelle（独百貨店）に 800m ﾕｰﾛ（1,200 億円）で売却すると発表した。 LH は、

同時に、Thomas Cookが所有するパッケージ ホリデー航空会社Condorの株式 14.9%をSun 
Express（Condor と TK 航空合弁企業）より買収し、保有株の合計を 24.9%とする。 

KarstadtQuelle は、保有している不動産会社 Highstreet の 49%株式を、800 ﾕｰﾛで或る企業に

売却し、その売却収入を、Thomas Cook 買収資金に充当する。(channelnewsasia.com, 
12/23/2006) 
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 空 運  
 

（１）イギリス航空の客室乗務員が、勤務条件変更でスト権確立投票 
BA の客室乗務員（Transport and General Workers’ Union、11,000 名）が、会社の勤務条件変

更に抗議して、来春にもスト権確立の投票を実施する事となった。 前回の BA のストは、

同様の問題を争点とした 1997 年の客室乗務員を含む連続 3 日間のスト。 この時は、労使

関係が 悪の事態に陥り、2000 年の初めの Robert Ayling（当時 CEO）の退陣に発展した。 

BA は、2003 年と 2005 年に地上職員の山猫ストに見舞われている。 これに加えて、2004
年の夏の終りには、LHR 空港の運営上の問題で、2006 年には空港セキュリティー強化で、

それぞれ、便の大幅遅延と欠航を伴うスケジュールの大混乱を発生させている。 客室乗

務員の組合は、病欠時の取扱（病欠取得の規制）、給与体系の変更（幾つかの高グレードの

廃止）、年金制度の変更（定年の 55 歳から 65 歳への変更）に関する会社の不当な要求に抗

議している。 BA は、21 億ﾎﾟﾝﾄﾞに上る基金積立不足を、今後、10 年間で解消する計画

を立てている。(FT.com, 12/16/2006) 
 

（２）中国銀行、シンガポールのジェット リース会社を買収 
Bank of China は、Singapore Aircraft Leasing Enterprise の競売に競り勝った。 この買収は、

同行上場（香港と上海証取$13bn≒1 兆 5,300 億円）後初の海外投資となる。 SALE は、

全世界の顧客（ドバイの Emirates、英国 LCC の easyJet, 米 LCC の Frontier Airlines, Spirit 
Airlines、アジアの中国南方航空、Jetstar Asia, Air Deccan を含む）を対象に、商業機（28 機）

のリースをしている企業。 買収価格は、$965m（1,135 億円）。 中国の国営銀行は、金

利以外の収入を確保し、貸借対照表の強化を図る為に、成長企業に対して積極的な投資を

展開している。 SALE を売却した株主には、SQ（35%）、WestLB AG（独 35%）、Temasek 
Holdings（シ 14.5%）が居る。 中国の銀行の海外 大投資には、China Construction Bank 
Corp.の Bank of America Corp.（香港とマカオに 17 支店を保有）に対する $1.2bn（8 月）が

ある。 Industrial & Commercial Bank of China Ltd.は、インドネシアの小規模な銀行のマジ

ョリティー株を買収しつつある。 12 月 11 日から、中国政府は、外国銀行の元建てロー

ンと口座の開設を認可し、彼等に、中国市場への完全なアクセスを認めた。(wsj.com, 
12/16/2006) 

 

（３）空港セキュリティー ラインの割り込みは、乗務員達の当然の権利なのか？ 
パイロットや客室乗務員の一団が、空港ゲートのセキュリティー ラインを割り込んでいる。 

特に、マイレッジを溜め込んでいるプレミアム旅客が、「顧客よりも社員を優先させるのは、
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航空会社だけだ！」と怒っている。 或る 1stクラスの旅客は、勤務外の自宅に帰るパイロ

ットが、列を割り込んだ上に、1stクラスに座っている、と憤慨している。 パイロットは、

自分達の当然の権利だと主張している。 航空会社は、スケジュール維持の為には止むを

得ないと反論している。 一部の空港では、乗務員専用ゲートを設置して、旅客との間の

イザコザを回避している。 TSAのRegistered Travelerが正式に開始されると、何故 $100
支払ったプログラム参加旅客が、参加しない旅客の犠牲の上に優遇されるのかと言う、不

満が出て来るかも知れない。 旅客同士の間でも、同様のイザコザが起こるかも知れない。 

根本的な解決方法は、空港の混雑解消にしか有りそうもない。(wsj.com, 12/19/2006) 
 

（４）全席ビジネス クラスの シルバージェット（英）1 月 25 日就航 
大西洋線 Luton = Newark B767 型機（100 席、全席ビジネス クラス）の Silverjet（英）が、

当初計画よりも 1 ヶ月送れて、1 月 25 日から運航を開始する。 LON＝NYC 間の全席ビ

ジネス クラス航空会社は、MAXJet（米）と Eos Airlines（米）に次ぐ 3 社目。 Silverjet
は、Luton 空港で、空港到着から航空機搭乗までの時間をタッタの 30 分に設定したサービ

スを“売り”にする。 チェックインは、ハイエンドのホテルのサービスと同様に、ラウ

ンジで、ラップトップを所持した空港職員が応対する。 1 人当たりの往復運賃は、799 ﾎﾟ

ﾝﾄﾞ（176,000 円）から始まり、標準運賃 999 ﾎﾟﾝﾄﾞ（220,000 円）、フレキシブル運賃 1,399
ﾎﾟﾝﾄﾞ（308,000 円）。 この運賃には、Battersea からのヘリコプター サービスが含まれて

いる。 そして、女性専用化粧室、各座席の読書燈の点灯禁止、機内アナウンスの制限、

カート移動を禁止して、旅客の睡眠を優先させる。 Silverjet は、5 月に LON 証券取引所

に上場し、25.3m ﾎﾟﾝﾄﾞ（55.6 億円）の資金を捻出している。 来年 7 月には 2 機目、12
月に 3 機目の B767 型機を導入する計画を有している。 1 機当たり 5m ﾎﾟﾝﾄﾞ（11 億円）

の営業利益の計上を予定している。(FT.com, 12/18/2006) 
 

（５）イージージェット（英）パリ空港事務所が強制捜査される 
easyJet（英 LCC）の Orly 空港事務所（170 人雇用）が、先週、ソーシャル セキュリティ

ーと税の査察官の強制捜査を受けている。 仏の定める雇用契約を無視して、英国の契約

を継続している事が、この強制捜査の原因。 easyJet は、この措置は、仏政府の国内企業

保護政策に基づくモノだと反発している。 同社は、パリ就航便の乗務員は、仏で仕事を

しているのではなくて、英国国籍の航空機の機内で仕事をしているので、仏の規則に従う

必要がないと主張している。 空港のグランド スタッフは、全て下請けの仏企業の社員。 

Ryanair も、同様の容疑をかけられている。 Ryanair は、1993 年以来 AF が、仏政府の補

助金（10 億ﾕｰﾛ≒1,550 億円）を得ていると、継続して非難している。 EasyJet は、Orly
空港のスロット拡大に奮闘している。 そして、スロットの中立的な配分を怠っていると

して、仏企業寄りの同空港スロット管理機関を訴えつつある。(FT.com, 12/18/2006) 
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（６）中国 LCC スプリング航空、低運賃設定で罰金を食らう 
1 年半前に営業を開始した中国初の LCC である Spring Airlines が、済南（Jinan）（山東省の

省都）＝上海の深夜便に、航空運賃規則を違反して 1 元（15 円、燃油および空港税を加算

すると 151 元≒2,265 円）の運賃設定をした廉で、済南市の価格統制局（Jinan Municipal Price 
Bureau）から 150,000 元（2,250,000 円）の罰金刑を受けた。 航空運賃規則は、 低運賃

を基準運賃の▲45%以内と決めている。 この場合の 低運賃は、760 元（11,400 円）と

なる。 Spring は、政府の価格統制の下では、市場経済に則した運営が困難になるとして、

この刑に抗議している。(FT.COM, 12/19/2006) 
 

（７）欧州連合、排ガス取引スキームへの航空の組み込みを 2011 年から開始 
EU 委員会は、航空機が排出する 2 酸化炭酸ガスの、排ガス取引システム編入を、2011 年

から開始する。 当初の案は、EU 加盟国以外の航空機を含む、欧州を離発着する全ての

航空機を対象にしていたが、米国やアジアからの強い抗議を受けて、 初の 1 年間は、欧

州域内の航空便のみを対象とする案に変更されている。 全ての航空機を対象とするのは、

2012 年以降に 1 年間延期された。 この案は、欧州議会と加盟国 25 カ国の批准を受けて、

来年に 終化される予定。 取引スキームでは、許容排ガス量の 3％（当初案では 10%）

が競売に廻される事になる。 環境団体は、競売に廻す量が少な過ぎると非難している。 

彼等は、「これでは、97%分がタダで排ガス出来る事になり、航空会社は、排ガス分として、

観念的なコストを消費者に転嫁する結果、棚ぼた式に利益を計上（World Wildlife Fund は、

年間 35 億ﾎﾟﾝﾄﾞ＝7,700 億円の利益と試算）してしまう」、と非難している。 彼等は、航

空機の排ガスは、高度の高い空で排出される為、地上の排ガスの 4 倍も環境破壊力を有し

ているので、厳しい規制を課すべきだと主張している。 各航空会社の排ガス許容量は、

2004 年〜2006 年の排ガス実績に基づき決められる。 30 屯当たり 30 ﾕｰﾛ（45 円）をベー

スに試算すると長距離便の往復航空券の排ガス料金は、2020 年までに 39 ﾕｰﾛ(5,850 円)とな

る。（欧州＝NYC の往復旅客の排ガスは、家庭に於ける年間 1 人当たりの CO2 排出量に匹

敵する。） 航空会社は、総じて委員会案を支持している。 彼等は、航空税が導入される

よりも、この案の方が未だ増しだと言っている。 航空会社は、この取引スキームよりも

何よりも、欧州を“一つの空”にする単独 FIR（飛行情報区）の設定の方が、ズーッと排

ガス抑制に繋がると主張している。(FT.com, 12/20/2006) 
 

（８）ライアン航空、エアリンガス買収を当面断念 
欧州 LCC 大手の Ryanair は、12 月 20 日、Aer Lingus 買収を当面の間（欧州競争委員会

の買収支持獲得までの間）、中断すると語った。 EU 競争委員会は、「初期調査によると、

アイルランドをベースとする 2 社の合併は、消費者の選択を狭め、運賃値上げを惹起させ

る多くの懸念があるので、5 月 11 日を期限とする本格的な調査が必要になった」、と発表

した。 Ryanair は、AF と KLM の合併を承認しておきながら、Aer Lingus の買収をスンナ
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リ承認しないのは、一貫性に欠けた偏向した判断だと、欧州委員会の決定を強く非難して

いる。 競争委員会は、通常では、合併の推進に積極的で（強い EU 航空会社を作りたが

っている）、今回のケースの如く第 2 段階の詳細調査を必要とするのは異例と、業界の識者

達は言っている。 競争委員会は、Ryanair が競争維持の為に LHR 空港を含む 500 以上の

スロット割譲を表明しているにも拘らず、詳細審査が必要だと言っている。（AF/KLM は、

彼等の主要空港の 120 スロットを明け渡している） Ryanair の Aer Lingus 敵対的買収は、

アイルランド政府を含む 40%以上の株主が反対している。(FT.com, 12/20/2006) 
 

（９）シンガポール航空、スーパージャンボ A380 型機×9 機を追加購入 
SQ は、12 月 20 日、A380 型機×9 機を買い増すと発表した。 これで、SQ は、合計 19
機の A380 型機を保有する事になる。 この追加は、QF 航空の 8 機追加発注（合計 20 機）

に次ぐ発注となる。 追加 9 機は、2010 年 1 月より 2011 年初めにかけてデリバリーされ

る。 同時に SQ は、A380 型機の納期遅延違約金についてエアバスと合意した。 合意内

容は一切発表されていないが、違約金の中には、追加 9 機の大幅割引が含まれている模様

である。(FT.com, 12/21/2006) 
 

（10）レイセオン（米）航空機事業を、加のバイアウト グループに売却 
米防衛電子企業の Raytheon は、12 月 19 日、航空機製造部

門（Hawker ビジネス ジェットのメーカー）を、バイアウ

ト グループ 2 社（Goldman Sachs とカナダの Onex Partners
のアフィリエート）に、$3.3bn（3,900 億円）で売却する

と発表した。 Raytheon は、ミサイル製造で良く知られて

おり、大手 5 社に入る米軍需産業の 1 社。 Raytheon の航

空機製造部門は、Cessna、Bombardier に次ぐ業界第 3 位の

ビジネス ジェット機メーカー。 Hawker 4000 プログラム

の 5 年間の開発遅延で、シェアーを失っている。(FT.com, 
12/21/2006) 

US defence and electronics group Raytheon has agreed to sell its aircraft 

manufacturing unit for $3.3bn to an affiliate of Goldman Sachs and Onex Partners 

 

（11）メサ（米リジョナル）、中国で初のコミューター航空設立 
米リジョナル航空会社 Mesa Air Group は、12 月 22 日、中国の深川航空（Shenzhen Airlines）
と、中国に於ける初のコミューター航空を設立する事で合意した。 新しく設立されるコ

ミューター（プロジェクト名 Beijing Airlines と呼ばれている）は、当初、50 席のリジョナ

ル ジェット機×20 機で、北京オリンピックが開催される 2008 年夏までの営業開始を計画

している。 そして、5 年以内に、50 席機／70 席機／90 席機のリジョナル ジェット機×
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100 機へのフリート拡大を目論んでいる。 Mesa は、この合弁事業（資本金 5 億元≒75
億円）の 25%を出資する。 深川航空は 51%、その他の外資が 24%を出資する。（中国で

は、航空会社への外資は、1 社 25％以内、総額で 49％以内に規制されている。） なお、

深川航空は、LH との合弁の貨物航空会社 Jade Cargo International を設立している。 Jade
は、昨年の夏から SEL と AMS 路線に就航している。 (wsj.com 12/22/2006) 
 

（12）米当局、バージン アメリカの米国内線免許申請却下へ 
米航空当局は、SFO 空港を起点に米国内線 LCC 事業の展開を 1 年以上

前から申請しているVirgin Americaのライセンスを認可しない模様であ

る。 米国法は、米国で設立する航空会社には、25%以下の外国資本と、

米国市民よる保有と実質的な支配を要求しているが、当局は、Virgin 
America は、英国の実業家 Richard Branson により支配されていると判断

している様だ。(wsj.com, 12/23/2006) 

 
 
 

  
水 運  
 

（１）カーニバル クルーズ、独市場でティーユイと提携 
世界 大のクルーズ企業 Carnival Corp.（米）が、欧州に於けるクルーズ事業を強化するた

め、世界 大のツアーオペレーターの Tui と、独市場で合弁企業を設立する。 来年上半

期に設立されるこの合弁企業は、Carnival の独子会社の Costa Crociere クルーズラインが運

営している AIDA Cruises と、新しく開発される Tui Cruises ブランドの 2 つのブランドを運

営し販売する。 AIDA は、クルーズ船 2 隻を保有しているが、2010 年までにデリバリー

される 4 隻が現在建造中。 Tui Cruise ブランドは、AIDA よりも熟年層をターゲットにし

た、クラシックなクルーズ販売を目指す。 初の Tui ブランド船（3,000 人乗り）は、2010
年春に就航予定。 Tui は、2007 年に、5%をこの合弁企業に払い込む。 2010 年には、20%
まで資本を増加する。(DTW, 12/15/2006) 
 
 

（２）カーニバル クルーズライン第 4 四半期決算 
Carnival Cruise の第 4 四半期の好決算発表（12 月 21 日）後に、株価が +2.1%値を上げて 
$49.06 を付けた。 11 月 30 日に終了した、第 4 四半期と年度決算は、次表の通りである。 
同社は、2007 年の見通しも、2006 年度同様の利益を計上出来るだろうと言っている。 
(DTW, 12/22/2006) 
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 収入 純利益 備  考 

第 4 四半期 
$2.8bn 
+9.3% 

$416m 
+23.8% 

供給 +5.5% カリブとショート クルーズ不振、

アラスカと欧州好調 

2006 年度 
$11.84bn 

+6.7% 
$2.28bn 
+1.3% 

欧州に +4 隻のクルーズ船を配船 

 

 
 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ユーロタンネル、債務リストラのファイナンスで、銀行 3 社を選択 
Eurotunnelの61.8億ﾎﾟﾝﾄ（゙1兆2,400億円）の債務リストラのファイナンスに、Goldman Sachs
と Deutsche Bank のコンソーシアムと Citigroup の 2 つのコンソーシャを選択した。 この

銀行選択は、先週の 劣位の 19 億ﾎﾟﾝﾄ（3,800 億円）の債権保有者達から、リストラ案に

対する賛成を獲得した後に続くモノ。 上位の債権保有者は、11 月に、リストラ案に賛

成票を投じている。 この銀行の決定は、長期間続けられて来た Eurotunnel の債務リスト

ラ作業が、いよいよ 終段階に来ている事を示している。 銀行団は、28.4 億ﾎﾟﾝﾄ （゙6,000
億円）に上る 上位債務トランシェの返済の為の銀行融資を手配すると同時に、965m ﾎﾟﾝ

ﾄﾞの額面バリューを持つ転換社債の発行をアレンジする。 この転換社債は、殆ど確実に、

リストラ後の新会社の株式に転換される事になる。(FT.com, 12/19/2006) 

 
（２）フェデックス、第 2 四半期決算増益、連続 12 四半期増益達成 
FedEx が、11 月 30 日に終了した第 2 四半期決算で、

前年同期を +8.5%上回る、純益 $511m（600 億円）

を達成した。 収入は、+10%増加して$8.93bn（1
兆 500 億円）であった。 しかし、FedEx は、第 3
四半期利益見通しが減益すると予想している。 

FedEx は、この減益見通しは、原油価格と燃油サー

チャージ計上の期ズレが原因と説明している。 し

かし、アナリスト達は、米景気が緩やかに減速して

いる兆候と捉えられている。 通期の見通しは、略

前回の見通し通りの、1 株当たり利益 $6.35〜$6.65
の間に落ち着くと予想している。 
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FedEx のホリデー シーズンの 1 日当たり貨物取扱量は、12 月 19 日に、過去 高の 980 万

個を記録した。(wsj.com, 12/21/2006) 
 
IN TIME FOR CHRISTMAS: 

FedEx employees sort packages 

destined for a conveyor belt at the 

company's Memphis, Tenn., hub.  

Express-package delivery company 

FedEx Corp. said its fiscal 

second-quarter profit rose 8.5% 

percent. But the company's stock fell in 

early trading, as its third-quarter 

guidance disappointed investors. 

 
 

FedEx チャート(1 年間) 12 月 23 日株価 $107.47、過去１年間 安値$96.50 高値$120.01、PER 
16.46、時価総額$33.0bn。 赤線は、ライバル社の UPS との比較。 
UPS: 12 月 23 日株価 $74.40、過去１年間 安値$65.50 高値$83.99、PER 19.59、時価総額

$80.2bn。 
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 ホテル＆リゾート  
 

（１）欧州で賭博規制緩和が進み出した 
イタリア政府は、賭博の規制緩和を実施して、国内外の賭博企業にライセンスを付与する。 

スペインがこれに続いて、オンラインとオンショアーの賭博企業をライセンスする。 ド

イツは、間もなく規制緩和に踏み切ると見られている。 英国は、来年から、オンライン

賭博を含む全ての賭博の自由化を実施する。 欧州の賭博市場（500 億ﾕｰﾛ≒7 兆 5,000 億

円）は、9 月末の米国オンライン賭博規制法制定以来、状況が良く無い。 オンライン賭

博市場は、文字通り一夜にして、そのバリューを半減させられてしまっている。 だから、

賭博業界は、欧州各国の賭博規制緩和の実施に期待をかけている。 しかし、フランスの

様に、外国企業の国内市場参入を禁止し、国営ロタリー以外のオンライン賭博を許してい

ない国も存在する。 国毎の勝手な国内市場ルールの撲滅に取り組んでいる欧州連合では

あるが、賭博に関する域内共通ルールを保有していない。 欧州 高裁判所は、連合加盟

各国の自国企業を保護する為の差別的な規制の導入を禁止している。 10 数カ国がこれに

反している。(FT.com, 12/17/2006) 

 
（２）マカオが 遂にベガスを抜く 
今年 10 ヶ月間のマカオのグロス賭博収入が、$5.51bn（6,500 億円）に達し、遂に、同期間

のラスベガスの収入 $5.44bn を上回った。 Sheldon Adelson の Sands Macao の 270 テーブ

ル増設や、Steve Wynn の Wynn Macao（600 室/200 テーブル）の開業が、マカオの収入増に

貢献している。 このブームを反映して、Melco-PBL の Nasdaq 上場に投資家達の熱い眼差

しが注がれている。 Melco は、マカオの賭博大君 Stanley Ho の息子 Lawrence Ho と豪州

の 大富豪 James Packer の間で設立された合弁賭博企業で、上場で $950m（1,120 億円）

の資金を調達しようとしている。（引き合いが良いので、上場株式数の増加若しくは株価の

値上げを検討している。） マカオは、4 年前に、1961 年以来の Stanley Ho による市場独占

に終止符を打ち、自由化に踏み切った。 以来、Ho ファミリーを含む 6 社にライセンスを

付与し、508,500 人しか住んでいないこの島に、1,800 万人の訪問者（1 月〜10 月）を引き

つけている。 来春には、見本市会場の施設を持つ $2.3bn（2,700 億円）の総合リゾート

Venetian Macao（3,000 室）を含む主要ホテルが続々とオープンする。(FT.com, 12/19/2006) 

 
（３）ハラーズ、171 億㌦買収に合意 
世界 大の賭博企業 Harrah’s Entertainment（Caesars Palace オーナー）は、12 月 19 日、プラ

イベート エクイティー グループ 2 社（Texas Pacific Group と Apollo Management）の 
$17.1bn（2 兆 150 億円）の現金による買収提案を受諾すると発表した。（負債 $10.7bn を含
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めると、合計取引額は $27.8bn≒3 兆 2,800 億円とな

る。） バイアウト グループ 2 社は、Harrah’s 株 1
株に $90（買収オファー発表時 9 月 29 日株価比 
+36%プレミアム）を支払う。 この価格は、買収

競争企業のPenn National Gamingの $87を +3.4%上

回る。 買収した 2 社には、賭博規制が厳しい政府

の承認とライセンス取得の問題が控えている。 こ

れ等の許可取得には、少なくとも 1 年はかかると見

られている。 
 

バイヤーの 1 社 TPG にとって、この Harrah’の買収は、旅行業の買収の 3 社目となる。 12
月 12 日に、Silver Lake Partners と共同で Sabre を$5.0bn（負債$550m を含む）で買収し、そ

の 2 日後には、Airline Partners Australia に参加して QF 航空を$8.7bns で買収している。

(FT.com, 12/20/2006) 
 
 
 

その他  
 

（１）スカイプ開発者が、WebTV の開発に乗り出している 
Skype の創立者が、グローバルなブロードバンド TV サービスの開発（コード名：ベニス プ
ロジェクト）に励んでいる。 すでに初期段階のテストを終え、12 月 12 日からは、ユー

ザーの範囲を拡大して、本格的な立ち上げに備える。 Skype の創立者 Niklas Zennström と

Janus Friis は、昨年、オンライン電話事業 Skype を eBay に $2.6bn（3,000 億円）で売却し、そ

の売却収入の一部を、この WebTV の開発に注ぎ込んでいる。(FT.com, 12/17/2006) 

 
 
 
 

Skype founders Niklas Zennström (l) and 

Janus Friis are close to launching a global 

broadband television service promising 'the 

best of the internet with the best of TV' 
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編集後記 
 
 
 
 

今週号の「空港セキュリティー ラインの割り込みは、乗務員達の当然の権利なのか？」（ペ

ージ 33）は、日本の空港でも目につく光景である。 乗務員達は、制服を着て集団で行動

するので、なおさら目についてしまう。 
 

セキュリティー レーンの割り込みは未だしも、到着便のバゲージの引き渡し場所で、搭乗

旅客の手荷物よりも先に、乗務員の荷物が出て来るのは止めた方が良いのではなかろうか。 

「お客様第一」が崩れている。 どうしても、先にデリバリーしたいならば、搭乗旅客に

見えない様にしたら良い。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 249 （ 以 上 ） 
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