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1. Delta Executives Consider Merger Talks 

  デルタ、合併 本格検討開始 

 

DL 取締役会は、1 月 11 日、NW 及び UA との合併協議の本格的開始について協議した。

（現時点では、その協議結果は一切明らかにされていない。） この DL の動きは、必

ずや、米航空業界の再編の動きを加速させるだろう。 
 

① 原油価格がバレル$100に近づきつつある事、② 景気の減速が予測さている事、③ 航
空会社の組合が、 近の賃金カットの回復を求めている事、そして、④ 3 月末から大

西洋オープン・スカイズが発効し、欧州キャリアとの競争が激化する事などの要因が、

航空業界の経営者達をコンソリ ムードにさせている。 UA CEO Glenn F. Tilton は、コ

ンソリの推進論者で有名だが、彼の意見に同調する経営者達、— 例えば DL CEO Richard 
H. Anderson や NW CEO Douglas M. Steenland — が増えている。 Bear Stearns のアナリ

ストは、数ヶ月内に米航空業界でメジャー同士の合併が起きる確率は、50%以上有ると

言っている。 DL の本格協議開始のニュースで、過去 52 週で 安値を付けていた航空

株は、軒並み大幅な上昇を見せている。 ウオール街の株屋は、航空株を“neutral”か

ら“buy”に変えている。 
 

長い間噂されていた、米国航空業界のコンソリの動きが遂に本格化されつつ有る様だ。 
航空業界の合併は、① 複雑なコンピューター システムの統合、② 路線改廃に対する

政治的圧力、③ 組合（グッド サービスとスムースなオペレーションには不可欠）の反

対などが予想され、極めてリスキーである。 それにも拘らず、コンソリが本格化され

様としているのは、これ以上のコスト削減が、この方法以外に余り見出せないからだ。 
 

DL と UA の大株主のヘッジファンドの Pardus Capital Management（複数の米航空会社株

を保有している）は、昨年 11 月に、DL と UA の合併を要請した。 2 社が合併すれば、

年間▲$585m（650 億円）のコスト節約が可能になり、それだけ株主に対する価値が上

昇すると説いている。 Pardus は、DL と NW が合併した場合は、NW の Memphis と、

DL の Cincinnati のハブを閉鎖して、年間▲1.5bn（1,650 億円）のシナジーが期待される

としたが、政治と組合の問題から、DL+UA の合併案を優先させている。 

（以上は、NYC Times のレポートであるが、Wall Street Journal は、「DL は NW の合併

の方が“馬が合う”（comfortable）筈だし、トランザクションもより容易となるだろう」、

「DL+UA は、両社にとって、よりリスクが高くなるものの、よりエキサイティングな

合併である」、と報道している。） 
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DL は、Pardus の要請後、12 月に、UA, NW, CO と予備的合併協議を持っていた。 
DL のパイロットの会長 Lee Moak は、1 月 9 日、「合併が間近に迫っている、パイロッ

ト達は合併をサポートするべきである」、と言う趣旨が書かれた書簡をパイロット達に

発出した。 合併の大きな障害となるのがパイロットのシニオリティー リストの問題

であるが、DL CEO Richard H. Anderson は、昨年 11 月に、DL のパイロットのシニオリ

ティーが保証されない合併は実施しないと約束している。 DL のパイロットは、UA
のシニオリティーを若干下回る程度で、大きな較差は発生しない。（US は、合併後 3 年

近くになるにも拘らず、未だにこの問題を解決出来ず、依然として労働協約の一本化が

実現出来ていない。 旧 US のパイロットは、America West のシニオリティーを大幅に

上回っている。 旧両社のパイロット間の軋轢は、訴訟問題迄に発展している。） 

また、彼は、社員達に、DL はマネジメントを放棄しないし、ATL の本社も移動しない

と言っている。 
 

メジャー同士の合併となれば、競争管理当局の詳細な審査の対象となり、その承認の取

り付けには、長い期間（少なくとも 1 年近く）が必要となるだろう。 しかし、一方で

は、企業の M&A に比較的肯定的なブッシュ大統領の共和党政権下で、合併するのが望

ましいと考えられるので、合併を目論む航空会社の幹部達には、時間的な余裕は余り無

い。 そして、合併は、買収資金捻出の為の債務の増加を回避する為に、株式の相互交

換による取引となると想定されている。 
 

DL は、合併問題を優先させる為に、予定していた子会社のリジョナル航空会社 Comair
の売却可否の決定を延期させた。 
NW CEO Douglas M. Steenland は、1 月 9 日、社員に宛てたメモで、「NW の取締役会と

経営陣は、全てのコンソリについて慎重な分析と協議を開始している」と述べている。 
 

 

Delta’s chief, Richard H. Anderson, and a board committee have been studying combinations. 
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■ 
このニュースは、nytimes.com, 1/9, 11,12/2008; FT.com, 1/6, 10/2008; wsj.com, 1/11/2008; 
DTW, 1/10/2008 の報道を、TD 勉強会で編集したモノである。 
関連情報：情報 301「CO 航空の買収先は何処で、その価格は幾らか？」（平成 19 年 12
月 20 日）を参照ください。
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Travel Weekly, 1/8/2008 

2. How the cookie will crumble in 2008 

 トラベルウイークリー社の 2008 年 米旅行業界展望 

 

トラベルウイークリー社の 8 人記者達が占った、2008 年米旅行業界八卦は、次の通り

である。 
 

（１） 業界全般 
米旅行業界は、2007 年ほど堅調でないにせよ、そして、クレジット危機、ドル安、消

費意欲減少、燃油費高騰の暗雲が迫り来る中、何とか 2008 年も成長軌道を歩むだろう。 
主要な業界セグメントのパーフォーマンスは力強く、予約状況も継続して良い状況を示

めしている。 しかし、一部では、旅行需要の軟化は避けられず、価格は、それを反映

して、上昇させたい意向とは裏腹に値上げし辛くなるだろう。 供給調整を上手に実施

して、イールド低下を可能な限り抑えた賢いプレイヤー達が勝利を収めるだろう。 

 
 
（２） 航 空 
「バレル$90 の燃油費では誰も生き残れない」と言う数年前の予言に反して、航空業界

が死に物狂いで収支を改善して利益を計上しているのは、実に驚くべき事で敬服に値す

る。 2008 年にも、バレル$100 をふらついている原油価格は低下しないだろう。 そ

れに加えて景気の先行き不安とクレジット クランチ（金融引き締め）により事態は悪

化する様だ。 にも拘らず、航空会社は、国内線供給計画を縮小し、運賃値上げ努力を

継続させるだろう。 JP Morgan のアナリストは、航空会社は、経年機の退役とリース

契約の停止等により、容易に▲450 機の運航を停止させ、▲3%の供給削減を実施出来る

と踏んでいる。 そして、2008 年には、メジャー間の幾つかの合併の動きが活発化す

るだろう。 北大西洋路線では、3 月 30 日のオープン・スカイズ協定発効により、競

争が激化するだろう。 多くの米航空会社が LHR 空港に集中し、AF、BA、VS が母国

以外の欧州主要都市から、米国向けの大西洋便を飛ばすだろう。 
 
 

（３） クルーズ 
ドル安は、為替の影響を受け難いクルーズ人気を一層強めるだろう。 好調な欧州クル

ーズ市場のシェアー獲得を巡って、RCCL と Carnival Corp の両社は、スペインのクルー
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ズ企業に投資し、そして、ドイツの市場でシェアー競争を演じている。 2008 年の主

戦場は何所になるのだろうか？ RCCL は、フランス クルーズ企業 CDF Croisieres de 
France を立ち上げつつあるが、Carnival は、移り気なフランス クルーズ市場への参入

を躊躇っている。 或は、既に欧州で大きな事業展開を行っている Carnival は、買収や

合併に伴う当局の審査を懸念しているのかも知れない。 カリブも、為替の影響をそん

なに受けない目的地となる。 欧州人気に取り残された、カリブの魅力が高まるかも知

れない。 この他にも、南ア、インド、中国クルーズ市場への展開も進むだろう。 そ

して、既にカリブ、アラスカ、欧州クルーズを経験したベイビーブーマー達は、新しい

より小型な豪華客船で、より新鮮なエキゾチックな目的地へクルーズするだろう。 
 
 

（４） ツアー 
ハウジング市場、燃油価格、選挙年の狭間で、ツアー需要はそんなには成長しない。 従

って、リピーターを掴まえることに努力し、ロイヤルティー顧客の増加に努力しなけれ

ばならなくなる。 ドル安が、米国人のアウトバウンド旅行を湿らせると言う意見が強

いが、単品素材の寄せ集めよりはズート割引価格となるパッケージの人気が、逆に高ま

るだろうという楽観的な見通しも存在する。 そして、便利なインクルーシブ ツアー

である欧州河川クルーズ人気が一層高まると期待している人達も居る。 河川クルーズ

市場は、成熟期に入るのだろうか？ 業界は、ブームの欧州河川クルーズから、新市場

として浮上しつつある中国、エジプト、アマゾンに注目している、 Majestic America 
Lines によって支えられている米国河川クルーズは、この先どうなるのだろうか？ 歴

史的木造船の Delta Queen 号が 2008 年に退役すると言われている。 昨年 9 月に、TUI
と First Choice Holidays が合併して TUI Travel が誕生したが、業界が、今年も、その他

の潜在的 M&A から目を離せないだろう。 
 
 

（５） リテール 
旅行社にとっての 2008 年は、何時もの年がそうである様に、年初めには中々予想する

のが難しい。 しかし、起きたとしても、そんなに大きな変化は存在しないのかも知れ

ない。 業界トレンドとしては、以下の如くとなるだろう。 
・ ホームベース旅行社 
ホームベース旅行社の数を予測するのは困難だが、業界は彼等を歓迎しているので、増

え続けるの確かな様だ。 
・ マルチ商法（Multilevel marketers = MLM） 
トラベル・クラブよりはコストが割安な MLM が、継続して、トラベル セラー達を引

きつけている。 小さな量しか生み出さない販売者達を掻き集める事によって、大きな
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量にまとめ上げる MLM は、サプライヤー達にとって無視出来ない存在となっている。 

そして、正当な仲介業者とは一体何であるのか？ と言う疑問を業界に投げかけている。 

この問題のホットな議論が、2008 年にも継続されるだろう。 
・ 旅行パターン 
米国市民は、海外旅行を止めはしないが、その増加は、幾つかの理由により弱まるか失

速するだろう。 ドル安（加$に対しても）、選挙年、国内代替旅行増などがその理由。 

旅行社は、為替の影響が少ない南米等の目的地の販売に努力するだろう。 
・ 専門化 
ニッチが継続して重要視されるだろう。 真の専門家達は、報われるだろう。 
・ 旅行学校 
MLM やカードミルが問題視され、公認旅行社とは何なのか？ が問われているので、そ

して、需要創造の能力を高める為にも、2008 年には、旅行訓練学校の開設機会が増加

する年となるかも知れない。 
 
 

（６） ホテル 
グリーン・豪華さ・ライフスタイルに加えた成長鈍化が、2008 年のホテル業界を支配

するトレンドとなる様だ。 ロッジング業界の環境対策は、建物自体のグリーン化を含

めた総合グリーン  プログラムへと進化しつつある。 施設所有者達は、LEED
（Leadership in Emergency and Environmental Design）証明の取得が、長期的には省エネ

などの理由により、結局はコスト軽減に繋がる事を理解し始めている。 2008 年には、

インルーム リサイクル、自然繊維、風力発電、カーボン・オフセット プログラム、レ

ストランの自然栽培食材の利用など、全てのグリーン プロジェクトが進展するだろう。 

エキスパート達は、2008 年には、成長が鈍化するだろうと予想している。 今年には、

ホテル供給が、2002 年以来 大の +2.6%（+115,000 室）（PKF Hospitality Research）増

加するので、需給緩和が発生するだろう。 今年以降も続々と新たなホテルがオープン

する。 これ等の新ホテルは、高い建設費と金融収縮の問題に直面する。 しかし、プ

レミアム顧客を対象とする豪華ホテルは、大きな影響を受けないだろう。 
 
 

（７） 旅行テクノロジー 
2007 年に勢いを得た 2 次元バーコードを利用した携帯電話による空港チェックインが、

2008 年には、益々利用されるだろう。 また、航空旅客の事前スクリーニングを可能

にするバイオメトリック認証とデータベース テクノロジーの利用も進むだろう。 し

かし、これ等のテクノロジーの進展は、航空会社の慢性的な遅延を解消する訳ではない。 

伝統的旅行社と彼等の GDS プラットホームに与えるオンライン旅行社のインパクトの
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長引いた議論も継承されるだろう。 昨年末の 新データによると、Web 予約の減少の

発生を示唆している事も、2008 年に影響を及ぼすだろう。 そして、4 GDS の 3 つは、

新たな所有者を迎えて、テクノロジーのアップグレードを加速させるだろう。 旅客は、

携帯GPSテクノロジーを益々利用して、ホテルやレストランを容易に探し出すだろう。 
 
 

（８） ポリティックス 
選挙年には、政権も議会も行政も動きが制限されるので、旅行業界のロビイスト達は苦

労するだろう。 唯一の可能性あるアクションは、業界が長年も求めている、インバウ

ンド旅客誘致促進を取扱う機関を設立する Travel Promotion Act の成立だ。 この法案

が成立すれば、民間団体の支援に併せて、査証免除国からの入国者からフィーを徴収し

て、インバウンド旅客誘致キャンペーンの資金を収集する事が可能となる。（つまり、

税金は一切使用しない。） セキュリティーの問題は、2008 年にも依然として旅行業界

が直面しなければならない問題となる。 Western Hemisphere Travel Initiative は、2008
年には、陸路と海路からの再入国者に旅券提示を求める事になる。 2008 年の上半期

の旅券発給申請数は、更に増加して、発給業務を再び混乱させる可能性がある。 そし

て、ドル安、航空便遅延、旅客権利規定、旅券発給、国境入国審査が、大統領選挙の政

治的な材料に利用される可能性も否めない。■ 
 
 
 

  PhoCusWright, November 2007 

3. U.S. Online Travel Overview Seventh Edition   Michael Cannizzaro 

 「連載」米オンライン旅行 概観 第 7 版（3） 

 

Section 4  Airlines: The End of the GDS War (or Is It?) 
第４章   航空会社：GDS 戦争の終結（本当なの？） 
 

Key Findings 
主要な調査結果 
 

 航空会社が収支改善を継続させているが、2004 年以来初めての運賃低下が始まっ

ている。 
 全ての航空会社が破産法適用から離脱し、America WestとUS Airwaysが合併して、

メジャーな新しいローコスト モデルの航空会社の US Airways が誕生した。 
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 航空会社の直販サイトが予約を引きつけ、2007 年には、オンライン旅行社の倍の

オンライン販売を達成した。 
 全ての航空会社は、GDS と、直販を促進させる事が出来る大幅な自由度を有した

フルコンテント契約を締結した。 
 航空会社は、レジャーと非管理ビジネス旅行者に照準をあて、管理ビジネス旅行

者（managed travelers）については、旅行管理会社（travel management company = 
TMC）に、概して、その取扱を委ねている。 

 GDS 新規参入者達（GDS new entrants= GNE）は、航空会社の交渉力を強化し、市

場に於ける流通コストの低下の動きの発生に大きな役割を果たしている。 
 航空会社は、ツールからツアーに至るまでのオファリングによって、サイトのコ

ンテントを拡充する際に、トラベル 2.0 のコンセプトを導入している。 
 

 

 
 
 

Overview 

概 観 

 

合併、買収、一層のコンソリデーションの噂の中で、破産法適用の騒乱から抜け出した

航空会社は、2006 年と 2007 年初めに、継続して収支を安定化させた。 国内線供給削
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減戦略により、2006 年には RPM（revenue passenger miles）の増加（+1.9%）と、ASM
（available seat mile）の減少（▲0.1%）を達成した。（つまり搭乗率=L/F を改善した。） 

米運輸省によれば、この年の平均 L/F 79.4%が、業界の損益分岐 L/F 79.7%を上回った。 
 

しかしながら、全ての航空会社が同じペースで供給を絞った訳では無い。 AirTran, 
jetBlue, Southwest は依然として二桁の RPM 増を、American は付加的な増加を、DL と

NW の RPM は減少した。 全てが、RPM 当たりの旅客収入を、+4.8%（Continental） ~ 
+18%（jetBlue）の幅で増加させた。 そして、この傾向は、勿論終わってはいないが、

2007 年の上半期には、平均運賃は値下りしている。 この値下りは、2004 年以来初め

ての現象である。 United 航空は、2006 年 2 月に、Northwest と Delta は、2007 年の 4
月と 5 月に、それぞれ破産法の適用から離脱した。 近では、Midwest 航空が、TPG 
Capital（元 Texas Pacific Group で、Sabre Holdings Corp の購入社の 1 社）に買収される

事に合意した。 これで、破産法とコンソリデーションの話は一段落している様子で、

生き残った各社は、採算性を向上させ、安定した収支の軌跡を辿り出している。 この

収支改善傾向が継続するのか挫折してしまうのかは、誰も知る由もない所であるが、業

界の多くは、2008 年を通じて楽観的な見通しを立てている。 
 
 
 
 

Size of the Market 

市場規模 

 

2007 年に、オンライン航空販売は $50bn（5 兆 5,000 億円）を突破した。 これは 2006
年のグロス販売額 $42bn（4 兆 6,200 億円）の +23%となる。（Table 4. 1 参照） 2007
年に於けるオンライン チャネル販売は、航空の総販売のペースの 5 倍近くの早さで成

長すると見積もられており、オンライン旅行社の航空販売よりも高い率で成長し続ける

だろう。（Table 4. 2 参照） PhoCusWright は、航空会社が、フルコンテント、顧客リレ

ーションシップ マネジメント（CRM）、トラベル 2.0 戦略を遂行するので、2007 年に

は、平均 +23%の成長を遂げると推定する。 米国のオンライン旅行市場は成熟化しつ

つあるので、その成長は、2009 年には +14%に緩和すると予測されている。 GDS ブ

ッキング・フィーの成功裡の削減にも拘らず、航空会社は、彼等のインターネットサイ

トを も効率良い予約チャネルと見ており、それに対する投資を継続させるだろう。 
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American と Delta と Southwest の 3 社合計のオンライン販売は、2006 年のインターネッ

トによる航空販売の 42%を構成し、オンライン市場の牽引車となっている。（Table 4. 3
参照） Southwest の総インターネット販売は、その全てがサプライヤーWeb サイトで

販売されているのは注目に値する。 殆どの航空会社は、インターネット販売を、オン

ライン旅行社予約よりも早いペースの +15%〜+30%レンジで成長させている。 航空

会社は、流通コスト削減と収支向上の鍵となる、オンライン直販の積極的な拡大を継続

している。 
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Online Agencies vs. Branded Web Sites 
オンライン旅行社 対 ブランデッド Web サイト 
 

Southwest や jetBlue の如くの幾つかの航空会社は、全てか或は略全ての流通努力を自社

直販サイトに集中させている一方、United 航空の様な航空会社は、オンライン旅行社の

インターネット販売への大きな依存を継続させている。 オンライン旅行社がオファー

出来る露出或は追加的収入に価値を見出しているこれ等の航空会社でさえも、一般的な

傾向は、オンライン直販支持に留まっている。 2006 年には、航空会社の Web サイト

は、全オンライン航空販売の 66%を構成し、2009 年には、それが 72%に拡大するだろ

う。 現在、航空会社の Web サイトは、オンライン販売の 44%から 100%の間を構成し

ている。 
 

航空会社は、オペークとして販売する為と、航空会社が獲得困難なマーチャント ホテ

ル コンテントとパッケージする為に、オンライン旅行社に対して嫌々ネット運賃を提

供するだろう。 これ等のオペークは、航空会社の収入の小さな部分しか占めないにも

拘らず、それ等は、彼等自身のサイトにトラフィックを動かしたがっている航空会社の

為の、依然とした逸失収入機会となるだろう。 堅調な販売、運賃、搭乗率が、以前に

オンライン旅行社に提供していた航空会社の有利な条件を制限させつつある。 
 

航空会社の直販の追加的な利益（additional yield）は、オンライン旅行社に対して 25%
以上となるだろう。 そして、この違いが、航空会社のオンライン予約戦略の再考と強

化の原因となるだろう。 The PhoCusWright Consumer Travel Trend Trends Survey Ninth 
Edition によれば、52%の日常的オンライン ショッパーズ達が、2006 年に、オンライン

旅行社でショップした後に、航空会社の Web サイトで予約したと回答している。（Table 
4. 4 参照） 2005 年の 55%よりも若干減少したが、この傾向は、オンライン旅行社が、

継続して、多くのショッパーズ達を航空会社の直販に取られている事を示している。 
 

航空会社は、顧客が選択するチャネルに関係なく、採算性の 大化を重視していると言

っているが、彼等の戦略は、顧客を彼等のオンライン サイトに集める事に集中してい

る。 オンライン旅行社は、航空会社と激しい競争を演じているけれども、殆どのケー

スでは、航空会社が徴収していないサービス・フィーを取っている。 これは、ロイヤ

ルティー ポイントを提供し、手数料を徴収していない航空会社直販サイトの競争力を

向上させている。 航空会社は、完全な Web サイトの再設計と、顧客との双方向のチ

ャットのケーパビリティーを含む多くの革新を追求している。 
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航空会社は、フルサービス サプライヤーとなる事が出来る様に、彼等のプロダックト 
オファリングを拡大しつつある。 幾つかは、バケーション・パッケージ、クルーズ、

カーを彼等のサイトに追加している一方で、その他は、本格的なダイナミック・パッケ

ジング ケーパビリティーを可能にし、そして、ツアーやアクティビティーの如くの非

伝統的なコンテントを含めている。 例えば、Delta は、ホテル、カー、アクティビテ

ィーを Delta のサイトで使える様にするする為に、iSeatz と契約したばかりである。 航

空会社のサイトにコンテント プロビジョニングを提供している企業には、Mark Travel 
Corporation, Viator, WWTE（Expedia のホワイト レーベル プロダクト）、Travelocity, 
National Leisure Group（NLG）、Unaira, EzRez, iSeatz が存在する。 幾つかのケースでは、

航空会社は、オンライン旅行社 — まさに彼等の競合相手のサイト — のホワイト レ
ーベル  コンテントを、競争力を強化する為に使用している。 The PhoCusWright 
Consumer Travel Trends Survey Ninth Edition によれば、航空旅行をオンライン予約した全

てのレジャー旅客の 54%が、過去 1 年間の何れかの時点で、イベント若しくはアトラク

ションのチケットを、7%の市内観光ツアーを含んで、オンラインで購入した。 
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Distribution Costs 

流通コスト 

 

航空会社は、長い間、彼等の流通コストが高過ぎると文句を言っていた。 過去数年間

の間に、流通コストには、コミッション、GDS フィー、オーバーライド（販売ゴール

達成時のボーナス）、内部のテクノロジー コスト、クレジット・カード手数料が含まれ

るまでになった。 しかし、徐々に事態は変化しつつある。 過去 10 年間でコミッシ

ョンが消滅し、2006 年には、米航空会社は、英国と豪州で経験したモデルを踏襲して、

そして彼等の腕力を行使して、GDS のセグメント・フィーの削減に成功した。 
 

この変化の前には、航空会社は、GDS に対して予約セグメント当たりおよそ $4（平均

の旅行は 2.5 セグメントであるので、これは航空券当たり$10 になる）を支払っていた。 

GDS は、そこから、順繰りに、インセンティブ — 時には inducement fee と呼ばれた — 
の約 $1.50/セグメントを旅行社と旅行管理会社に支払った。 それから、これ等の企業

は、彼等の顧客に対して、自由にサービス・フィーをチャージした。 
 

航空会社は、流通させるコンテントの内容（運賃とアベイラビリティー）を支配し、そ

して、彼等が適当と考える流通先を選ぶ能力を保有した。 GDS のセグメント・フィ

ーの削減を強いる為のキャンペーン（困難な仕事と航空会社は言っている）で、航空会

社は二股のアプローチを設定した。 初に、流通させるコンテントの選択で脅し、よ

り高いコストのチャネルへの 良のコンテントの流通を中止した。 それから、彼等は、

セグメント・フィーの削減されていない GDS 経由の予約に対して、旅行社と旅行管理

会社（TMC）に、セグメント当たり $3.50 をチャージした。 旅行会社には、① この

手数料を支払って、フルコンテント無しで済ませるか、② フルコンテントの提供を得

る事が出来るが、彼等が GDS から受けている支払を削減しなければならない、新たな

ペイメント ストラクチャーを“オプトイン（opt-in）”するか、の 2 つの内の何れかの

選択が迫られた。 
 

このアプローチは、キャッシュ フローの構造に対して幾つかの変化をもたらした。 先

ず始めに、全ての GDS が米国の航空会社とフルコンテント契約を締結し、直ちにセグ

メント・フィーの約 $3 への削減に合意した。 そして、契約が終了する 2011 年迄に、

更に $2 台の中間に値引きする事を約束している。 次に、GDS は、オプトインの旅行

社と TMC に対して、フルコンテントへアクセスする為の $0.80/セグメントを課した。 
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GDS は、$1.50 のインセンティブを支払っていたので、差し引きすると、旅行社と TMC
に対しては、$0.70 のみしか払わないで済む事になった。 

 

航空会社は、旅行社と TMC に対して、彼等の特定の販売クオータ達成に対する報奨（オ

ーバーライド）を依然として支払っている。 また、航空会社は、航空会社の運賃、も

しくは、オペーク運賃を販売する幾つかの旅行社に対して、（割引された）ネット運賃

を提供している。 そして、旅行社は、売値とネット運賃との差をコミッションとして

得ている。 フルコンテントと言う言葉には、明らかに、公示、バルク、Web 運賃が含

まれ、そして、GDS に亘って一貫性あるネゴ運賃が存在する。 しかし、そこには、

航空会社に対して、幾つかの重要な有利な条件の詳細が盛り込まれている。 
 

航空会社は、彼等の消費者 Web サイトで、特定の旅客の小集団（例えば、航空会社の

ロイヤルティー プログラムに於けるプレミアム レベルの会員）に対する排他的な販売

促進を提供する権利を留保した。 また、航空会社は、旅行クラブ（特定の年齢層の顧

客の如くの）を開発する事が出来、そして、彼等に排他的な特典を与える事も出来る。 

更には、彼等は、インセンティブ、マイレッジ クレジット、航空会社直接予約へのラ

ウンジ使用を提供出来、そして、幾つかのケースでは、GDS のテクノロジーでもって

は販売出来ないコンテントを販売する権利を有している。 これ等の特典にも拘らず、

航空会社は、GDS との交渉の成果について、意見を異にしている。 幾つかの航空会

社は、多の流通チャネルとの良いバランスが確立出来たと感じているが、その他は、充

分な成果を達成出来なかった（しかし、多分、彼等が達成出来るベストだった）と考え

ている。 
 

ヤット航空会社は、ブッキング・フィーの世界に手を付ける事が出来たので、今度は、

彼等は、旅行のサービスの“トータル コスト”に対してより深く検討しつつある。 こ

れ等のコストには、クレジット・カード手数料、航空会社のコールセンター人件費、旅

行社による二重予約を含む。 旅行の柔軟性を増す為に、旅行社が、１人の旅行者に対

して、同じ日の同一区間で、幾つもの便を予約するプラクティスが日常的となっている。 

過去には、航空会社は、これ等の全ての予約に対してブッキング・フィーを支払ってい

たが、現在では、彼等に 24 時間以内の取消を要求するか、若しくは、航空会社が旅行

社に、その GDS コストを支払わせている。 
 

或る航空会社は、PayPal と提携して、クレジット・カードに関わる送金コストを抑制す

る努力を行っている。 その他の航空会社は、莫大な手数料を支払ってはいるものの、

クレジット・カード会社と結んでいる、そのコストと釣り合うコーブランド カードの

如くのマーケティング契約が存在する為に、板挟みになって悩んでいる。 また、航空
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会社は、モバイルのアラートやフライト ステータスのアップデートの提供によって、

コールセンターや空港のエージェント達の負荷の減少を模索している。 
 

【PayPal】 PayPal 社が運営している、手数料が少なく、少額送金に対応したインター

ネット決済システム。 PayPal にメールアドレスと銀行口座かクレジット・カードを登

録しておくと、メールを使ってお金の送金や受け取りができる。 米国のオークション

サービス eBay で個人間決済の手段として広く利用され、その結果 eBay は PayPal を買

収した。 支払い手数料が安く済む、取引が迅速に進むなどの利点から米国を中心に世

界中で普及しているが、日本語では利用できないため、国内の利用者は限られている。 
送金は PayPal が仲介するため、クレジット番号や口座番号などの個人情報は取引相手

に伝わることがなく、安全に決済を行なうことが。 しかし、PayPal が個人間決済の事

実上の標準として普及したため、PayPal 社を装って偽メールを送り暗証番号を入手しよ

うとするフィッシング詐欺が起きるといったトラブルも多発している。 現在ではネッ

トバンクや一般の銀行でも少額送金サービスを提供しているところが増え、PayPal のシ

ステム的な優位性は薄れてきている。 
（http://e-words.jp/w/E3839AE382A4E38391E383AB.html） 
 

航空会社の大部分は、 早、GDS から GDS new entrants（GNE）にシェアーを意図的に

移動させる事を試みていない。 幾つかの航空会社は、チャネルに関係せずに同じブッ

キング・フィーを支払い、後は旅行社と TMC に、コストとサービスとコンテントとテ

クノロジーについて、彼等が好む組み合せを選択させる新たなアプローチ — フルコン

テント契約から生み出された — を採用している。 その他は、彼等の GNE との関係

を強化させ、このチャネルの魅力を増加させつつある。 一般的には、殆どの航空会社

は、相互に競争し合う仲介業者達を問題視していない。 そして、幾つかのケースでは、

オンライン旅行社でない仲介業者を積極的に支援している。 
 
 

Metasearch and Other Innovations 
メタサーチとその他の革新者達 
 

低運賃を探し出す事は、しばしば暗闇で物を探す事みたいだと言われて来た。 現在

では、インターネットと新たなテクノロジーでもって、消費者は、ベスト運賃を探し出

す為に、複数のサイトを同時に閲覧する事が出来る。 旅行検索（或はメタサーチ）エ

ンジンは、 低運賃を探し出す為に、クリック当たりコスト（cost-per-click）のリフェ

ラル モデルを通じた運営により、多くのサプライヤーと仲介業者のサイトを調査する。 

メタサーチ企業達は、彼等のリフェラルが、一般的な検索エンジンが発生させるリード
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よりも、高いコンバージョン率（ショッピングから購入への転換率）を有していると言

っている。 しかしながら、航空会社は、あからさまに敵対的では無いにせよ、メタサ

ーチ エンジンとの取引には継続して用心している。 彼等は、メタサーチ エンジンを

強くさせ過ぎて、より高いリフェラル手数料を吹っかけられ（過去 10 年間 GDS がそう

であった様に）、このチャネルを通じた直販の増加のベネフィットを取り消されてしま

う結果になる可能性を恐れている。 
 

メタサーチの成長の低迷にも拘らず、新規参入社達が続々と誕生している。 消費者に、

変動する運賃に対する、より透明性の高い、より強化された検索能力を提供する第 2 世

代のメタサーチが立ち上がっている。 例えば、FareCast は、統計的演算手順を使用し

て運賃の変動を予想し、低下を予測した運賃が実際は高くなった際には、消費者に対し

てその差額を払戻し、選別された運賃予測の保証までやってのけている。 もう１つの

新規参入者である Yapta は、低運賃を探し出し、購入した運賃のその後の変動を追いか

け、購入時よりも運賃が低下した時には、消費者に対して、その差額の払戻請求を可能

にしている。 
 
 

Travel 2.0 
トラベル 2.0 
 

航空会社は、トラベル 2.0 について良く認識しているが、彼等は、アプローチを異にし

ている。 幾つかは、予約プロセスの間に収集出来る顧客情報の利用に集中し、ソーシ

ャル ネットワークについては、余り革新的な動きを示していない。 殆どの航空会社

は、オンライン旅行社から自社直販サイトを一層差別化し、クロス販売をサポートして、

顧客エクスペリエンスを向上させる為に、この情報を利用してたがっている。 この顧

客中心戦術の促進を航空会社に可能にする、幾つかの新たな予約プラットホームが出現

している。 例えば、Amadeus の旅行を中心に据えたシステムの派生型として開発され

た Althea は、既に 38 の航空会社を顧客に持っていると言われている。 他方、Unisys
と ITA Software は、新たな予約プラットホームを一から積み上げ方式で開発し、徹底し

た顧客中心主義を貫いている。 ITA は Air Canada のシステムを立ち上げつつあるが、

Unisys は全日空を新たな AirCore プラットホームに統合しつつある。 
 

一般的に言って、航空会社は、トラベル 2.0 に慎重にアプローチしている。 注目すべ

き例外は、社員が、新しいアイディアを顧客と議論出来る Delta の新ブログだ。 機内

エンターテイメントを改善する為のアイディアに関する 近のポスティングには、68
の回答が顧客から寄せられている。 その他の航空会社は、直接に参加はしていないが、
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定例的に航空旅客のブログ（FlyerTalk の如くの）をモニターして、旅行者の苦情に即座

に対応出来る体制を整えている。 American 航空は、より多くの機能を備えた“ディ

ール ファインダー（Deal Finder）”でもって、Southwest の特売運賃通知サービスの“デ

ィング（Ding!）”をリードしつつある。 彼等は、航空以外の予約可能コンテントを拡

大しているので、幾つかの航空会社は、ユーザー ジェネレーテッド コンテントを考慮

しつつあるが、その他は、トラベル 2.０は一時の気まぐれで、自社オンライン予約ビジ

ネスには余り大きな影響が無いと考えている。 
 
 

The Air Canada Effect 
エアーカナダ効果 
 

航空業界は、Air Canada/ ITA 提携の進展に注目している。 ITA は、オープン システ

ム テクノロジーを使って、Air Canada 用の新しい予約システムを開発した。 このシ

ステムにより、Air Canada は、便の各座席を異なる運賃で販売する事が出来る他、受託

手荷物やその他のサービスに対して、料金を徴収する事を可能にした。 これ等は、

GDS の現在の低運賃検索能力では、販売する事が困難なプロダクトである。 Air 
Canada は、同社の低コスト航空会社部門の Tango でもって、このコンセプトの幾つか

の試験的運用を既に開始している。 Air Canada は、自己改革をしつつあるので、この

アプローチは、彼等の顧客に受け入れられるだろうが、仮に、フルサービス航空会社が

これを採用するとなると、顧客は、ただ運賃値上げをされただけと感じるかも知れない。 
 

とは言うものの、ITA は、多くの数の航空会社と、このスステムの導入の可能性につい

て協議をしていると言っている。 多くの航空会社は、GDS 達は、生き残りの為には、

Air Canada のと同じ様なプロダクトを保有しなければならないだろうと言っている。 
 
 
 

Other Airline Trends and Assumptions 

その他の航空会社のトレンドと仮説 

 

 殆どの航空会社は、AlaskaやDeltaを含めて、ビジネス旅客直販を増加させる為に、

ビジネス ポータルをオファーしているが、それ等の努力は、余り報われていない。 

このコンセプトを一段階上のレベルに上げる為に、SkyTeam アライアンスのメン

バーである Northwest と Delta と Continental は、2007 年 7 月に、旅行管理会社（TMC）
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の代替を希望している企業に対して、フルサービス予約を共同して提供する、

SkyCorp Direct と呼ばれる“スーパー サイト”の立ち上げを発表した。 その手

順の実際はこうだ。 航空会社 3 社からのコンテントは、ダイレクト（GDS 経由

で無くて）と G2 SwitchWorks プラットホーム経由の両方で提供される。 同時に、

カー、ホテル、その他の航空会社コンテントは、Amadeus から提供される。 そ

の他の航空会社は、このアプローチがどれ程飛躍するのかに注目している。 
 

 航空会社は、2010 年に、どの様な流通をするだろうか。 衆目の意見が一致する

所では、彼等は、フルサービス サプライヤーとなって、彼等が提供する幅広く奥

深いコンテントを拡大し、オンライン旅行社からシェアーを奪うだろう。 しか

しながら、管理ビジネス旅行者（managed travelers =出張規程に従うビジネス旅行

者）は、依然として、旅行マーケティング会社（travel marketing company）によっ

て管理されるだろう。 航空会社は、このグループを、企業の複雑な出張規程と、

その管理の為に TMC を選好する、自分達が決して上手くサービス出来ないカテゴ

リーの顧客だと見ている。 この具体例は、Southwest の、さも無ければビジネス

旅客獲得できない、Travelport を通じた 10 年間の運賃流通ディールに見て取れる。 

GDS（多分、多くでは無いけれども）は、2010 年のビジョンに含まれるが、意見

の一致は、彼等はコストを削減し、Air Canada が行っている如くの新たなプロダク

ト オファリングをハンドリングする為の、柔軟性の改善に取り組まなければなら

ないだろう。 
 

■ 「第４章 航空会社：GDS 戦争の終結（本当なのか？）」 終り 
     次週「第５章 ホテルとロッジング：チャネル ミックス安定化、しかし、ホテル

は顧客との直接的関わり努力を強化」に続く 
 
 
 

4. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通・TD  
 

（１）オービッツ、旅行ブログ試験的立ち上げ 
Orbitz Worldwide が、1 月 7 日、旅行のブログを試験的に立ち上げた。 Orbitz の社員及

び社外の旅行エキスパート達が、伝統的なレビュー サイトでは見る事が出来ない、各
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目的地の詳細情報を執筆する。(DTW, 1/7/2008) 
 

（２）トラベルポート GDS、本社をアトランタに移転 
Worldspan と Galileo を管理する Travelport の事業部門本社とデータセンターが、アトラ

ンタに終結する。 アトランタへの移転により、買収した Worldspan の Galileo への統

合と、現在 Parsippany, N.J.; Rosemont, Ill.; Denver に散らばっている GDS オペレーショ

ンをコンソリして、効率化を促進させる。(DTW, 1/7/2008) 
 

（３）カールソン、新 CEO をヤッと任命 
米国 大のファミリー企業の 1 社で、ホテル・旅行・レストラン グループの Carson Cos.
が、新 CEO に、傘下の Carlson Wagonlit Travel（Carlson Cos.が 55%を所有）CEO Hubert 
Joly（仏人）を指名した。 Joly は、3 月から、年商 $37.1bn（4 兆 1,000 億円）、150 ヶ

国に従業員 190,000人を保有する Carlson Cos.の舵取りを託される。 現在の会長兼 CEO
で且つ所有者の Marilyn Carlson Nelson は、会長職に退く事になる。 Carlson Cos.の CEO
には、M. Carlson Nelson の息子 Curtis Nelson が就任する予定であったが、家族間の紛争

（母子間で訴訟中）により、C. Nelson は、COO を退任させられている。 創業家以外

から CEO が任命されるのは、Joly が初めて。 Carlson Cos.は、CWT の他に Carlson 
Wagonlit Associates, Results Travel, Cruise Holidays の 3 社の旅行社と、Radisson, Regent, 
Park Plaza, Country Inn, Park Inn のホテル ブランドと、T.G.I. Fridays, Pick Up Six レスト

ランを保有している。(DTW, 1/8/2008) (wsj.com, 1/8/2008) (FT.com, 1/9/2008) 
 

 

 

（４）カーニバル、代理店割引提供規則を厳格化 
Carnival Cruise Lines が、旅行社の社員に対する代理店割引規則を改め、1 年間に少なく

ともCarnivalに対する 5つの予約の実績を有する旅行社の社員のみに割引を提供する事

となった。 この制度の厳格化は、数ヶ月前に、カードミルとの関係を絶った Royal 
Caribbean Cruise Ltd.をフォローした動き。(DTW, 1/9/2008) 
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（５）ARC 2007 年精算実績 +3.5%増加 
ARC 精算実績は、下表の通りである。 12 月末時点の ARC 公認旅行社数は、18,621
ロケーション（前年比▲4%）、STP 台数は 167 航空会社の 1,454 台（▲17%）であった。 

 12 月 2007 年 備考 

国内線 1.9bn (-2.8%) 37.1bn (-2%)  

国際線 1.8bn (+5.7%) 32.2bn (+9%)  

合 計 4.4bn (+1.6%) 79.9bn (+3.5%)  

クレジッ

ト・カード 
n.a. 69.6bn (+5%) 構成比 85.8%→87% 

(DTW, 1/11/2008) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）米航空輸送協会、2008 年業界利益 $4.5bn を予想 
Air Transportation Associationは、2008年の業界利益が、米経済の先行き不安がある中で、

$3.5bn〜$4.5bn（3,850 億円〜4,950 億円）になると予想している。 ATA は、原油価格

をバレル $80 と予想している。 米航空会社は、国内線供給を絞り、より競争条件が

緩やかな国際線供給を拡大する。 ATA の予想通り、2008 年も利益を捻出する事が出

来れば、米航空業界にとって、1998 年〜2000 年以来の 3 年連続利益計上となる。(DTW, 
1/4/2008) 

 

（２）英政府、手荷物 1 個の機内持ち込み規制を撤廃 
英政府は、1 月 7 日から、LHR と STN を含む、英国のセキュリティー対策が確保され

た 22 空港発の便に対して、手荷物 1 個の機内持ち込み規制を撤廃する。 LGW につい

ては、今年の早い時期に、この規制の適用を中止する。（暫定措置として、1 月 7 日か

らは、南ターミナル発の接続旅客、2 月 11 日からは北ターミナルの接続旅客に対する

規制が解除される。） 手荷物 1 個規制は、2006 年 8 月に、液体爆弾テロを警戒して導

入された。 この規制により、LHR 空港の接続旅客の集客力が低下したと言われてい

る。 しかし、残る約 40 の空港では、この規制が継続される。 なお、Ryanair と easyJet
は、規制撤廃後も、機内持ち込み手荷物を 1 個に規制する。(DTW, 1/4/2008) 
 

（３）欧州キャリア、12 月実績 軒並み L/F 低下させる 
欧州の主要航空会社が、12 月実績で、輸送旅客数は増加させたものの、軒並み L/F を

低下させた。 株式市場は、需要減少の前兆と、これに敏感に反応して、航空業界の先
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行きの業績を懸念し始めている。 easyJet 株価は、8 日〜9 日の 2 日間で、▲20%以上

値を下げた。 
 

 旅客数 L/F 備 考 

Ryanair 3.95m  +18% 79%  (-2%)  

easyJet 2.9m  +9.9% 78.9% (-2.2%p) 10 月より受託手荷物有料 

BA +1% (RPK) 73.5% (-0.7%p) プレミアム旅客 +6.5% 

AF/KLM +3.1% 78.6% (-0.8%p)  

(wsj.com, 1/9/2008) (FT.com,1/5,10/2008) 
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（４）EADS、A400M 軍用輸送機、処女飛行遅延 
既に 6 ヶ月〜１年間のデリバリー遅延を発生させてい

る A400M 軍用輸送機の、7 月に予定されている処女飛

行が遅れる可能性が出て来ている。 A400M は、米

Lockheed 社製の Hercules 輸送機の更新用機材。

(channelnewsasia.com, 1/5/2007) 
Workers inspect fuselage 

segments for the new A400M. 

 

（５）エミレーツ、スリランカ航空との管理契約終了 
スリランカ政府は、同国フラッグ・キャリアが保有している Emirates との管理契約の更

新を実施しない事を決定した。 10 年間続いた Emirates による Sri Lankan 航空の運営

は、3 月末日を持って終了する事になった。 この措置に伴い、Emirates は、同社が保

有している Sri Lankan 航空株 43.6%（$150m≒165 億円）を売却する模様。 この契約

終了は、東南アジアに於ける も儲かるフランチャイズ事業の新規取得機会を、Emirates
以外の航空会社に提供する事になるだろう。(FT.com,1/7/2008) 
 

（６）ロードアイランドとアリゾナの 2 州が、航空旅客権利規定の導入検討 
Rhode Island と Arizona の 2 州が、New York 州に続いて、航空旅客権利規定の導入を検

討している。 NYC 州の旅客権利規定は、航空会社による差し止め請求の棄却に成功

して、1 月 1 日より施行された。（航空会社は控訴中。） これにより、航空会社は、ゲ

ートを離脱した長時間（3 時間以上）の遅延便に対して、充分な飲食物とトイレの清掃

と新鮮な空気と明かりの提供が義務づけられる事となった。 違反 1 件に対しては、

$1,000 の罰金刑が用意されている。(DTW, 1/7/2008) 
 

（７）バージン客室乗務員組合、スト中止 
Virgin Atlantic の客室乗務員 4,700 人は、2007 年 4 月から 2 年間の賃金協定に合意して、

1 月 9 日/10 日と、16 日/17 日に予定していた 48 時間ストを中止した。 合意された協

定案では、初年度（2007 年度）に+4.8%、次年度に消費者物価とスライドした賃上げが、

組合員に保証される。 組合のスト決行意欲は、昨年末の創立者 Richard Branson の、「こ

れ以上の賃上げは会社を破綻させる」と言う組合員に対する書簡発出後、急速に衰えた

と言われている。(FT.com, 1/7/2008) 
 

（８）BA、子会社オープスカイズ航空会社設立へ 
BA は、1 月 9 日、米国と欧州主要都市を結ぶ新たな航空航空会社 OpenSkies の設立を

発表した。 BA が、LHR、LGW、MAN 以外から長距離便を飛ばすのは初めて。 VS
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も同様の動きを見せていたが、昨年秋に、このプロジェクトを棚上げにしている。 

企業形態 BA 子会社 
英国独立事業免許（air operating certificate）取得

既に、BA European で登記済み 

路  線 
CDG or BRU=NYC 

毎日便 
6 月開設、今年中に更に 1 路線追加 
JFK or EWR 乗り入れは、空港混雑により検討中

便 名 新会社とBAの 2社便名  

客室仕様 
ビジネス クラス 24 席（2m フラット・ベッド） 
+プレミアム Y クラス 28 席（52 インチ・ピッチ） 
+Y クラス 30 席 

 

フリート B757 型機×1 機 
今年中に×2 機、2009 年末迄に×6 機編成 
全機 BA フリートより割譲 

運航乗員 社外ソースから採用 
BALPA 組合員の採用回避、これが大きな労務問

題に発展する虞が有る 

客室乗員 米国採用を検討  

(FT.com, 1/8-9/2008) (wsj.com, 1/10/2008) (nytimes.com, 1/10/2008) (DTW, 1/9/2008) 
 
 

（９）中国東方航空への SQ 投資迷走 
1 月 8 日の株主総会に於いて、SQ と Temasek による東方航空株 24%購入（1 株 HK$3.80
による$923m≒1,000 億円）が、77%の株主達の反対に遭い否決された。 
その後の動きについて、各紙は以下の通り報道している。 
・ 国際航空の親会社 CNAC は、2 週間内に、1 株 HK$5
による 30%までの対抗ビッドを行う予定であると言っ

ている。 
・ CNAC のオファーは、① 国際と東方間で相互に株式

を保有する、② 貨物事業の合弁企業を設立する、③ 国
際線を共同運行する 3 つの原則から成り立つ。 

・ SQ と Temasek は、東方航空との提携は諦めた訳では

無いが、購入価格を上げる事はしないと言っている。 
・ 中国政府は、① SQ の如くの外国航空会社の経営ノ

ーハウを取り入れて自国の航空会社強化するのか、② 
国内メジャー3 社を 2 社にコンソリして、中国スーパ

ー・キャリアを誕生させるのか、いずれの政策を採用するのかを決めかねている様だ。 

・ 東方航空は、SQ/Temasek との取り決めにより、8 ヶ月間のロックアップ条項（lockup 
clause）が存在するので、8 月 9 日までは、ライバル キャリアからのオファーは受け

付けられないと言っている。 
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・ 国際と東方が合併すると、旅客数（6.640 万人）で世界第 5 位の航空会社が誕生する。

（1 位 AA 9,980 万人、2 位 Southwest、3 位 DL、4 位 UA） 
・ 東方航空は、同じレベルの中国の航空会社と提携したのでは、意味が無いと言って

いる。 飽くまで SQ と提携して、経営ノーハウを取得したいと言っている。 
・ スーパー・キャリア ソリューションを広言している国際航空の元会長 Li Jiaxiang が

2 週間前に CAAC 長官に就任した事も、今後の決定に大きな影響を与えるだろう。 
・ 中国国内線シェアーは、国際 16%、東方 19%、南方 28%となっている。 
(FT.com, 1/9/2008) (nytimes.com, 1/9/2008) (wsj.com, 1/9, 10, 14/2008) 
 

 

The chairman of China Eastern Airlines, Li Fenghua, top, leaving the shareholders’ meeting in Shanghai Tuesday. 

Below, China Eastern passengers checked in at a Beijing airport counter. 
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A China Eastern plane and an Air China jet prepare to take off 

from a Beijing airport 

 
 

（11）米航空会社の 2007 年国内線供給配分 
 

 

(nytimes.com, 1/10/2008) 
 
 

（12）アイルランド リース企業 A320 型機×75 機発注 
アイルランドの航空機リース グループ AWAS が、A320 型機を×75 機（総額約 $5.2bn
≒5,500 億円）発注した。 A320 型ファミリー機は、200 以上の顧客から累計 5,800 機

以上を受注している。 
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Gulf 航空が、B787 型機×16 機（総額約 $4bn≒4,400 億円）を発注した。 Gulf は、現

在の経年機×25 機のフリートを全機更新する為に、35 機の新造機の購入を計画してい

る。 同社は、1974 年に設立され、現在バーレーンとオマーンの政府により半分ずつ

所有されているが、オマーンは昨年 5 月に、この事業から撤退すると発表している。 

2002 年にはカタール、2005 年にはアブダビが撤退している。 
(channelnewsasia.com, 1/9, 13/2008) (nytimes.com, 1/10/2007) 
 

（13）航空機 発注 過熱 
ボーイングとエアバスの 2 社で、2005 年〜2007 年の 3 年間で、合計 7,000 機（リスト

価格 $750bn≒82 兆 5,000 億円）を受注した。 殆どのオーダーは、数年前には存在し

なかった航空会社やリース企業から、或は旅行社が激増しているインドや中国などの国

から発注されている。 

これだけの機数が、本当に購入されるのだろうか？ 航空機メーカーの年間デリバリー

能力は、およそ 1,000 機程度でなっているので、発注している航空会社やリース企業は、

デリバリー迄数年間も待たされる事になる。 ボーイングは、2007 年に 441 機をデリ

バリーした。 そして 2008 年には 485 機をデリバリーする予定だと言っている。 エ

アバスは、2007 年に推定 450 機、2008 年に 500 機、2009 年に 525 機と、デリバリー機

数を段階的に増加させる。 通常、およそ▲15%〜▲20%の発注取消が発生するので、

航空機メーカーは、生産拡大には非常に慎重となっている。 航空機の製造は、住宅業

界や自動車業界と違って、オーダーメードに基づくので、在庫の問題は殆ど発生しない。 

ボーイングもエアバスも、2008 年は、通常時期の両社合計で 1,000 機程度の受注となる

と予想している。 しかし、リストラ優先で、機材更新に遅れをとっている米国メジャ

ー達が、新造機の大量発注を本格的に開始するかも知れない。(wsj.com, 1/11/2008) 

 

(wsj.com, 1/11/2008) 
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（13）ドバイ空港 躍進 
ドバイ国際空港利用者数が、2007 年に 3,000 万人を超えた。 4 年後の 2012 に年には、

7,000 万人と予測されている。 ドバイ空港の利用者数は、既に成田空港のそれを追い

抜いている。 ドバイは、現在、Jebel Ali に、6 本の併行滑走路を持つ Dubai World Central 
International Airport を建設中で、2017 年には、１億 2,000 万人収容可能な空港が完成す

る。（nytimes.com, 1/12/2008） 
 

 

ドバイ国際空港実績
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 水 運  
 

（１）マースク、▲2,000〜▲3,000 人員削減 
AP Moller-Maersk Group の基幹事業であるコンテナ運輸業の Maersk Line（世界 大）が、

収支改善の為に、25,000 人の従業員の中から▲2,000 人〜▲3,000 人の人員削減を開始す

る。 Maersk は、2005 年に、当時世界第 3 位の P&O Nedlloyd を買収して以来、統合に

手子摺り業績が低迷している。 2006 年には、収入 $23.5bn（2 兆 5,800 億円）に対し

て▲$267m（290 億円）の税前損失を発生させた。 2007 年には、▲$25m（28 億円）

まで損失幅を圧縮したけれども、これには APM Terminals の利益が含まれている為、こ

れを除くと、欠損は依然として大きなモノとなっていると推定されている。(FT.com, 
1/9/2008) 

 

（２）スター クルーズ（マ）、香港クルーズ港建設に参加 
Star Cruises が、香港の元 Kai Tak 空港跡地を利用したクルーズ ターミナル建設（総開

発費 $307.7m≒340 億円）に参加する。 この新ターミナルは、大型クルーズ船の寄港

を可能にし、およそ 18 エーカーの土地にはホテルやショッピング モールが建設される。 

香港が、アジアに於けるトップのクルーズ寄港地となる事を目論んでいる。 Star は、

アジア クルーズ ブランドの Star Cruises を所有し、NCL Corp.の 50%を保有している。

(DTW, 1/10/2008) 

 

（３）欧州 2 大クルーズ船造船所が合併を協議 
イタリアの Fincantieri とノルウエーの Aker Yards の欧州 2 大クルーズ船造船所が、両社

間の合併を協議している。 この合併は、韓国造船業界の欧州進出を阻止する為の措置。 

昨年 10 月に、韓国の STX Group が Aker 株 39.2%を買収し、Aker の 大株主に躍り出

ている。(DTW, 1/11/2008) 
 
 
 

 陸 運 & ロジスティックス  
 

（１）DHL が、ドラッグストアーWalgreen で集配サービス開始 
DHL が、Walgreen の全米小売店 6,000 軒（2008 年には 6,500 軒に増加する）で、小口貨

物輸送サービスを開始する。 DHL Express の米国事業は、2003 年に Airborne 社買収以

来、苦戦の連続で、Morgan Stanley のアナリストによると、年間▲$900m（990 億円）

情報 305 平成 20 年 1 月 15 日 - 32 - TD 勉強会 



の損失を抱えている。 リテールとの提携で巻き返しをはかる。(wsj.com, 1/10/2008) 

 
（２）ユーロスター、旅客大幅増加 
先月 LON=PAR 間の全区間高速運転を開始した Eurostar の旅客数が大幅に増加している。 

 旅客数 売 上 

11 月 14 日〜12 月 31 日 +11% +20% 

2007 年 +5.1% (826 万人) +15.5% ($1.2bn≒1,400億円)

(channelnewsasia.com, 1/9/2008) 
 
 
 

 ホテル & リゾート  
 

（１）ジャパン レジャー ホテル、ロンドン証取上場計画修正 
日本のラブホテルに進出を計画している Japan Leisure Hotels が、当初の計画を徹底的に

修正して、来週にもロンドン AIM 市場へやって来る。 同社は、昨年 10 月の AIM 上

場で、£100m（240 億円）の資金を確保する予定であったが、鈍い市場の反応に直面し、

結果的には £3m（8 億円）強しか資金を集められず、計画の修正を余儀なくされていた。 

同社は、上場による多額の資金捻出の代りに、日本のホテル所有者達に対して新株を発

行する。（自社時価総額を£22m≒53億円と予想している。） 日本のラブホテルは、25,000
ホテル存在し、およそ£17.5bn（4 兆 2,000 億円）の市場規模を有している。（FT.com, 
1/7/2008） 
 

（２）中国 新たな宝くじ 開始 
中国の宝くじ収入が、昨年、10 億元（1 兆 5,200 億円）（前年比 +22%）を達成した。 中

国政府は、新たな宝くじ kenko を、来月春節明けから開始する。 Citigroup は、中国は、

政府が新種のくじを開拓しているので、2010 年迄に、世界第 2 位の宝くじ市場となる

だろうと予想している。 

中国では、現在、スロットマシン型ゲームのビデオ・ロタリー・ターミナル（VLT）（香

港上場企業China LotSynergyと米 International Game Technologyの合弁企業による福祉宝

くじ）が も流行っている。 ビンゴゲーム型の中国の古くからある kenko は、VLT よ

りも流行ると予想されている。(FT.com, 1/10/2008) 
 
 
 
 

情報 305 平成 20 年 1 月 15 日 - 33 - TD 勉強会 



（３）ベガスの新キャンペーン 
LAS で、向こう 5 年間で +30,000 室増加させる $35bn（3 兆 8,500 億円）のプロジェク

トが進行している。 ホテルの増加に対応して、LAS への訪問者を増加させなければな

らない。 LAS は、2003 年に、“What Happens Here Stays Here.”のキャンペーンを開始

して、2002 年の LAS 訪問者数 3,500 万人を、2006 年には 3,900 万人に増やす事に成功

した。 今度は、このキャンペーンに加えて、新たに“Your Vegas Is Showing”のタイ

トルのキャッチフレーズとキャンペーンを展開する。 そして、2010 年迄に、4,300 万

人の訪問者数の獲得を目指す。 このキャンペーンでは、賭博よりも、豪華なショーや

食事やショッピングに焦点を当てる。 何しろ、今日では、LAS では賭博収入が全体の

40%に落ち込み、賭博以外の収入が 60%に拡大している。(wsj.com, 1/7/2008) 

 

（４）サンズ、シンガポールのカジノホテル建設資金調達に成功 
Las Vegas Sands Corp.が、クレジット市場の収縮にも拘らず、シンガポールに建設する

カジノホテル Marina Bay Sands の建設資金 $3.7bn（4,100 億円）の資金（$558m≒620
億円の自己資金を含む）の確保に成功した。 Sands は、アジアに於ける開発プロジェ

クトでなければ、資金の調達は困難だっただろうと述べている。 これは、Sands のア

ジア展開戦略プロジェクトの 1 つで、この他にもマカオで昨年 Venetian Macao をオープ

ンさせている。 SIN プロジェクトは、2,500 室のホテル、120 万平方フィートの会議／

展示場、100 万平方フィートのリテール スペース、3 つの巨大エンターテイメント場を

含み、来年にオープンする。 シンガポール政府は、賭博の合法化を 2005 年に実施し

て、カジノを含む複合レジャー施設を 2 ヶ所に建設し（その 1 つが Marina Bay）、2015
年迄に、シンガポールへのインバウンド旅客数を 1,700 万人に倍増させる計画だ。 

Sands の Marina Bay プロジェクトは、建設費の高騰と 近のドル安で、当初見込みの 
$3.6bn（4,000 億円）を上回る $4.6bn（5,100 億円）になっていると言われている。(wsj.com, 
1/7/2008) 

 

（５）ハワイのホテル オキュパンシー 継続して低下 
ハワイのホテル オキュパンシーが、11 月に、▲2.2%p 減少して 72.5%となった。 こ

の原因は、慢性的となっている入島者の減少の為である。 Smith Travel Research によ

ると、平均 ADR は、+6.2%上昇して新記録の $185.67 となった。 このお陰で、RevPAR
も、11 月 高の$134.59 に値上がりした。 

Oahu では、客室数の増加も有り、オキュパンシーが▲6.8%p 低下して 73.7%となった。  
(DTW, 1/11/2008) 
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 その他  
 

（１） 中国公害 
 
 

 

 

 
 
 

情報 305 平成 20 年 1 月 15 日 - 35 - TD 勉強会 



 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

情報 305 平成 20 年 1 月 15 日 - 36 - TD 勉強会 



 
 
 

編集後記  
 
 

DL 航空が、本格的な合併協議を UA と NW との間で開始する。 DL の CEO は、元

NW の CEO を経験している Anderson なので、こう想像するのは余りにも短絡的かも知

れないが、DL + NW の合併の可能性が強いのかも知れない？ 
 

確かに Pardus が言っている通り、政治と組合の問題が DL + UA には存在する。 それ

に加えて、CO が保有している NW の黄金株の問題も有るけれども、以前から指摘され

ている通り、路線の適合性と言う観点からは、一番しっくり行くのが DL + NW となる

のではなかろうか。 

 

となれば、UA+CO となるのだろうか？ しかし、CO には、過去の UA の誘いを断っ

ている経緯がある。 米航空会社間のパートナー選びから目を離せない。 

 

欧州では、AF/KLM が AZ 買収を検討している。 中国では、国際航空と東方航空が合

併するかも知れない。 世界で、スーパー・キャリアが誕生しつつあるようだ。（H.U.） 
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H 150mm×W 104mm 

1995 年 12 月作 

 
 
 
 
 
 
 

TD 勉強会 情報 305 （ 以 上 ） 

情報 305 平成 20 年 1 月 15 日 - 37 - TD 勉強会 


