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1. Low-cost carriers seek new distribution models 

 LCC 向け低コスト流通モデル 

 

GDS コストが不要で、容易な予約が出来て、2 社或はそれ以上の低コスト キャリア間

のインターライニング契約ではない接続（顧客が、接続の、一部もしくは全てのコスト

とリスクを負担する）を提供する、低コストの流通モデルが開発された。 今の所は、

世界の少ない LCC しか、このモデルを採用していないけれども、（彼等は直販のマント

ラで凝り固まっている）、9 月 18 日〜19 日に開催された World Low Cost Airlines Congress
に参加した多くの LCC 達が、このモデルに対して興味を示している。 

LCC 市場は、依然として拡大しているけれども、市場が成熟期に入りつつあるので、

航空運賃収入を増加する為に、より多くのオプションや、ピーク以外の時期の座席販売

強化の方法を模索し始めている。 その様な環境にあって、LCC にとって、各種の GDS
と接続便オプションが、魅力有る新たなもう 1 の流通チャネルとして浮かび上がって来

た。 以下が、その低コスト流通モデルの具体例だ。 
 
 
Hahn Air のプラン 
Hahn Air（HR）は、1 機のチャーター機を保有し運航している、歴とした IATA 参加航

空会社である。 Hahn Air は、グローバルな販売と流通サービス、つまり、複雑さやコ

スト無しに、GDS 接続を LCC に提供する。 Hahn の e-Alliance モデルでは； 
① 参加 LCC は、彼等のスケジュールと運賃に対して、完全なコントロールを維持する

事が出来る。 
② Hahn が、全ての運賃・フライト・ルールを、参加 LCC の 2 文字のデジグネーター

でもって GDS にファイルする。 従って、LCC のスケジュールは、自社の便名によ

り、世界 90 ヶ国の 70,000 の旅行社にリアルタイムで流通される事になる。 
③ E-チケット上には、LCC の便名、運賃、スケジュール等全てが印字される。 これ

が Hahn の航空券である事は、航空券番号を見ない限り分からない。 そして、Hahn
の e-チケット番号が支払のプルーフとなるので、顧客は、クレジット・カードで支払

わなくても良くなる。 

④ Hahn は、BSP と ARC を通じて、航空券を販売してくれた旅行社から集金する。 そ

して、発売レポートを提供し、発売日ベース若しくは便搭乗時ベースの何れでも、参

加 LCC との精算を可能にする。 
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⑤ Hahn は、顧客から発券代行手数料（validating-carrier ticketing fee）を徴収する。 こ

の手数料は、運賃額によって変動するが、おおよそ E8（1,320 円）〜E15（2,475 円）

する。 そして、運賃に自動的に加算される。 
 

 
http://www.hahnair.com/ を見てみると、上手の様な図が掲載されていた。 そして、

「e-alliance®: Code Share with Extra Revenue」と言う見出しが出て来る。 
 
 
 

Clickair のソリューション 
Hahn Air のプロダクトだけが、LCC 向けの GDS ソリューションではない。 スペイン

Barcelona ベースの Clickair は、この LCC の 20%を保有している IB を経由して、全ての

GDS アクセスを無料で得ている。 Clickair の全便に IB の便名を付けて、IB が Clickair
の仲介業者的な役割を演じている。 そして、自社便名によるフライトの画面表示を可

能にしている。 

Clickair は、追加的な社内のプラット—フォームの利用料として、GDS が表示する運賃

には、IB に支払う E6〜E11（1,000 円〜1,850 円）の手数料が加算されている。 
 
 

The Dohop モデル 
Dohop.com は、LCC と何処のアライアンスにも属さない伝統的キャリアに対して、より

容易な接続便予約機能を提供する。 現在、殆どの LCC は、他社便への接続の手配は、

全て顧客に任せっきりにして来ている。 顧客は、接続便の検索と予約の為に、方々の

キャリアのサイトを別々に調べ上げなければならない。 
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全席ビジネスクラスの低運賃航空会社 Maxjet の Web サイトは、接続の為のページを設

けている。 そして、その他のキャリアのホームページとのリンクを張っている。 
しかし、Dohop のソリューションは、遥かその上を行っている。 
 

2005 年に LCC 便の検索エンジンとして立ち上がった Dohop は、必要であるならば、LCC
間のベスト接続の検索も可能にした。 そして、今では、全ての定期便を含んだ接続便

検索を網羅している。 そして、今年始め、このテクノロジーのライセンス供与を開始

した。 1 月から、カナダ Westjet がこの検索ツールを使用している他、トルコの 3 空

港が、彼等の Web サイトにこれを組み込んでいる。 
 

Dohop は、World Low Cost Airlines Congress で、次の段階に進歩した Dohop Connection 
Platform for Airlines を発表した。 この新プロダクトを使用すれば、参加キャリアは、

自社ブランド名を付けた Dohop の Web サイトとリンクを張る事が出来る。 そして、

接続を必要とする参加キャリアの顧客は、このサイトを訪れて、ベストな接続便を検索

し、予約する事が可能になる。 
 

顧客は、必要とされる情報を 1 回限りの入力で済ます事が出来るが、テクノロジーは、

実際、この予約を 2 個の予約に分けて処理する。 即ち、2 件の支払、2 枚の航空券、2
件のコンファーメーションが発生する。 しかし、旅行者に対しては、1 つの旅程が完

成する。 この接続を可能にする為には、航空会社間の合意が必要だ。 初の予約の

キャリアは、非接続キャリアから“口利き料”（referral fee）を得る事が可能になる。 こ

のプログラムに参加するキャリアは、Dohop にライセンシング・フィーを支払わなけれ

ばならない。 
 

問題は、接続には付き物の、“ミスコネ”（missed-connection）と“バケトラ”（baggage 
trouble）の存在だ。 しかし、Dohop は、これ等のリスクの全てを旅客に負わせている。 

旅客は、接続便予約の前に、接続で発生するかも知れない一切のトラブルから、キャリ

アを免責とする事に合意しなければならない。（合意のボックスに、“レ点”を付けなけ

ればならない。） 
 

Dohop は、このソリューションを使えば、easyJet の場合で、路線が×6 倍に拡大すると

言っている。 Iceland Expressの場合は、9つの目的地が、一挙に145に増加する。 Dohop
は、現在約 25 のキャリアとこのプロダクトの販売交渉を実施していると言う。 ■ 

情報 290 平成 19 年 10 月 9 日 4 TD 勉強会 



 
DTW, 9/25/2007 

2. When charter matters, Hoteliers cashing in on Internet posting 

 ホテルのインターネット ポスティング利用 

 

ホテルの幹部にソーシャル  メディアに付いて尋ねると、必ずと言って良い程、

TripAdvisor の名前が直ぐに浮かび出て来る。 確かに、幾つかのホテルでは、30 分毎

にこのサイトをチェックするほど、彼等は、消費者レビューWeb サイトに病みつきにな

っている。 
 

そして、今日では、真の会話型インターネット（conversational Internet）の出現によっ

て、TripAdvisor やその他の消費者レビュー サイトは、完全双方向性なソーシャル マ
ーケティング プラットホームとして急速に進化しつつある。 エキスパート達は、バ

ーチャル・ワールドからソーシャル・ネットワークまでをカバーする、新たなオンライ

ン ツールの利用の大幅な増加を予想している。 ホテルや旅行の会社は、新たな顧客

を引き寄せ、既存の顧客とより密着した関係を作り出す一方、彼等のブランドを保護し

評判を維持する為の方策を探し求めている。 
 

InterContinental Hotels Group の流通マーケティング部長 Del Ross は、「奇妙な話だが、

我々は、 早、ブランドを保有していない」、と語っている。 「Web や新たなメディ

アが、我々のブランドに対して、顧客が自由に自分自身の意見や体験を表現出来る場を

提供しているので、ホテルは、ブランドを保有しそれを運営すると言うよりも、顧客に

代ってブランドを監視させられている」、と言っている。 
 

現在、インターネット上には、2,500 万或はそれ以上のソーシャル メディア Web サイ

トやブログが存在している。 Nielsen/NetRatings は、全オンライン ショッパーズの 60%
と、オンライン旅行ショッパーズの 41%が、彼等のオンライン ショッピング調査の一

環として、消費者が作り出す情報とメディアを参照していると推定している。 

或る業界人は、ソーシャル メディアが、マーケティングの世界を変えるだろう、とま

で言っている。 
 

業界のエキスパート達は、ブランドに対するオンラインの会話に対抗する唯一の方策は、

アド スペースを購入する事だと言っている。 しかし、これ等のバーチャルな新たな

環境やコミュニティーでは、それは通用しない。 ソーシャル メディアの環境では、

人々は、バイアスがかかっていない反応を探し求めているからだ。 
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伝統的アプローチに限界が有るとしても、オンライン マーケティングの潜在能力は、

今日の定番となっているブログ、ソーシャル・ネットワーク、そして、レビューサイト

で繰り広げられる会話を遥かに超えている。 より冒険的なホテル企業の幾つかは、ビ

ジター達がアバターになって土地を購入し、バーチャルなミーティングや、一緒に旅行

にまで出掛ける事が出来る、セカンドライフの如くのバーチャル・ワールドを試してい

る。 
 

Starwood は、彼等の新ブランドの Aloft のデザインのフィードバックを得る為に、セカ

ンドライフを使っている。 一方、IHG は、島を購入し、バーチャル ミーティングの

為に Crowne Plaza ブランドのスペースをそこで提供している。 6 月に立ち上げて以来、

反応は上々で、アバター達が、そこで実際にミーティングを開催していると言う。 ミ

ーティング “ルーム”は、3 つのタイプが存在し、会議室と同様に、全てがパワーポ

イントとビデオのプレゼンテーションが出来る様に作られている。 
 

未だホテルや旅行の会社は、バーチャル ワールドをそれほど利用していない。 けれ

ども、ホテルは、この 3-D の媒体で、現実と同じホテルを建てて、人々（アバター）を

ホテルの中を歩き回せる事が出来るのだ。 また、ホテル、旅行社、ツアー会社は、バ

ーチャル ワールドで広告看板を購入し、そこをクリックすると、予約係が出て来て、

ビデオを見せ、顧客情報を取得し、案内をさせる事が出来るだろう。 業界通は、今後

12 ヶ月間に、この 3-D 媒体をソーシャル メディアに加える為の多くの実験的イニシャ

ティブがここで繰り広げられるだろう、と言っている。 
 
 

西部開拓時代のサイバースペース 
InterContinental Hotels は、真っ先にセカンドライフに進出しているけれども、それは西

部開拓と似ていると自ら告白している。 IHG の Ross は、「そこで、どの様な事になる

のか、見当がつかない」、「しかし、拱手傍観していたならば、何も得る事が出来ない」、

「まるで西部開拓時代と似ている」、と語っている。 

IHG は、幾つかの他の新メディアも試している。 IHG の現在のイニシャティブには、

セカンドライフの実験に加えて、コメディアンを追いかけるクロスカントリーの旅行

“webisodes”のシリーズや、ブティーク ブランドの Hotel Indigo によるポッドキャス

トが存在する。 

ウェビソード（Webisode）とは、娯楽テイストのオンライン インフォマーシャル。 

インフォマーシャルとは、簡単に説明すると、5 分から 30 分程度かけて、ある商品の情

報を比較的長く紹介するコマーシャル。 
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Best Western や Choice を含むその他のホテルは、ロイヤルティーを作り出し、顧客を呼

び込む為にオンライン コンテストやゲームを繰り広げている。 
 

Choice は、 近、優勝者に、コマーシャルの通行人役に出る事が出来る、オンライン ビ
デオ コンテストを立ち上げた。 Best Western は、ホテルで利用可能な、高速インター

ネット アクセス、無料の朝食や新聞の様なイメージを使った、オンライン スロットマ

シンを用意している。 
 

Motel 6 は、 近、Tom Bodett のポッドキャストをリリースし、“We'll leave the light on for 
you”キャンペーンで、一躍 Motel 6 を有名にさせた。 次のキャンペーン“he’s happy to 
report you still get nothing you don’t need at Motel 6, and, therefore, you don’t pay for it.”が展

開されている。 
Tom Bodett (born February 23, 1955 in Champaign, Illinois) is an American author, voice actor 
and radio host. He is also the current spokesman for the hotel chain Motel 6 and is famous for 
coining the phrase, "We'll leave the light on for you". 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Bodett ) 
 

Best Western は、特別販売を顧客のコンピューターに自動的に知らせる Southwest 航空

の“ding”と似た様な機能の、新たな“knock, knock”プログラムを展開した。 同ホ

テルは、ソーシャル メディア オプションの実験を開始したが、現在は、自社サイトに

於ける双方向性を強化する事を、 も重視していると言っている。 その甲斐あって、

自社サイトに於けるトラフィックが大幅に増加して、1 日に $2m（2 億 3,000 万円）に

なる事があると言う。 Best Western は、同時に、コールセンターのボリュームが減少

しているけれども、全体的なボリュームは増えており、明らかに市場の商いする場所が

動いていると言っている。 
 
 

Web 2.0 の時代 
これ等のプロアクティブとインタラクティブのプログラムは、Web 2.0 時代に於けるマ

ーケティングの鍵となる要素であると、業界や研究家は見ている。 そして、今日の旅

行業界に影響を及ぼす も普及したソーシャル メディア オプションの形態は、消費者

のおしゃべり（consumer chatter）と消費者レビュー サイトであると言っている。 

殆どのホテルは、依然として TripAdvisor を業界 大手と看做し、そこと深く付き合っ

ている。 しかし、新たなメディアやネットワークが毎日誕生している。 そして、よ

り多くのホテルが、Facebook, MySpace YouTube 等とも付き合い始めている。 伝統的

な、インスペクターがホテルを実際に訪れて、ホテルの等級（レーティング）を付けて
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いる AAA でさえも、 近、彼等のサイトに消費者レビューを導入した。 AAA は、実

際の専門家によるレーティング調査と消費者レビューの組み合せは、理想的なホテルの

評価を可能にすると言っている。 AAA は、消費者レビューの主観的評価と（評価す

る基準が定まらない）と、客観的な専門家評価のコンビネーションが、絶対必要だと考

えている。 如何にレビューが盛んになっても、専門家による評価を無くす事は出来な

い、と言っている。 
 

来月立ち上がる新サイト VibeAgent は、TripAdvisor のコンセプトを採用し、ホテル レ
ビュー、ソーシャル・ネットワーク、パーソナル プリファレンス、競争的価格を結合

したモデルを開発した。 このモデルは、ユーザーが作り出すコンテント（user-generated 
content = UGC）とホテルのレビューを、メタサーチ機能と結合している。 つまり、同

一ホテルに対して、異なるソースから複数の価格を集積し、そして、それにソーシャル 
ネットワークキングを結合させる事によって、ユーザーは、ベスト価格によるホテルの

パーフェクトな検索が可能になる。 基本的に、このサイトは、ベストな検索を可能に

する為に、ユーザーのパーソナルなプロファイルと、ユーザーのパーソナルなネットワ

ークに居る人々のレビューを利用する。 従って、ユーザーは、“豪華スパ付きのロマ

ンチックなホテル”の如くの検索が可能になる。 
 

TripAdvisor も、ソーシャル・ネットワークを導入しつつある。 そして、 近、マッ

ピング機能も追加した。 同様に、マッピング サービスの WhereIveBeen.com が、 近、

Facebook に加えられた。 そこでは、ユーザーは、彼等の友人のマップをクリックして、

彼等の旅行体験談やレビューを読む事が出来る。 
 
 

盗み聞きの力（The power of eavesdropping） eavesdropping = 盗聴・傍受 
これ等のかってない程進化しているサイトのオファーが、新たなマーケティングの挑戦

と機会を作り出しているけれども、ホテルにとって、 初の、そして、 も重要なレッ

スンは、自分のブランドに付いて、何が市場で語られているのかを知り、そしてそれに

どうやって対応するかである。 
 

ChatterGuard ソフトウエアーは、企業に付いて触れているテキストを掲載している Web
を検索し、そのテキストを抽出する事が出来る。 また、このソフトは、企業とは関係

ないおしゃべり、例えば、特定のホテルに於いて開催されるミーティングに付いての取

り交わされている会話についても割り出す事が出来る。 旅行サプライヤーや旅行社は、

ソーシャル メディアをマネッジする為には、2つの重要なステップを踏む必要がある。 

1 つ目は、オンラインの評判について知る為に、これ等のサイトやブログをモニターす
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る事である。 2 つ目は、レビューに対応して、そして、良く練った書き方で、自身を

プロモートするメッセージを発信して、サイトで繰り広げられている議論に参加して、

会話的マーケティングの機会（conversational marketing opportunity）を活用する事である。 

下手な書き方によるメッセージは、コマーシャルな面が強過ぎて、却ってネガティブな

効果しか生じさせない。 ホテルは、掲載する写真やブローシュアーやビデオのアップ

ツーデートを、決して怠ってはいけない。 人々が、自分ノプロダクトに付いて間違っ

たイメージを抱いてしまったならばエライ事になってしまう。 ■ 
 
 
 
 
DTW, 10/2/2007 

3. Making inroads: Have kiosk, will travel 

 セルフ・サービス Kiosk 展開拡大 

 

Kiosk が、航空会社のチェックイン効率を改善した後に、今や、旅行業界の全てのセク

ターを網羅する勢いだ。 
先月、LAS で開催された Check-in 07 のイベントには、空港マネジャー、航空会社の代

表、クルーズライン、ホテル、テクノロジー会社の人達が集まって、Kiosk に関する空

港のオペレーションと、旅行に於けるセルフ・サービスの役割が話し合われた。 彼等

は、セルフ・サービスを、身近なモノとして捉え始めている。 
 

そこで、議論された問題は、以下の 5 つであった。 
・ 年とった人々は、旅行業界のセルフ・サービスに付いて行けるのか？ 
・ Kiosk、インターネット、携帯電話チェックインは、単一テクノロジーに統合できる

のか？ 
・ 家庭で既に搭乗券をプリントした旅行者は、家を出る前に、受託手荷物を預ける事

が出来るのか？ 
・ バイオメトリックスは、旅行プロセスの標準的部分を構成出来るのか？ 
・ バイオメトリックスは、もう１つの面倒なレイヤーを作り出さずに、空港に於ける

エクスペリエンスを改善する事が出来るのか？ 
 

テクノロジーが進歩を遂げ、空港に於ける旅客の出入りの迅速化以外に、レンタカーや、

ホテルやクルーズ船の事前チェックインの確保に Kiosk の Kiosk が使われ始めている。 

Kiosk の も重要なゴールの 1 つは、旅行のインフラを通じて、旅行者の旅のスピード
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を向上させる事である。 IBMのGlobal Business Services部門のパートナーであるBruce 
Speechley は、「 近、セルフ・サービス一般が、業界の人達の多くの注目を集めている」、

と語っている。 彼は、「旅行に於けるセルフ・サービスの顧客のタッチポイントであ

る Kiosk は、顧客エクスペリエンスをインプットする為のポータル（玄関）であり、且

つ異なった旅行サプライヤー間に於ける顧客エクスペリエンスの調和を強化する」、と

言っている。 換言すれば、Kiosk は、旅行者の機嫌を損ねずに、膨大な彼等に関する、

顧客とマーケティングの有益な情報を集める事が出来る、誠にありがたいツールなのだ。 
 

勿論、進化したテクノロジーが、自動化されたセルフ・サービスを、消費者エクスペリ

エンスに適用しているのは、旅行業界だけではない。 随分前から給油機の脇にクレジ

ット・カート リーダーを設置し、人手を削減したガソリン スタンドのリードに、雑貨

商からビルディング サプライの小売業者達が追いつこうとしている。 そして、銀行

は、もっとズーッと前から ATM を導入している。 
 

旅行では、Kiosk は、現在、チェックインのステーションとして、主に空港で使われて

いるが、ヤット、それ以外でも使われ始めている。 そして、何を実施させる事が出来

るのか？ 何処に設置されるべきなのか？ を含めた、幅広い Kiosk 戦略が検討されてい

る。 旅行業界に於ける、Kiosk の新たな使い途が考えられ始めているのだ。 
 

特に、 近の航空会社のスケジュールの混乱が、Kiosk 利用によるより効率化の追求を、

更に促進させている。 IROPs（irregular operations）に遭遇し、“ミスコネ”を余儀なく

させられた旅客は、長い列に並ぶ事無しに Kiosk に直行して、接続便の再予約を容易に

実行出来るだろう。 また、大幅なスケジュール混乱時には、将来は、Kiosk がホテル バ
ウチャーや、ミール バウチャーまでをも発行してしまうだろう。 

航空会社が設置する Kiosk では、チェックイン サービスと受託手荷物に対するタッギ

ング（間もなく RFID タッグとなる）に加えて、機内食と機内エンターテイメントと空

港に於けるインターネット アクセス ポイントの販売の為にも使われている。 到着ロ

ビーのゲートサイドやコンコースに設置された Kiosk では、レンタカーやホテルや、そ

してレストランまでの、事前チェックインの機会を到着旅客に提供するだろう。 
 

IATA は、Common Use Self Service（CUSS）を開発して、複数の航空会社の Kiosk 間で、

予約情報のシェアーを可能にさせる努力を行っている。 LAS McCarran 空港は、既に

CUSS スタンダードを採用している。 チェックイン デスクのスペースに余裕が無い

空港は、この CUSS スタンダードの大きな恩恵を受ける事になる。 そして、まさに一

石二鳥で、デスクの前の長蛇の列を無くす事が出来るだろう。 CUSS スタンダードに

よって、航空会社とホテル間の Kiosk も、お互いに会話が出来る様になる。 
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レンタカー会社は、Kiosk 大改革に も遅れて参加した業界だ。 コスト削減とマネジ

メント コントロールの強化ばかリでなく、ブランディング、マーケティング、顧客サ

ービスの為の、消費者との接点のポイントとしての Kiosk の潜在力が、レンタカー会社

の Kiosk の採用を促進させている。 

Hertz は、先月、人手に代って Kiosk が全てを処理する経済的な Simply Wheelz ブランド

を立ち上げた。 貸し出す車はノーフリル車で、オンラインで予約を受付け、顧客は自

分で Kiosk が判読する書類を PC で印字しなければならない。 この徹底したセルフ・

サービスを導入した合理化のお陰で、Hertz の Simply Wheelz ブランドは、他の平均的ブ

ランドのレートよりも、レンタル料金を▲$80 も安くする事に成功した。 Enterprise
の子会社 Vanguard は、Alamo と National ブランドの為に、メジャーな Kiosk イニシャテ

ィブを展開している。 Vanguard は、Alamo で×142 台、National で×110 台の合計 252
台の Kiosk を設置した。 
 

Kiosk テクノロジーに対する興味は、旅行サプライヤーの間で、急速に広がり始めてい

る。 
 

クルーズでは、チェックインとその際のセキュリティー チェックに加え、寄港地の周

遊旅行券、船内のエンタメの販売に Kiosk が使われている。 クルーズにとっては、Kiosk
の 24/7 利用可能の特性が非常に重要な意味を持っている。 船客が思いついたその時

点で、彼等にその購入機会を提供する事が、クルーズに要求されている。 
 

ホテルは、Kiosk の採用には、一部を除いて慎重な姿勢を見せている。 人手による直

接的なサービスが、ホテルのサービスの基本であると考えられているからだ。 しかし、

部屋の選択（航空会社の座席指定の様に）、チェックアウト、ビリング コンファーメー

ション、そして、航空便の手荷物チェックインは、ホテル Kiosk の魅力の有る機能のポ

イントとなるだろう。 
 

Walt Disney World や劇場チェーンやスポーツ スタジアムは、予約や入場券や、新プロ

ダクトさえの販売に Kiosk を利用している。 フロリダ Tampa の Busch Garden は、ジ

ェットコースターに乗った顧客を映した DVD を Kiosk で販売している。 
 

Kiosk 展開の拡大は、顧客の携帯電話や PDA モバイルと接続するインターネット テク

ノロジーの利用拡大と時を一にしている。 モバイル機器のオンライン チェックイン

は、必ずしも Kiosk とは競合しない。 むしろ、Web アクセスのユビキタス性が、Kiosk
の新機能の利用を促進させている。 例えば、赤外線リーダーが、旅行者達に、飛行場
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に行くまでのチェックインを可能にする。 そして、飛行場に到着してから、バーコー

ドの情報を読む事が出来る Kiosk にワイアレスの携帯をかざして、搭乗券と受託手荷物

のタッグを受け取る事が出来る。 
 

テクノロジーのエキスパート達は、長期的に旅行の効率を改善する事が出来る、これ等

のマシンのごく僅かしか、現在は利用されていない、と言っている。 このエキスパー

トは、ツアーや周遊旅行の予約や、目的地に於けるガイドを見つけ出す事さえも、Kiosk
がやってのけるだろう、と言っている。 顧客情報を溜め込んだ Kiosk は、マーケティ

ングに大いに活用出来るメリットを有している。 例えば、ゴルフ愛好家がチェックイ

ンしたならば、Kiosk は、目的地に於けるゴルフに関連した広告（プロショップの割引

など）を、画面にポップアップ出せる事が出来るだろう。 
 

Kiosk の設計は様々であるけれども（タッチ スクリーン型が多い）、セキュリティー サ
ービスに特に有効なツールに改修する事が出来る。 例えば、バイオメトリック（指紋

や虹彩の電子的記録）の読み取り装置を備えて、本人確認を確実に実施する事が出来る。 

しかし、これ等のアプリケーションの開発とその汎用には、あと 12 ヶ月〜24 ヶ月がか

かると言われている。 
 

BA は、来年 3 月にオープンする LHR 空港の第 5 ターミナルに、90 台の Kiosk を設置

して、×140 の顧客サービス デスクを補完する。 BA は、80%の旅客を、オンライン 
チェックインと、この Kiosk に振り向ける努力を行っている。 ■ 
 
 
 
 
Wsj.com, 10/4/2007 

4. After Delta’s Recovery, New Turbulence Stirs 

 デルタ航空 新 CEO、就任 1 ヶ月 

 

DL 航空は、この業界では珍しい事であるが、労使が協力し合って 4 月に Chapter 11 を

離脱した。 しかし、再建計画の収支が、燃料費をバレル $65 で想定しているのに対

して、現在の価格は、それを遥かに上回る $80 を超えている。 この問題に加えて、

景気の翳りが見え隠れしている。 DL 航空の行く手は、決して安泰ではなさそうだ。 
 

先月 CEO を退任した Gerald Grinstein は、殆どが非組合員社員の会社に対する例外的な
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忠誠心を勝ち取って、DL の大幅なコスト削減に成功した。 75
歳の祖父的な雰囲気を有した Grinstein は、整備ハンガーでは

B767 型機の大掃除チームに自ら参加し、社員食堂に行ってフ

ロントラインで働く人達と一緒に昼食をとり、日頃から社員と

の融和に努力した。 現場に出向いて社員達と握手し話を交わ

すだけでは、彼等の心を掴めない。 退任発表以来、彼に感謝

する社員達が開く歓送会が 5 ヶ月間も続き、機内誌の$25,000
の広告スペースが買い取られた事を見ても、彼の社内融和の功

績がどれだけ大きかったかが良く分かる。 
 

Grinstein の業績は、次の通りに纏められる。 
 彼は、瀕死の状況にあった DL を再建する為に、▲$5bn（5,750 億円）のコスト削

減を計画した。 彼の並外れた労使協調努力のお陰で、2004 年 11 月に、パイロッ

ト組合は、彼が計画した以上の賃金カットに合意した。 
 2005 年には、業界 低レベルにまで落ち込んでいたサービス品質を向上させる為、

品質向上達成時にフロントラインの社員に対して $100 のボーナスを支給した。 

ボーナスの額は 2005 年と 2006 年の 2 年間で$50m（68 億円）近くに達したが、定

時性・就航率・手荷物取扱のサービス品質は、トップ 3 キャリアにランクされる

までに向上した。 

 彼は、選ばれた 5 人の社員の 1 人を、取締役会に参

加させ、役員達との議論の輪に加わらせた。 この

試みが無かったならば、社員達のコミットメントは、

これほどまでに得られなかっただろう。 

 或る時などは、役員の１人のベンツ（SL-500）によ

る通勤に激怒し、社員達に犠牲を強いている時にこ

んな車に乗るのは全く相応しく無いといって、直ぐ

に車を Volvo に変えさせた。 

 パイロット年金とは別に、彼は、その他の社員の年

金基金凍結を嫌がった。 その代わりに、ヘルス ベ
ネフィットのカットを交渉した。 そして、年金基

金積立不足の解消期間の延長を、業界と一体となっ

て議会に認めさせた。 

 2006 年末の US 航空の $8bn（9,200 億円）に上る敵対的買収に対しては、労使が

一枚岩になってこれを退ける事に成功した。 社員の協力は、彼等の自発的な行

為であると言われているけれども、DL のマネジメントは、社員会に対して $1.2m
（1 億 4,500 万円）の金を支払っている。 DL の管財人達は、DL の再建には、労
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使間の協調維持がマストと考えて、US 買収オファーには乗らなかった。 
 彼は、社員に対して、Chapter 11 離脱後の経済的ベネフィットを分かち合う事をコ

ミットした。 そして、自らの特別賞与は放棄し、彼のストックオプションは、

社員の為に使われる事となった。 幹部達の給与は、社員達の給与が業界平均に

達するまでは、凍結される事となった。 そして、社員達（nonmanagement workers）
は、株式の 3.5%と $400m に上る現金・賃上げ・その他の支給を得る事となった。 

Grinstein の社員の犠牲に対するこれ等のコンペンセーションは、組合結成を、巧妙

に回避する方策でもあった。 
 
 

Grinstein の後任 Richard H. Anderson は、DL のライバル企業

NW の CEO を 2001 年〜2004 年の間勤めた男だ。 NW は、

DL とは違って、厳しい労使関係が続いている会社だ。 
そこで辣腕を振るった Anderson が、DL CEO に就任したのだ

から、DL の社員達は、戦々恐々とし始めている。 Anderson
は、社員達に、先入観を持ってくれるなと言っている。 そ

して、Grinstein が育んだ良好な労使関係を継承すると言って

いる。 
 
 

Anderson が Grinstein から引き継いだ DL の経営の舵取りには、以下の多くの難しい問

題が含まれている。 
 野心的な国際線大幅増強計画は、燃料の高騰に直面し、リスクが増加している。 

DL は、9 月 26 日に、向こう 1 年間に×19 の国際線新路線を開設すると発表した。 

来年夏までには、DL の国際線は、全供給の 40%を構成する事になるだろう。 
 継続したコストカットには、社員の協力が不可欠であるが、果たして Anderson は、

Grinstein が達成した様な労使蜜月を継続させる事が出来るのだろうか。 （AA で

は、パイロット組合が +30.5%の賃上げを要求している。 NW では、パイロット

不足で▲3,000 便を運休させてしまった。 そして、残業給の賃上げと採用増をパ

イロット組合に対して約束させられた。） 

 DL の社員達は、Chapter 11 離脱時に犠牲となった給与やベネフィットの回復を要

求している。 客室乗務員 11,000 人は、組合結成に向けた動きを活発化している。 
 近、経済成長の減速と、航空需要の減少が予想されている。 投資家達は、ヤ

ットの事で漕ぎ着けた航空業界の収支回復基調が、再び下降線を辿るのではない

かと懸念し始めている。 
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Anderson は、厳しい事で有名な NW の伝統的なギスギスした労使関係を DL には持ち込

まない、と言っている。 彼は、「航空会社が成功する為には、顧客を大事にする事は

勿論であるが、それと共に、社員達を大事にしなければいけない」、と語っている。 ■ 
 

 

 
 
 

5. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通 & TD  
 
 

（１）ツアーをガイドするサイトが 立ち上がった 
SFO の裏通りの珍しい本屋や、殆どのグループツアーが訪れた事が無い、そこに住んで

いる友人しか知らない絶好の景観の場所を案内する旅行ガイドが有ったならば、どんな

に良いだろう。 そんなサイト ViAmigo.com が立ち上がった。 言うなれば、このサ

イトは、旅行者と世界に散らばっている個人的なガイドを、マッチ メイキングするサ

イトだ。 このサイトは、ユニークな旅行エクスペリエンスを見つける為の、或る特定

の方向にフォーカスした、ソーシャル ネットワーキングなのだ。 今年中に、世界の
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10 万のガイドを掲載すると言っている。(DTW, 10/1/2007) 
 

（２）旅行社の専門性をリストしたサイトが、立ち上がった 
Specialty Travel Agents Association が、11 月 1 日に、旅行社の専門性を検索出来るサイト

SpecialtyTravelAgents.com を立ち上げる（soft launch）。 旅行者は、彼等が欲しがって

いる専門性に特化した旅行社を、探し出す苦労から解放されるだろう。 
この検索エンジンは、旅行者が旅行インテレストに基づく検索を実施した場合、必ず第

1 ページに STAA 旅行社がリストされる様に、検索エンジン テクニークを駆使する。 

STAA には、旅行社以外に旅行サプライヤー、政府観光局、デスティネーション マー

ケティング事業体が参加出来る。 STAA は、メンバーから会費を徴収する他、サイト

に於ける広告収入を期待する。 また、メンバーに対する専門性を深める指導や教育も

実施する。(DTW, 10/2/2007) 
 

（３）BBC の商業部門が、ロンリー・プラネットを買収する 
BBC Worldwide が、世界の大手メディア企業との競争力を強化する為に、世界で も良

く知られているガイドブックの１つである Lonely Planet（豪州 Melbourne）の支配株を、

推定 £100m（235 億円）で買収した。 同社は、営業利益を £222m（525 億円）に倍増

させる計画を有している。 Lonely Planet は、既に、月間 4,300 万のユニーク ビジター

数を獲得し、旅行者が、訪れた場所のビデオをシェアー出来るコミュニティー

lonelyplanet.tv を立ち上げている。 BBC Worldwide は、このブランドを利用して、旅行

者のソーシャル・ネットワークを開発する。 また、オンラインに加えて、Lonely Planet
ガイドブックの発行を検討したいと言っている。(FT.com, 10/1/2007) 
 

（４）米運輸保安局の“シキュアー フライト”プログラムが 批判されている 
米運輸保安局（TSA）の Secure Flight プログラムが、業界から批判を浴びている。 こ

の Secure Flight プログラムは、旅行社と航空会社に対して、旅客のフルネームの如くの

限定的情報を、便出発の 72 時間前までに TSAに提出する事を要求している。 現在は、

航空会社が、旅客名を政府のウオッチ リストと照合していたが、（しばしば、間違いが

発生していた）、新しいプログラムでは、TSA が名前の照合を行い、その結果をオペレ

ーターである航空会社に送り返すシステムが採用された。 TSA は、この照合作業の為

に、便出発の 72 時間前の情報取得が必要だと言っている。 TSA は、10 月 22 日まで

の間、利害関係人のコメントを収集し、 終的規則を成立させた 60 日後に、施行を開

始する事を計画している。 業界からは、GDS 経由で送付するのか？ どの様なフォー

マットが要求されるのか？ 間際に予約した旅客の取扱はどうするのか？ データの伝

達方法はどうなるのか？ などが不明確であると言う批判が上がっている。 また、こ

の TSA ルールが導入されると、航空会社が大きな投資を実施して来たオンライン チェ
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ックイン システムに大きな影響が発生してしまう。 旅客当たり 1 枚の搭乗券の発行

制限は、オンライン チェックイン サービスの大きなサービス低下に繋がってしまう、

と航空会社は言っている。(DTW, 10/1/2007) 
 

（５）nytimes.com 電子版の TRAVEL 
下図は、nytimes.com の TRAVEL に掲載されている旅行計画ツール画面。 
右端の Where to Stay, Where to Eat, What ……をクリックすると、その情報を掲載したペ

ージが現れる。 そこには、ユーザーのリコメンデーションも掲載されている。 
マップ上のマークは、左端の Hotels, Restaurants, Attractions, ……と連結している。 こ

の図では、全てがチェックされている為に、全てが地図上に表示されている。 ホテル

だけをチェックすれば、ホテルだけが地図上に図示される。 
http://travel.nytimes.com/travel/guides/north-america/united-states/washington-dc/maps.html 

をご覧になる事をお勧めする。（TD勉強会） 
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（６）カード ビジネスに新規参入者出現 
クレジット・カードとオンライン支払システムを提供する新会社 Revolution Money が、

9 月 24 日に立ち上がった。 月間 10 万マーチャントを獲得し、年末までにはこれを 100
万に拡大すると言っている。 航空会社は、GDS 手数料の値下げに成功後、上昇する

クレジット・カードのトランザクション フィー コストについて、懸念の声を上げてい

る。 Revolution Money は、（オフラインとオンラインの支払手段を統合した初の企業

と言っている）、航空会社のもう１つの重宝な精算手段として利用されるかも知れない。 

Revolution Money は、他のクレジット会社が手数料として 1.9%をチャージしているのに

対して、▲3/4 も安い 0.5%を徴収する。 オンライン マネー トランスファーに対して

は、0.5%のフィーを徴収する。 Revolution カードには、名前もアカウント番号も記載

されていない。 トランザクションする為には、personal identification number（PIN）が

必要になる。 従って、セキュリティーは、既存のシステムより大幅に改善されている、

と Revolution Money が言っている。(DTW, 10/2/2007) 
 

（７）ネパールが観光ブームで湧いている 
ネパールに於けるマオイスト（共産党毛沢東派）の暴動による 10 年間に亘る戦争が、

昨年末に集結した。 それ以降のネパール ツーリズムの復興が目覚ましい。 過去 9
ヶ月間の入国者数は、前年同期比で+32.3%増加して 283,000 人に達した。 ネパールに

於けるツーリズム セクターの収入は、GDP の 4%を構成し、国内で、およそ 30 万人の

雇用を創出している。 ヒマラヤ登山やトレッキング愛好家達が、続々とネパールを訪

れている。(channelnewsasia.com, 10/3/2007)) 
 
 
 

 空 運  
 
 

（１）サウスウエスト早期退職制度に 600 人以上が応募 
WN の 2004 年に次ぐ 2 回目の早期退職制度の募集に、608 人が応募した。 同社は、

この為、向こう 7 ヶ月間に亘って特別退職金 $25m（28 億円）を支払う。 この発表を

受けて、WN 株が▲1.2%下落した。 WN は、これにより、向こう 5 年間に亘って、毎

年▲$20m のコスト削減が可能になる。(DTW, 10/12007) 

WN は、STO で開催された世界路線開発会議に、初めて代表を出席させた。 業界は、

いよいよ WN の国際線進出が間近くなって来たと観測している。 2009 年に ATA の国

際線とのコードシェアーを開始して、次に、外国社を含むその他の航空会社との国際線

コードシェアー提携を拡大させ、 終的には、2010 年以降に、自社機材により国際線
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を運営する事になるだろう。 WN は、現在、国際線予約を可能にする、システムを開

発中。(DTW, 10/1/2007) 
 

 
 
 
（２）ベトナム航空、B787 型機×12 機 発注 
VN が、B787-8 型機を ×12 機（+オプション×12 機）発注した。 初号機のデリバリ

ーは、2015 年となる。 VN は、現在×45 機のフリート（B777×10、A320×10、A321
×10、A330×3、ATR-72×10、Fokker-70×2）を保有しているが、外国社や LCC との熾

烈な競争に直面し機材の更新を急ぐ。 同社は、来年末に、初めての太平洋横断線 ホ
ーチミン＝LAX 週 5 便を開始する。(channelnewsasia.com, 10/1/2007) 
 

（３）アメリカン航空、負債削減 
株主から財務状況改善を要求されている AA 航空の親会社 AMR は、第 4 四半期に$545m
（626 億円）の航空機ローンの早期返済を実施する。 この返済は、既に 2007 年に予

定されている $1.3bn（1,500 億円）の返済計画に加算される。 これにより、金利の支
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払が年間▲$25m（28 億円）減少し、航空機×16 機の抵当権が解除される。 同社の第

2 四半期末の airline-lease obligation を含む負債の合計は、1 年前の $20.1bn から $17.3bn
に減少している。 そして、第 3 四半期末には、$16.6bn となるだろう。(wsj.com, 
10/2/2007) 
 

（４）航空機重大事故▲65%減少 
1996 年に発生した航空機重大事故により、合計 375 名の人命が奪われた。 米国政府

は、その 10 年後に、米国内の重大事故の発生率を▲80%削減させる目標を立てた。 そ

の期限の 10 月 7 日がやって来た。 目標達成は出来なかったものの、米国の重大事故

は、1997 年の 200 万出発当たり 1 回から、450 万出発当たり 1 回に減少し、重大事故の

発生率は▲65%減少した。 今年では、米国では 1 件の重大事故も発生していないけれ

ども、海外では 7 件発生し、1 事故当たり 20 人以上が死亡している。 しかし、世界

の航空機の安全性は、飛躍的に向上している。 Flight Safety Foundation のプレシデン

ト William R. Voss は、1996 年の事故率をそのまま 2006 年に適用したならば、30 件の重

大事故が発生すると考えられるが、実際は 11 件しか発生しなかった、と言っている。 

間もなく退任する FAA 長官 Marion C. Blakey は、「安全性の黄金時代を迎えている」、と

言っている。 安全性は、小さな事の積み重ねで維持されている。 

・ 速度を出し過ぎの急降下のアプローチは、忙しないフラップやスロットルやその他

のコントロールが要求されるので、それだけ安全性が阻害される。 1984 年〜1997
年の期間の、全世界の 76 件の重大事故の内、2/3 がこの様なアプローチによって発生

している。 FAA は、早速、アプローチ プロシージャーを変更した。 

・ 地上衝突警報装置が、しばしば誤作動している事が、航空会社がプールする運航デ

ータから明らかにされている。 事故発生率が減少しているので、実際発生した事故

の調査から安全性改善の鍵を見つける事が難しくなっている。 従って、安全運航の

フライト データの中から、鍵を見つけ出す作業が必要となっている。 警報装置の

改善が進行中であるが、パイロットは、山や地上の障害物を回避する、より正確な航

路のフォローが要求されている。 

・ 飛行場のタクシーウエー上のニアミスも指摘されている。 タクシーウエーの表示

の改善が進んでいる。 飛行場は、 近空港に於けるニアミス発生の記録を取り出し

た。 近では、空中に於ける衝突事故よりも、空港に於ける誤った進入路への侵入

による事故の発生の方が、余程心配されている。（空港のレーダは、しばしば水たま

りを航空機と誤って認識してしまう。） DFW 空港は、誤進入を知らせる警告灯を、

タクシーウエーに設置する。 

空の混雑を解消する為に、衛星監視による次世代航空管制システム NextGen の開発が進

められている。 そのファンディングの為に、FAA は、現行の航空券税や燃料税に依

存した制度から、よりユーザー フィーに依存した制度に変更しようとしている。 し
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かし、議会はこれを承認していない。 そして、現行制度を暫定的に延長させた。 
(nytimes.com, 10/1/2007) 
 

 

 
（５）アフリカの空の安全が改善されない 
2005 年 12 月 10 日、アフリカの Sosoliso 航空 DC-9 型機

1145 便は、豪雨の中のナイジェリア Port Harcourt の空港

着陸に失敗し、乗員乗客 108 名が死亡した。 生存者は

タッタの 2 名だった。 この事故は、休みで寄宿舎から

家に帰る 60 人の中学生達が 1 人を残して全員死亡した、

何とも痛ましい事故となった。 しかも、数週間前に発

生した他のナイジェリアの航空会社の事故により 117 人

の生命が奪われた直後の事故だった。 アフリカは、世

界の航空旅客の 5%しか構成していないけれども、墜落事

故では、25%を構成している。 

アフリカの事故が減少しない。 政府が、ミニマムな安

全基準をエンフォースしていないからだ。 空港は、停

電（発電機を保有していない）でもオープンし、航空管

制官達は、一定のレベルの管制能力にさえも達していな

い。 エマージェンシー発生時の為の、充分な機器を保有せず消防車や救急車が不足し、
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緊急対処のプランさえを持っていない。 事が航空の安全性に関わる重大な問題が、放

置され無視され、手抜きが随所で行われている。 
2005 年の事では、救急車がモットあれば、より多くの生存者を救う事が出来ただろう。 

事故後、政府は、航空会社に対して、機齢 30 年以上の航空機の使用を禁止し 低資本

金の額を引き上げた。 これにより 20 社以上の航空会社が解散した。 そして、民間

航空局を、選ばれたオフィシャルによる独立組織に改め、利を求める政治の介入を排除

した。 

2006 年には、ADC 航空が離陸に失敗して、96 人が犠牲となっている。 事故で子供を

亡くした遺族達は、ナイジェリア政府と Sosoliso 航空を訴えた。 空港は事故後から閉

鎖されたままで、Sosoliso 航空は 4 月に運航を停止した。 ■ 

 
 
 

The parents of, from left, Buso, Chuka and Nkem 

Ilabor joined other parents of the children on Sosoliso 

Flight 1145 to memorialize the victims in monthly 

newspaper ads for a year after the crash 

 
 

（６）SAS、ボンバーディアに賠償請求 
SAS は、Dash 8-409 型機の着陸装置の故障で、3 週間、この型式のフリート×27 機の飛

行停止を余儀なくされて損害を蒙ったとして、メーカーである Bombardier に $77m（90
億円）の賠償請求を行った。(channelnewsasia.com, 10/3/2007) 
 

（７）英国競争委員会、英国空港のサービス改善を要求 
英 Competition Commission は、10 月 3 日、BAA が運営する LHR と LGW 空港のサービ

ス改善を要求した。 そして、改善が実行されないならば、サービス品質悪化に対応し

て料金の一部が払い戻される現行の罰則規定に加えて、新たな罰金等の厳しい制裁措置

を採ると警告した。 

一方で、Commission は、LHR 空港利用航空会社に対する今後 5 カ年間の使用料を、2008
年と 2009 年については、1 旅客当たり £10.96（2,580 円）（LGW は £5.48≒1,290 円）

以内とする事を CAA にリコメンドした。 それ以降の 3 年間は、各年、インフレ率プ

ラス 7.5%ポイント（LGW の場合はインフレ率マイナス 0.5%ポイント）に制限される。 

現在の使用料は、LHR で £9.31、LGW で £4.93。 LHR 空港は、今後 5 カ年間で £3.5bn
（8,250 億円）の空港拡張計画を有している。 

この他、Commission は、2008 年〜2013 年の rate of return（return on capital）を大幅に削
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減する、BAA のロンドン 3 空港の経済監視当局である CAA のプロポーザルを支持する

と発表した。 
BAは、現行の規制期間で、料金を +50%も値上げした挙げ句、今後の 5年間で更に +50%
も値上げするのは、到底ジャスティファイされないと批判した。 
BAA は、rate of return の低下は、空港拡張計画に支障を来すだろうと言っている。 LON
オリンピックまでに完成させる予定の LHR East Terminal は、規模縮小を余儀なくされ

るだろうと言っている。(FT.com, 10/4/2007) 
 

（８）合併 2 年目を迎えたユーエス航空 
America West Airlines と US Airways Group Inc.が合併して 2
年が経過した。 その今年上半期の定時性は、米運輸省が

データを取っている 20 社中で 低に位置している。 同

期間の苦情数は、前年同期比で 4 倍に増加している。 旅

客は、整備トラブル、汚い航空機、クレジット・カード ハ
ッスル、航空券発券障害、そして、より多くのマイルが必

要となったアワード償還に怒っている。 

この合併は、重複する路線の廃止、数千人にのぼる従業員

のカットなどの合併による大きなシナジー効果を発揮さ

せ、そして、低コストの新たな航空会社となって財務的成

功を収めている。 第 2 四半期では、Southwest を含むメ

ジャーの中で、 大の営業利益率を達成した。 

しかし、サービス レベルは大幅に低下した。 予約のシステム統合に躓き、予約が無

くなったり、航空券の誤発券が発生したり、多くの旅客に迷惑をかけてしまっている。 

合併 2 年後で、FAA から単一オペレーティング サーティフィケットを獲得したけれど

も、組合は、殆どが未だ分裂したままで、完全な合併企業となる為には更に 2 年以上は

かかるだろう。 

PHL ハブでは依然として、手荷物トラブルが発

生している。 過度なコスト削減を強行した為

に、サービス品質が低下してしまった。 US は、

フロントラインの要員を増加させ、手荷物取扱

などの飛行場の施設の改善に着手した。 株価

は正直で、年初来の 1 株 $55 から値を大きく下

げて、現在、$25 で取引されている。(wsj.com, 
10/2/2007) 

US Airways had the lowest on-time arrival percentage in the first 

half of this year of any of the 20 airlines that the DOT tracks. 
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US は、Pittsburgh の発着便数を、来年 1 月から、毎日 31 便運航から毎日 22 便運航に減

便する。 過去 12 ヶ月間の Pittsburgh に於ける欠損が、▲$40m（46 億円）も発生して

いるからだ。 小都市と結んでいるリジョナル便は、毎日 77便から 46便に減便される。 

同社は、2004 年に Pittsburgh をハブ空港から“focus city”の位置づけに切り替えて、ノ

ンストップ便路線を 20 路線廃止した。 それでも US は、現在、Pittsburgh 空港に於け

る 大シェアー（39%）を獲得している。 2005年 5月にこの空港に乗り入れた Southwest
は、15%のシェアーを有した第 2 位の航空会社となっている。(DTW, 10/3/2007) 
 

 
 
 

（９）エアーアジア X、株式売却で投資家にアプローチ 
長距離バジェットの AirAsia X（マレーシア）が、株式 20%を売却する為に、幾つかの

プライベート エクイティー企業と交渉を開始した。 同社は、このバジェット長距離

航空会社の立ち上げで、$125m（145 億円）の事業開始に必要となる資金を集める事を

計画している。 AirAsia X は、A330-300 型機×15 機の購入資金 $3bn（3,450 億円、リ

スト価格）の資金調達が必要となっている。 路線拡張時には、更に A350 型機×20 機

の購入を検討する。 11 月初めに KUL=Gold Coast 線に就航する。 そして、中国・イ
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ンド・中東・欧州（LON 若しくは Manchester）への路線拡張を予定している。 
もう 1 社のアジア長距離バジェット Oasis 航空（香港）は、上場の前段階として、香港

の資産マナジャーである Value Partners にマイノリティー株（多分 5%〜10%）を $30m
（35 億円）で売却する。 この資金は、ボーイング中古機×14 機の購入資金の一部に

引き当てられる。 2 クラスによる香港＝LON と香港＝YVR 線を既に運航している

Oasis は、来年、SYD とドイツ線の開設を計画している。 Oasis は、株式の売却先を

見つけるのに苦労している。（wsj.com, 10/4/2007） 
 

来月で、創立満 1 周年を迎える Oasis は、現在までに

275,000 人の旅客を輸送し、90%近辺の L/F を達成して

いる。(channelnewsasia.com, 10/4/2007) 
 

Raymond Lee (L)oasis 会長 and Cheah 

Cheng Hye Value Partners 共同創立者。 

 

（10）フィリピン航空、路線拡張を計画 
10 月 4 日に、晴れて 9 年間に及ぶ破産管財人管理から離脱した PR が、LAX, SFO を始

め韓国、中国の都市への路線拡張を計画している。 PR は、1998 年の$2.07bn（2,380
億円）から現在の $900m（1,035 億円）以下まで負債を削減した。(channelnewsasia.com, 
10/4/2007 
 

（11）メキシカーナ、アエロメヒコの買収に動く 
10 月 3 日、Mexicana 航空が、同国ライバル企業の Aeromexico を、$200m（230 億円）

で買収するための競争入札を行った。 この買収価格は、既に提出されているオファー

の買収価格を +25%上回っている。(DTW, 10/4/2007) 
 

（12）ライアン航空創立者死去 
長らく療養生活を送っていた、欧州 大の LCC Ryanair の創

立者 Tony Ryan が、10 月 3 日、71 歳で死去した。 彼は、

1986 年に 15 席の航空機×1 機（スチュワーデスは狭い機内

で働く為に、身長が 150cm 以下に制限された）を保有した、

資本金 1 アイリッシュ ポンドの Ryanair を興し、その 1 年

後に Dublin=LON 線を開設、創立後 20 年間で、現在 5,200
万人を運ぶ 大手 LCC に成長させた。 Ryanair CEO 
Michael O’Leary は、「彼は、欧州の空を変えた、アイルラン

ドの人々の為だけではなく、欧州全ての地域の人々為に」
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を、彼の墓碑に献上したいと語った。(wsj.com, 10/4/2007) 
 

（13）EADS 幹部、インサイダー取引容疑で取り調べを受ける 
仏日刊紙 Le Figaro は、10 月 3 日付けの記事で、仏株式レギュレーターAutorite des Marche 
Financieres が、EADS とその子会社エアバスの元及び現在の 上席幹部 21 人と大株主

の Lagardere（仏、メディアと軍需の企業）と Daimler（独、自動車メーカー大手）が関

わる、大規模な同時インサイダー取引の存在の可能性が存在する事を見つけ、検察当局

に報告していると報道した。 AMF は、これを肯定した。 AMF は、この件に関して、

仏財務大臣の役割に付いても調査している。（EADS 株 15%を保有している仏政府は、

実際に株式の売却を実施していない。） エアバスは、A380 型機の 2 年間に及ぶデリバ

リー遅延と A350 型機の基本設計の変更の問題で、2006 年 6 月に、株価が▲26%も急落

した。 AMF は、上級幹部達と一部株主達が、この事実が公表される以前に、2005 年

11 月から 2006 年 3 月にかけて、それを知りながら保有株を売り抜けていた疑いが有る

と言う。 21 人の中には、 

・Noel Forgeard  元 EADS とエアバスのボス 
・Thomas Enders 現エアバス CEO 
・Arnaud Lagardere Lagardere CEO 
・Gustav Humbert もう 1 人の元エアバス チーフ 
・Fabrice Bregier 現航空機メーカー No. 2 
等のトップが含まれている。 大株主の Lagardere と Daimler は、2006 年 4 月に、彼等

の保有株の内 7.5%を E2.0bn（3,300 億円）で売却している。 全てが、EADS コンプラ

イアンス オフィサーの承認を受けた株式売却であり、正当な売却であると主張してい

る。 また、AMF の検察に対する報告書の中には、前仏財務大臣 Thierry Breton が 2005
年 12 月に、エアバス内部の問題のメモを受けている事を明らかにしている。 このメ

モは、政府が保有 EADS 株の一部の売却を提案していた。 Lagardere の株価は、▲5,4%
急落した。 Lagardere は、この違法な情報漏洩に対して、損害補償を請求する訴訟を

準備すると言っている。(FT.com, 10/3/2007) (nytimes.com, 10/4/2007) (wsj.com, 10/5/2007) 
 

 
Aeronautics executives, from left, Thomas Enders, Arnaud Lagardère, Manfred Bischoff and Noël Forgeard. 
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（14）デイジェット、エアー・タクシー サービス開始 
オンディマンドの相乗りエアー・タクシー サービス モデルを開発したパイオニア

DayJet が、10 月 3 日、営業を開始した。 このモデルは、1 機丸ごとの往復予約が必要

な既存のエアー・タクシーとは、ビジネス・モデルを完全に異にしている。 使用航空

機は超軽量ジェット機（very light jet=VLJ）Eclipse-500 型機（乗員 2 名+乗客 3 名）×12
機で、2 年以内に 300 機以上に拡大する。 フロリダ州の“DayPort”の 5 空港を結ぶ

Point-to-Point サービスを皮切りに、アラバマ・ジョージア・ミシシッピ・南北キャロラ

イナに営業圏を拡大する予定。 運賃の詳細は明らかにされていないが、定期航空会社

のエコノミー・クラス普通運賃に匹敵すると言う。 このサービスを利用する為には、

登録して入会費を支払わなければならず、少なくとも年間×片道 4 回の利用を約束させ
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られる。 DayJet は、既に 1,500 人のビジネスマンが会員に登録していると言っている。 

業界の一部には、このモデルの成功を疑問視する人々が存在する。 
彼等は、商業便に要求される便数頻度を維持する為の VLJ の航空機信頼性をどのよう

に確保するのか？ 採算性を維持する為の運営コストを達成出来るのか？ プロダクト

に対する需要は充分存在するのか？ について疑問を投げかけている。 
もう 1 社のエアー・タクシー企業 Linear Air（Lexington Mass.）が、Cessna のターボプ

ロップ機を使用して北東部地区で既に営業を開始している。 同社は、Eclipse-500 型機

を×30 機を発注している。(DTW. 10/4/2007) 
 

（15）米航空会社定時性、8 月も改善されず 
米運輸省の Air Travel Consumer Report に 新統計によると、8 月の米航空会社の定時性

は 71.7％であった。 前年 8 月の 75.8%よりも大幅に悪化している。 しかし、先月 7
月の 69.8%よりは、若干改善した。(DTW, 10/5/2007) 
 
 
 

 水 運  
 
 

（１）ディズニー クルーズ、航空便オンボード チェックイン開始 
Disney Cruise Line が、Disney Magic 丸と Disney Wonder 丸で、Orlando 発航空便のオンボ

ード チェックイン サービスを開始する。 Orlando 発の航空便を予約しているクルー

ズ船客は、手荷物に煩わされる事なく、空港でセキュリティー チェエクに直行する事

が可能になる。(DTW, 10/4/2007) 
 
 
 

 陸運 & ロジスティックス  
 
 

（１）インドネシア、世界 長の海峡横断橋を建設する 
インドネシアが、ジャワ島（人口 1 億 3,000 万人）とスマトラ島（4,700 万人）を結ぶ、

世界 長の橋（海峡に横たわる 3 つの島を結ぶ複数の橋）の建設を計画している。 こ

れは、6 車線の高速道路と複線の鉄道路線を有する、幅 30km の Sunda 海峡を跨ぐ橋で、

大の橋の長さは 3km となり、現在の世界 長の明石大橋の距離を +50%も上回る。 

建設費は、$10bn（1 兆 1,500 億円）と見積もられている。 
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今後 2 年間の基礎的調査と、それに続く 2 年間の技術的調査により建設可能となれば、

2012 年着工 2025 年の竣工が計画されている。 この地帯は、 も危険な地震発生地帯

で、耐震性の優れた橋の建設が要求される。 イタリアは Messina とシシリー島を結ぶ

全長 3.3km の吊り橋の建設を、耐震性の問題で、断念している。(FT.com, 10/3/2007) 
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（２）欧州連合、郵便事業自由化で合意 
欧州連合加盟国は、2011 年から郵便事業（市場規模 E88bn≒14 兆 5,000 億円）の自由化

に合意した。 27 加盟国の内、ルクセンブルグを始め 10 ヶ国は、国内郵便自由化を 2
カ年間遅らせる事が特別に認められた。 この合意により、 後まで自由化が遅れてい

た 55 グラム以下の手紙を、どこの事業者でもが取扱える様になる。 現在、スエーデ

ン、フィンランド、英国の 3 ヶ国が郵便事業の完全自由化を実施している。 ドイツと

オランダが、間もなく、これ等 3 ヶ国に加わるだろう。 欧州連合は、域内自由化を促

進させるために、妥協の産物である所謂ユニバーサル サービス条項の導入し、加盟国

が、ガイドライン以内で、独自の郵便事業の運営方法を自由に取り決める事を可能にし

ている。(FT.com, 10/2/2007) 
 

（３）カナディアン パシフィックがエネルギーに賭ける 
北米第 6 位の鉄道会社（収入ベース）Canadian Pacific Railway Ltd.が、炭酸カリウム、

穀物、海運コンテナの伝統的輸送から、エネルギー物資輸送に事業を拡大する。 そし

て、中西部のエタノール、ワイオミングの石炭、カナダ Edmonton 北東地区のオイルサ

ンドにフォーカスしている。 

5 月には、アルバータのオイルサンド合成燃料精製地区に線路を敷設する計画を発表し

た。 先月には、エタノール製油所にトウモロコシを輸送し、精製した油を市場に送り

返す輸送を行っている Dakota, Minnesota & Eastern Railroad Corp.を $1.48bn（1,700 億円）

で買収すると発表した。 この DM&E は、ワイオミング州の Powder River Basin 巨大炭

田への線路敷設権を有している。 Powder River Basin には、既に Union Pacific Corp.や
Burlington Northern Santa Fe Corp が乗り入れている。 BNSF は、そこからの石炭輸送

を増強する為に $626（720 億円）を投資して、線路の増設、機関車や貨車の追加を行

っている。 

エネルギー投資には、リスクが付き物だ。 オイルサンドには、複雑な精製過程、大き

なエネルギー消費、コスト高の問題が横たわっている。 エタノールには、政治的な支

援と政府の補助金の継続が不可欠だ。 石炭は、環境保護団体から地球温暖化の元凶と

されている。（ 近、幾つかの石炭火力発電所の計画が取り消されている。） 

また、エネルギーの専門家達は、鉄道会社の、景気の 高到達点に於ける投資戦略に疑

問を呈している。 周期的に動く経済動向は、必ずエネルギー市場に於いても景気の下

降を余儀なくさせるだろうから、これに投資した鉄道会社は、大きなリスクを背負って

いる、と彼等は指摘している。 鉄道会社の石炭輸送は、Canadian Pacific の場合は、全

収入の 13%を構成している。 Union Pacific の 20%、BNSF の 19%、東部 2 大鉄道会社

の CSX Corp と Norfolk Southern Corp の 20%と比較して、小さな依存しかしていない。 

Canadian Pacific は、2006 年決算で、収入 C$4.58bn（5,500 億円）（+4.4%）、利益 C$796.3m
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（960 億円）（+46%）を達成している。(wsj.com, 10/3/2007) 
 

 
 
 
 
 

 ホテル & リゾート  
 
 

（１）スターウッド キャピタル、エコホテル建設 
Starwood Capital Group が、Preseus Reality と契約して、WAS にエコフレンドリーな豪華

ホテル 1 Hotel（180 室）を建設する事となった。（Starwood Capital は、Starwood Hotels
とは提携していない。） 2008 年に建設に着手し、2010 年の開業を目指す。 このホテ

ルは、Leadership in Energy and Environmental Design（LEED）システムを使用して設計さ

れ、プロジェクトに対して National Resources Defense Council がアドバイスする。 

LEED とは、U.S. Green Building Council によって開発されたシステムで、ハイ パーフ

ォーマンス グリーン ビルディングの設計・建設・運営のための米国に於けるベンチマ

ークとなっているシステム。 このホテルは、NRDC の運営委員会によって指導されて

いるローカルの環境団体に対して、利益の 1%を寄付する。(DTW, 10/1/2007) 
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（２）ディズニー、ハワイでリゾートを計画 
Walt Disney が、オアフ島のビーチフロントの土地 21 エーカーを $144m（170 億円）で

購入した。 同社は、ここに、小規模なテーマパークとリゾートの混成利用サイトを建

設する。 開業は 2011 年を予定している。 Disney は、休暇とレジャー市場（市場規

模 $2,600bn≒299 兆円？）への参入を狙っている。 そして、既に、ツアー、ホリデー、

クルーズを提供している。 Adventure by Disney 部門による欧州行きツアー造成は、3
年目を迎えている。 タイムシェアー ビジネスは、全 50 州に加えて 100 ヶ国から 35
万人の会員を集めている。 また、 近、クルーズ新造船を 2 隻購入し、クルーズ ビ
ジネスを倍増させると発表した。 テーマパーク収入は、毎年 $10bn（1 兆 1,500 億円）

の収入を上げているが、新規のテーマパークの建設には大きな投資が必要となる為、

Disney は、それ以外の新たな分野からの収入増加により努力している。(FT.com, 
10/3/2007) 

 

（３）マリオット、第 3 四半期利益▲7.6%減益 
Marriott International Inc の第 3 四半期利益が、前年同期比で▲7.6%減益して $131m（150
億円）となった。 収入は、+12%の $3.4bn（3,950 億円）であった。 ホテル開発費の

上昇、ブランド イニシャティブのコスト増、ドル安が原因。 RevPAR は、全世界で 
+7.7%、北米で +7.2%それぞれ上昇した。 同社は、2007 年と来年の利益見通しを下方

修正した。 そして、年内に、小規模な合成燃料ビジネスから撤退する事を決定した。 

Marriott は、2010 年までに、現在の 85,000 室から 100,000 室に規模を拡大する。 新た

に追加される客室の 1/3 は、北米以外のホテル。(wsj.com, 10/4/2007) 
 
 
 

 その他  
 
 

（１）曖昧検索が実用化に漕ぎ着けつつある 
検索する対象がハッキリしていれば、Google やその他のインターネット検索エンジン

が、素晴らしい働きをしてくれる。 しかし、これ等のサイトは、例えば、サッカーの

ファンが、単に、“興味深いサッカーのサイトを閲覧したい”とか、“サッカー用具の良

い物を探したい”などの漠然とした検索には、上手く機能してくれない。 

この曖昧検索を 6 年間もかけて、開発したのが StumbleUpon と呼ばれる Web サービス

だ。 2 年前のタッタ 60 万人の登録ユーザーが、今では 350 万人に増加している事を

見ると、この検索方法が、今後の主流を占めるかも知れない。 
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StumbleUpon has 3.5 million registered users. 

From left are Michael Buhr, general manager; and 

Geoff Smith and Garrett Camp, co-founders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 
 

DL 航空の元 CEO Gerald Grinstein の労使協調経営の話が、今週号にあった。 
もともと、DL 航空は、従業員が金を出し合って航空機を購入し、会社にプレゼントす

る（機体に大きな赤いリボンを巻いて）くらい、家庭的な雰囲気が強い会社であったと

記憶している。 
（しかし、この話は、大分聞こえが良いが、要は、社員達が航空機リースの事業を実施

したと言う、損得の話ジャ無いのか。） 
 

Grinstein の労使協調経営は、彼の退任を惜しむ社員達が、5 ヶ月間も連続した歓送会を

実施した事を見れば、本物であった事が良く分かる。 
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Grinstein は、航空輸送業がサービス産業に基づいている事を、誰よりも強く認識してい

たのではなかろうか。 
 

何度も、この編集後記で、くどいほどに書かせてもらっているが、サービス財は、生産

と消費が同時に進行する財なのだ。 （良く、在庫が効かないペリシャブルな商品 ＜
財＞ と言われている。） そして、ここが肝心なのだが、航空輸送の商品は、フロント

ラインの社員達によって、直接、お客様の面前で生産されている。 

（だから、ペダンチックに言えば、そのマーケティングは、他とは違ってサービス マ
ーケティングの範疇に入るのだ。 普通のマーケティングとは、決して同じではない。） 
 

だから、生産を担うフロントの人達に、会社の方針に従った生産の仕方を、徹底的に教

え込む必要が有る。 お客様に良いサービスを実施しようとするならば、お客様と心の

通い合った関係を築く事が必要となる。 同様に、会社は、フロントの社員にグッド サ
ービスを生産させる為には、社員と心の通い合った関係を築く必要がある。 
 

Grinstein は、これを上手く実行したのではなかろうか。 
労使融和の も下手くそな NW 航空 CEO を経験した、Grinstein の後任 Richard Anderson
は、DL 航空の伝統を引き継ぐ事が出来るのだろうか・・・。 客室乗務員組合の結成

の動きは、彼等がこれを心配している事の現れなのだろう。 
 

そう言えば、30数年間も連続利益を計上している Southwestの創立者、Herbert D. Kelleher
も、「お客様よりも社員を大切にする」と公言して、労使蜜月経営神話を作っている。 

（H.U.） 
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