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1. 米旅行消費者動向 （第２回） 
（１） 世代超越型旅行 祖父母＋親＋子供の 3 世代家族旅行販売 

（２） オンライン旅行販売 コミュニティー サイトが大切 
2. TDR  9 月 12 日号 要約 

（１） GDS 代替 代替的ではなくて補完的 
（２） オンライン販売増の為の、3 つの大胆な試みの薦め 
（３） 旅行検索エンジン マーケティングの薦め 
（４） ハリケーン被災者救済 旅行業界全面協力 

3.  米航空会社、航空規制緩和（1978）の最終章 
 

4.  其の他のニュース 
 
 

 
The Hard Rock hotel and casino is destroyed by Hurricane Katrina in Biloxi, Mississippi August 31, 2005. 

（関連記事 P.-22 参照） 



DTW, 8/26/2005 

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

米旅行消費者動向（第 2 回） 

（１）Coming of age: Marketing travel for the generations 

世代超越型旅行販売 祖父母＋親＋子供の 3 世代家族旅行販売 

 
女性クライマーが、クルーズ船の煙突に打ち付け

られた岩山を、ロッククライミングしているかと

思えば、洋上では、ニコやかなカップルが、カヤ

ックを漕いでいる。 船内のスケートリンクでは、

フィギュアーを楽しんでいる人達が居る。 
 

祖父母と孫達が、氷河国立公園（Glacier National 
Park）で、レーンジャーに守られて氷河の上を散

歩している。  
 

これが、クルーズ旅行とガイド付き旅行の 21 世

紀版だ。 旅行業界は、より活動的で、より洗練

された、そしてお互いに、より旅行好きな新しい

世代の旅行者に、適合し始めている。 
 

Imagine climbing a rock wall, on a ship, in the 

middle of the open sea, and 200 feet above the 

sea at that. RCI unique rock climbing wall is 

designed to challenge both experts and 

beginners. 

今までの世代別マーケティングは、時代遅れになっている。 人々は、自分達の好みやラ

イフ スタイルに従って、旅行商品を選別するようになって来ているのだ。 
Royal Caribbean（RCI）クルーズは、特定の世代と言うよりは、クルーズに興味を持ってい

る、活動的で、より現代的な需要層に、クルーズを売り込んでいる。 オンボード アクテ

ィビティーのオプションを増やし、Get Out There キャンペーンにより、クルーズ利用客の

平均年齢を、40 歳代後半から 42 歳に低下させた。 同時に、シニアーのロイヤル ゲスト

も、クルーズ旅行に戻って来て呉れている、と Royal Caribbean は言っている。 シニアー
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のゲスト達は、子供や孫をクルーズに連れて来て、家族旅行を楽しんでいる 
ベイビーブーマーが年取って来て、老いた両親と成長期にある子供達に挟まれて、サンド

イッチ世代となっている。 このマルチ世代の家族旅行が、勢いづいている。 そして、

旅行業界の熱い視線を集めている。 
（Baby Boomers = 40～58 歳。 1946 年～1964 年生まれの世代。） 
 

ホールセラーの Tauck World Discovery は、マルチ世代の家族旅行が大幅に増加している、

と言っている。 このブームに対応するために、Tauck は、家族旅行を専門に扱う“Bridges”
部を新設した。 配属されたスタッフは、旅行時の子供の世話から、国立公園に於けるボ

ランティアー ワークへの参加手配まで、家族旅行の一切を仕切れる教育を受けている。 

ここでは、全ての世代の旅行者に対して、柔軟性で、自由な、より活動的なオプションが

用意されている。 旅行に於ける“ジェネレーション ギャップ”と言う言葉は、死語にな

ってはいないけれども、殆どなくなりかけている。 
 

しかし、依然として世代別需要にフォーカスを当てたホテルが存在する。 カルフォルニ

ア州に 30 のホテルを所有している Joie de Vivre Hospitality（SFO）は、20 代～30 代の格好

良い若者世代をターゲットには、ファンキーな Hotel Phoenix（SFO）を用意し、ジェネレ

ーション X 後半と、年取ったベイビーブーマー前半のターゲットには Hotel Rex、より年

取った静かな環境を好む世代には、ビクトリア風の White Swan や Petite Auberge のブラン

ドを取り揃え、世代別需要に対応している。 しかし、このホテルの社長 Chip Conley は、

旅行者が、彼等の年代に相応しいホテルを選ぶのではなくて、そのプロダクトが彼等自身

の好みに相応しいかを基準に、ホテルを選んでいることを認めている。 
（Generation X = 26 歳～39 歳。 1965 年～1978 年生まれの世代。） 
 

エコブーマーは、他のどの世代よりも洗練されていて、旅行好きな世代だ。 彼等は、自

分達が欲しているものに煩く、それをどうやって獲得（購入）するかの術を知っている。 

彼等は、親思いで、好んで親と旅行し、幅広い事に興味を覚え、エキゾチックな場所への

旅行や、特にボランティアー バケーションを好んで実施する。 
英国が、この世代の旅行者の、人気デスティネーションの一つ

になっている。 2004 年には、16 歳～24 歳のエコブーマー428
千人が、英国を訪問している。 彼等は、過去の同世代に比べ

て遥かに裕福で、1 回の旅行で長く滞在し、英国各地を見て回

っている。 勿論値段には、敏感であるけれども、彼等は、ケ

チなバジェット旅行者ではない。 ジェニファー･ロペス

（J-Lo）が休暇で、どのようにもてなされているかを TV で見

ている彼等は、J-Lo と同じ様な経験をしたいと思っている。 
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（Echo Boomers = 1979 年生まれ以降の、25 歳以下の若年層。）  ★ 
 
 

（２）Power and community on the Web 

  オンライン旅行販売 コミュニティー サイトが大切 

 

価格比較サイトから歯に衣着せぬブログまで、インターネットが消費者に、大きな力を与

えている。 そして、彼等の旅行の購入方法を、革新的なモノに変えている。 
 

2005 Leisure Travel Monitor は、「消費者は、ベスト価格を選べるインターネットを、この上

ない便利で重宝なモノと信じている」とレポートしている。 
しかし、実際は、少し違っているようだ。 最近の調査によると、情報ソースとしてのイ

ンターネットに対する消費者の信頼性は、① 友人や親戚からの口コミ情報、② ガイドブ

ック、③ 旅行社、の次に位置付けられているのだ。 そして、インターネットに於ける情

報検索は、チラシ広告（ブローシュアー）より少し増しに過ぎないと、この調査は指摘し

ている。 
 

また、旅行市場へのインターネットの浸透が、頭打ちになっている兆候も出て来ている。 

実際、インターネットからの旅行情報蒐集は、昨年、僅かながら減少していると言うデー

ターさえ存在する。 
 

Leisure Travel Monitor の執筆者達は、「旅行のマーケターは、インターネットに於ける旅行

検索と購入の使い勝手を、改善しなければならない」と語っている。 
このためには、今や Web で大流行の“コミュニティー”を追求しなければならないだろう。 

旅行者の、ホテルや目的地の実際の体験談を綴ったレビュー、フォトシェアリング、ブロ

グ、チャット機能、旅行者間の情報交換、つまり“コミュニティー”形成に質する全てが、

増えつつある。 

コミュニティーサイト 
関心や興味を共有する人々があつまる、情報交換などのコミュニケーションを中心とした

Web サイト。 
同じ趣味を持っている人たちのコミュニティーサイトから、同じ職業、同じ資格を目指す

人たちのコミュニティーサイト、さらには同じコンピュータソフトを使っている人たちの

コミュニティーサイトなど、その目的と種類は様々で、サイト上では掲示板やチャットな

どを利用して情報を交換・共有することができる。 
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最近では、企業が自社の商品開発への消費者のニーズの取り込みやクレームの適切な処理

などのためにコミュニティーサイトを開設するケースも見られる。 商品・サービスを利

用した消費者と、メーカーが対等に意見を交換し合いながら新たな商品・サービスの開発

を行うことができる場としても注目されている。（IT 用語辞典 e-Words） 

 

Web サイトの成功は、派手な機能を開発する事にあるのではなくて、誰が顧客を確保する

かの競争に勝ち抜く事が出来るかにかかっている。 AOL がその一部を所有する Kayak
の共同創立者の Steve Hafner（CEO）は、「カスタマー リレーションシップ戦争に勝ち抜く

のは、ポータルだ」、と言っている。 Hafner は、「ポータルの、① e-メールのオファー、

② ショッピング機能、③ ニュースの提供、④ コミュニティーの場の提供が、オンライン

消費者の心を掴んでいる」、と指摘している。 
 

最も興味深いコミュニティーの一つは、今年の 3 月に、βテストが開始された Yahoo360
だ。 フォト シェアリング、出会いサイト（personals）、映画などを含む Yahoo の幅広い

コミュニティー イニシャティブの一環として、360 は、ユーザーに自分自身のホームペー

ジの作成を可能にしている。 そして、そこでは、他人の旅行写真のアップロード、ブロ

グの立ち上げ、デスティネーションのレビュー、旅行検索、他の人達とのチャット、そし

て 360 を、友人や、友人の友人達のホームページにリンクさせる事が出来る。 
つまり、360 は、ブログ（ホームページ）とソーシャル ネットワーキングを組み合わせた

新サービスなのだ。 
 

Yahoo の旅行部長の Yen Lee は、「Yahoo の旅行部門戦略の“2 つの柱”は、コミュニティ

ーとサーチ（検索）である」、と言っている。 そして、旅行検索の為に FareChase を買収

し、そしてコミュニティーの為に 360 を立ち上げている。 
彼女は、「或る調査によると、オンライン予約する 4 人に 3 人は、旅行の情報収集の為に検

索エンジンを所用している」、「しかし、その 81％が、口コミ情報が、購入決定に一番影響

を与えている」と言っている。 
 

一方、Sabre は、4 月に IgoUgo を買収し、ペイドサーチ（paid search）の分野に参入した。 
Paid search 

検索エンジンに於ける任意の検索結果に、有料で、特定の Web サイトへのリンクをリスト

アップさせる事。 サーチエンジン マーケティングの 1 つである。（AbiStudio.com） 
 

そして、Sabre は、そのコミュニティーの部分の一部を、Travelocity に組み込む事に取り組

んでいる。 「Honest advice to get you going」の標語の下に、このサイトが、旅行計画をよ

り効率化して、IgoUgo の人気を高めて呉れる事を、Sabre は期待している。 
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例えば、“Scotland”と検索すると、IgoUgo は、デスティネーション情報に加えて、US 航

空や、Expedia や、Orbitz のスポンサー リンクを表示する。 そして、コミュニティーの

見地から、より重要な事は、Shelbta ガイドの様なユーザーからの写真や記事（journals）を

掲載する。 
 

IgoUgo は 35 万人の会員を擁し、30 万の記事と 226 千枚の写真を掲載している。 そこで

は、皆が見たがっている、生のごまかせない事実（例えば、薄汚れた B&B の客室）が写

真と共に見つけられる。 
 

コミュニティーは、AOL にとっては、新しいコンセプトではない。 そこでは、旅行記事

検索、ブリテンボード、インスタント メッセジングなどの AOL のサービスが提供される。 

AOL の課題は、21 百万人の会員を超えた人々に、コミュニティー的アプローチを拡大し、

AOL のシティーガイドの様なオファリングと、Kayak 検索エンジンを持った Pinpoint Travel
のレイティングやレビューとを、どうやって統合させるかである。 ★ ■ 
 
 
 
TDR, 9/12/2005 

2. TDR  9 月 12 日号 要約 

 

（１） GDS 代替 代替的ではなくて補完的 
 

GNE の 1 社である Farelogix と、低コストのディストリビューション ツールのソフトウエ

アー企業 AgentWare は、「自分達は、GDS を代替出来るなどとは考えていない」と言って

いる。 
確かに GDS を代替すると言う考えは、安い流通チャネルを探しているサプライヤーや、販

売オプションを自由にコントロールしたがっている旅行社や、壊れたビジネスモデルを修

復したがっている業界にとっては、心を捉えるものである。 
 

しかし、この 2 社によると、現在 GNE と呼ばれているものは、国際線のマルチ区間予約

や複雑なインターライン チケットに対応出来ていない等、GDS を上回るワンストップ シ
ョッピング機能備えていないと言う。 彼等は、自分たちを、代替的などではなくて、補

完的なモノにしか過ぎない、と言っている。 
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Farelogix は、以下のマルチ ソーシング能力の向上に努力している。  
① GDS とリンクする FLX Platform を立ち上げ、サプライヤー サイトと、その他のオン

ライン チャネルのコンテントを提供している。 
② 最近では、RADIUS Wheel とダイレクト コネクトして、マルチ GDS 環境の中で、ユ

ニークな低運賃ショッピング機能を導入した。 
③ また、航空会社の予約システムと FLX Platform 間のダイレクト コネクト経由で、イン

ベントリーを提供するため、CO 航空、UA 航空と LOI を締結した。（NW 航空とは協

議中） 今後、より多くの航空会社と契約する予定、と Farelogix は言っている。 
 
 

AgentWare は、GDS には存在しないコンテントを集める事に、真正面から取り組んでいる。  
Farelogix やその他の GNE（ITA Software と G2 SwitchWorks）が、ネットワーク キャリア

とのダイレクト コネクトでもって競い合っている時に、AgentWare は、GDS に参加して

いない航空会社を追いかけている。 
6 万人以上の旅行社のエージェントが使用している AgentWare の Trip Console は、75 以上

のサプライヤーへのアクセスと non-GDS 運賃を、リアルタイムで 4 大 GDS に統合する事

を可能にする。 そして、フライトやホテル予約と、コミッションを稼ぐ事が出来る LCC
の法人顧客用ポータルと、旅行社を、直接リンクさせている。 
AgentWare は、GDS とのコミュニケーションを保っている。 そして、GDS の理想的なパ

ートナーとなる事を望んでいる。 
 

以下に、GNE は、GDS を代替するものではなくて、今のところは、精々、補完的なもの

にしか過ぎない、と言う彼等のコメントをまとめてみる。 
 

・ GNE は、業界に求められていたイノベーションを導入し、慌てた GDS 達をシステム

の強化に走らせはしたが、ディストリビューション モデルそのものを変えた訳ではな

い。 単に GDS のマージンを引き下げただけだ。（AgentWare CEO = A） 
・ 現在、流通の世界では、ワンストップ ショッピングは存在しない。 何処のディスト

リビュターも、全てに対応出来ている訳ではない。（Farelogix CEO = F） 
・ 殆どの GNE は、GDS を駆逐する事を目論んでいるが、それは不可能と言うものだ。 

GNE は、GDS のワンストップ ショッピング機能以上の事は実施できていない。(F) 
・ GDS は、特にトップの法人旅行取扱旅行社との繋がりが強い。 短期的には、経済的

なインセンティブとスイッチング コストのために、これらの旅行社は GDS との繋が

りを放棄しない。(F) 
・ 現在、殆どの GNE が、米国内線キャリアのリストに止まっている。 このような状況

では、代替的ではなくて、補完的な流通手段でしかない。(A) 
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・ 新しいディストリビューションの成功の鍵は、①コントロール、②コンビニエンス、

③コンテントの、三つの“C”の混合にある。 特に、サプライヤーと法人旅行取扱旅

行社などの顧客のために必要となる、コントロールが重要。(F) 
・ 旅行社には： より新しいテクノロジーが、サプライヤーや、GDS などの第三者ディ

ストリビュターと旅行社を接続させ、彼等のビジネスに必要となるコンテントを提供

するだろう。 大きな悪化無しに、ソース スイッチを提供するだろう（？）。(F) 
・ サプライヤーには： サプライヤーが望む流通の方法（価格一辺倒ではない）で、彼

等のプロダクトを販売出来る様になりつつある。 航空会社は、アップセルの可能性

と座席の位置や航空機によるプライシングを検討している。 差別化のために、彼等

は、全く新しい異種のフェアリング（faring）とサービスを導入しようとしている。 だ

から、ディストリビューションのオプション（GNE）は、燃油費が低下しても、消え

てしまう訳ではない。（GNE は“安い”だけが取り柄ではない。）(F) ★ 
 
 

（２）オンライン販売増の為の、3 つの大胆な試みの薦め 
 

消費者が、オンライン検索を駆使して旅行情報を収集し、旅行プロダクトの賢明な購入方

法を見出している。 旅行のマーケターは、この力をつけた消費者よりも一歩先んじて、

彼等が欲するコンテントを、スマートな方法で提供しなければならない。 
TDR（Travel Distribution Report）は、オンライン サービスを一段階高める、以下の三つの

斬新的なアイディアを、リコメンドしている。 
 

① 旅行をドアツードアで捉えろ 
② 競争他社の価格情報も取り込め 
③ ガラス張りにして、消費者の信頼を勝ち取れ 
 

① 旅行をドアツードアで捉えろ 
MIA=NYC の旅行販売は、通常であればエアーとホテルのパックと言う事になるが、これ

に、飛行場から都心への移動の手配等を含めた、ドアツードアのサービスを加えるべきで

ある。 テクノロジー的な障害は存在しないのだから、旅行社は、これに、時間と手間を

惜しむべきではない。  
 

② 競争他社の価格情報も取り込め 
賢明な消費者は、どうせライバル他社のサイトにも訪れて、価格などの旅行情報を検索し

ているに決まっている。 Amazon.com は、他社サイトの価格を、自分の価格に並べて表

示している。 消費者は、時間と手間をかけないで済む Amazon.com を、先ず訪れるだろ
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う。 思い切って、他社の価格を自社サイトに掲載して見たら良い。 勿論、旅行検索エ

ンジンは、既にこの考えを取り入れている。 しかし、疑いなく、消費者は、一つ以上を

表示する、Expedia の如くのオンライン旅行社を訪れるだろう。 
 

③ ガラス張りにして、消費者の信頼を勝ち取れ 
旅行社のベテラン社員は、消費者に、旅行プロダクトの裏情報まで教えてくれる。 
同様に、航空会社は、一つの予約に対して、それを補完する情報、例えば、代替都市や代

替スケジュールに基づく、別の価格のオファーを試みて見るべきだ。 そうすれば、消費

者にとっては、パーソナライズドされた購入オプションが、飛躍的に増える事になる。 
また、航空会社は、座席品質を隠すべきではない。 どうせ、消費者は、www.Seatguru.com
を訪れて、自分が予約した座席の位置を調べてしまう。 情報をガラス張りにして、消費

者に提供するべきだ。 プレミアムシートのバーチャルツアーなどが望ましい。 クオリ

ティーの悪い座席は、運賃を安くするべきだ。 消費者の信頼を勝ち取るためには、運賃

構造を単純化しなければいけない。 
 

www.Seatguru.com には、米系航空会社の他に、BA, AF, KL, LH, AC, CX, SQ 7 社の座席コン

フィギュレーション チャートが掲載されている。 カーソルを座席番号の上に移動すると、

その座席の説明がポップアップする。 下図は、SQ の B747-400 型機。 
 

 

 
 
 
（３）旅行検索エンジン マーケティングの薦め 
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旅行検索の世界には、既に Kayak, Mobissimo, SideStep のビッグネームが存在する。 しか

し、最近では、旅行検索マーケティングにしのぎを削っている、新興サイトが出てきてい

る。 彼等は、以下の 4 社だ。 
① Allcheckin 2004 夏設立 エアー･ホテル･カー検索 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ ﾊﾟｯｹｼﾞﾝｸﾞ準備中 
② dohop 2005 年 1 月設立 欧州 LCC 運賃 来年はじめには全旅行プロダクト 
③ PriceGrabber 現在β展開中 エアー･ホテル ﾀﾞｲﾚｸﾄﾘﾝｸ中心 ｽｸﾚｰﾌﾟも行う 
④ Travelgrove 2004 年 4 月設立  エアー･ホテル スクレーパー 

リスティングの 90％がｺｽﾄﾊﾟｰｸﾘｯｸ CPC＋10％ｺｽﾄﾊﾟｰｱｸｼｮﾝ CPA 
 

このレポートの、旅行検索エンジン（Travel Search Engine = TSE）についての記述を、箇条

書きにする。 
 

・ TSE は、ターゲットする量、提供する客観的情報で、一般的な検索エンジンとは、性

質を異にする。 Google は、特定の日の PAR=OSL の最適便を検索できない。 
・ TSE は、詳細な旅行情報の提供と同時に、旅行販売者（seller）のランディング ページ

にダイレクト リンクする。 
・ TSEほど、的確なセールス リードを提供するものは存在しない。 TSEのユーザーは、

調査の段階を終わっている、購入意思のハッキリした顧客達である。 高いコンバー

ジョン率が約束されている。 
・ ユーザーの絞込みに加えて、広告出稿者に対しても、絞り込んだ的確な訴求を約束し

ている。（例えば中小の広告主に対して、トップ 15 都市コネクションのみの広告） 
・ 比較ショッピング（comparison shopping）は、日用品化力（commoditizing power）があ

ると良く言われている。 しかし TSE では、ブランドがものを言う。 
・ ある TSE は、ランキングを旅行販売者（seller）に提供している。 エアラインは、こ

れを見て、成績の良くない都市接続便の運賃をいじる事が出来る。 
・ 価格ばかりに焦点が当たり過ぎている。 TSE は、価格以外の多くのクライテリアに

よる検索を実施している。 この中には、航空機の座席や機内食、FFP、特別販売、エ

ンターテイメントなどが含まれる。 
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・ 例えば旅行者通知ツール（traveler notification tool）等のサービス オプションにより、

差別化を図ろうとしている TSE も存在する。 
・ ①サプライヤー達の異なるテクノロジー プラットフォームの統合、②かなりの量のカ

スタマー ベースの確保、③プリサーチ収入の増加が、TSE のチャレンジだ。 
・ ある TSE では、ビジターの 1/3 しか検索しない。 そして、その 60％が、実際に、オ

ファーをクリックしている。 
・ 不幸にも、業界は、TSE は“競争敵”なのか“流通業者”なのか、依然として判定で

きていない。 
・ TSE マーケティングは、2008 年には、15 億㌦（1,650 億円）市場に成長するだろう。 

その時点のオンライン旅行コマースは 2､000 億㌦（22 兆円）となっている。 ★ 
 
 
 
 

（４）ハリケーン被災者救済 旅行業界全面協力 
 

ハリケーン カトリーヌの被災者救援活動に、旅行業界が全面的な協力を行っている。 

 
・ 9 月 3 日までに、軍と民間の 40 便近い救援機が、罹災者の避難と物資の輸送のために

運航され、1 万人以上を New Orleans から避難させている。 Operation Air Care のため

に、民間では、Alaska, America West, AA, ATA, CO, DL, jetBlue, NW, Southwest, UA, US, 
AC, Spirit が、この救難活動に参加している。 

・ FAA は、救援活動時のパイロット法定デユーティー タイムの緩和適用を検討した。 

しかし、航空会社のパイロット達は、ボランタリーにそれを超えて救援機を運航させ

ている。 
・ Carnival Cruise Lines（3 隻）と Scotia Prince Lines（1 隻）が、政府にチャーターされて

いる。 
・ Cendant は、グループ傘下のホテルとレンターカーを提供している。 
・ Travel Industry Association of America（TIA）は、Travel & Tourism Council と Travel Business 

Roundtable と組んで、被災者へ職業斡旋を開始した。 
・ Louisiana と Mississippi と Alabama の 3 州では、26 万人の旅行業界関連従業員が生活し

ている。 年間の旅行業収入は、年 183 億㌦（2 兆円）と見積もられている。 ★ ■ 
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FT.com, 9/14/2005 

3. US Carriers Fly Into The Final Chapter 

 米航空会社、航空規制緩和（1978）の最終章 

 

DL 航空と NW 航空の Chapter-11 申請は、1978 年の米航空規制緩和が、いよいよ最終章に

入ったことを物語っている。 1978 年以来、140 社以上の航空会社が倒産している。 そ

の中には Pan Am, Eastern, Braniff, 等が含まれている。 
 

この最終章では、DL と NW は合併するかもしれない。 それに、後から CO が加わるか

もしれない。 米国のメジャーは、4 社メジャー（AA, UN, US+AmWest, DL+NW+CO）に

再編される可能性が出て来ている。 
 

そして、この再編は、業界の 2 つの大きな慢性疾患、つまり①コストと②供給過剰、を癒

す事になるだろう。 
 

リストラの専門家は、「メジャーのビジネス モデルは崩壊

した」、「9-11 以前の、1990 年代の終わりから、メジャー

は、コストと供給のコトロールが出来なくなっている」と、

言っている。 そして、Southwestや jetBlueやATAなどの、

容赦ない LCC の拡大により、価格決定権までをも奪われ

てしまっている。 規制緩和以来、米国内線の運賃レベル

は、▲50％も低下している。 
 

航空会社の幹部は、継続した国内線から国際線への供給資

源のシフトが、長期的な採算性を維持する為の唯一の方法、

と言っている。 
 

DL+NW+CO のコンソリデーションは、NW の東南アジア

線と、DL の欧州線を繋ぐ路線網を築く事になる。 これ

に、東南アジアとラ米に展開している CO が加われば、魅

力ある国際線路線網が完成するだろう。 
 
 

次ページに、DL と NW の財務状況の図をペーストする。 
CASH ASSETS（図 左半分）は、DL と NW が入れ替わっている。（間違っている）  
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DL と NW 両社の年金基金が解散されて、積み立て不足債務が、政府の年金保険機構の

PBGC により肩代わりされるとすると、PBGC の欠損は、劇的に拡大する事になる。 
PBGC の欠損は、既に▲233 億㌦（2 兆 5,630 億円）に上っている。 そして、UA の積立

債務 66 億㌦を負担した上に、今度は DL の 84 億㌦と NW の 38 億㌦（2 社合計で 122 億㌦

≒1 兆 3,420 億円）を、更に負担させられる事になる。 今まで最大の PBGC 積立不足債

務の肩代わりは、UA の 66 億㌦であったが、DL の 84 億㌦は、これを 18 億㌦も上回る。

（FT.com, 9/15/2005）  ■ 
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4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 

（１） 旅行社 ホテル予約は GDS 頼り 
TravelCLICK 社の調査によると、世界の旅行社のエージェントの 67％が、ホテル予約を

GDS 経由で行っている。 そして、この傾向が増加している。 顧客の 38％が、エージェ

ントのリコメンドしたホテルを予約している。 今年上半期の GDS ホテル予約実績は、ル

ームナイト ベースで＋17％、収入ベースで＋36％増加している。 この調査は、世界の

1,118 人のエージェントからの回答に基づいている。(DTR, 9/12/2005) 
 

（２）航空会社サイトの利用率 47％ 
Synovate の調査によると殆ど半分（47％）の米旅行者は、航空便の予約で、航空会社サイ

トを使用している。 オンライン旅行社は 29％、オフライン旅行社が 13％、コールセンタ

ーが 11％。 より若い世代（18 歳～24 歳）は、サプライヤーのサイトよりオンライン旅

行社を好む傾向がある。 
興味深い調査結果として、62％の人達が、機内での携帯電話の使用に反対している。(Travel 
Wire, 9/12/2005) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）スカイチームがグローバル契約（法人契約）を導入 
DL, NW, CO が参加する SkyTeam アライアンスは、グローバル法人契約（Global Corporate 
Contracting プログラム）を導入した。 マルチ ナショナルの企業（少なくとも年間＄15m
≒17 億円以上のエアー遣いがある企業）に対して、SkyTeam 参加 9 社に共通した法人ディ

ールを提供する。(DTW, 9/5/2005) 
 

（２）FAA チャイルドシート 
FAA は、National Transportation Safety Board（NTSB）等から強い要請のある、2 歳以下の乳

幼児に対する航空機機内でのチャイルドシート使用義務化を、今回も拒否した。  
FAA は、チャイルドシートを義務付けると、それだけ料金が割高になり、航空機から地上

の自家用車へ需要がシフトする。 そうなると、車の事故率が航空よりも際立って高いた

め、却って、安全性が損なわれる結果招いてしまう、と言っている。 NTSB や American 
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Academy of Pediatrics は、10 年前から、チャイルドシートの義務化を訴えている。(DTW, 
9/5/2005) 
 

（３）KLM アムステルダム スキポール空港で自動改札機増設 
KLM は、AMD のスキポール空港で、9 月 18 日から、14 台の自動改札機を増設し、第 2
出発ホールのチェックイン 13 番と 14 番の列を自動化する。 同時に、バゲッジ ドロップ 
ポイントを 14 箇所新設する。 これにより、同空港の KLM チェックイン キャパシティ

ーの 75％が、セルフ サービス化される。 現在 KLM のセルフ サービスとインターネッ

ト チェックインは約 50％で、2006 年の 3 月までには、65％にまで拡大される予定。

(asiatraveltips.com, 9/7/2005) 
 

（４）スターアライアンス アワード アップグレード 
Star Alliance は、加盟航空会社全社に共通したアップグレード アワード償還オプションを

導入する。 事前の予約が必要となるが、このための余分な発券は実施されない。  
NH, OS, LOT, LH, SQ, の 4 社は即対応するが、残りの加盟航空会社は、2006 年中の対応と

なる。（asiatraveltips.com, 9/7/2005） 
 

（５）アメリカン航空 整備自営を死守 
航空機整備の熟練工が、世界的レベル（北京、ブエノスアイレス、ドバイなど）で増加傾

向にある。 第三者整備コントラクターも増加している。 2001 年からの景気後退時頃か

ら、米航空企業の整備アウトソーシングが爆発的に増加している。 そして、今や殆どの

米航空企業の整備は、第三者、特に海外の第三者にアウトソースされている。 新興 LCC
は、外部のコントラクターに、自社の整備全てを依存している。 
AA 航空の Tulsa 整備工場（MD-80 整備）は、この話とは全く逆の路を辿っている。 今

年の春に、労使がジックリ話し合い、この工場をコストセンターからレベニュー センター

に変えてしまったのだ。 人権費コストをカットして、生産性を上げれば、レイオフも受

けないで済む。 そうすれば、他社の整備引き受けも増加する。 そして、労使は、2006
年末までに、コストカットと新規整備の受注ビジネスで、合計 5 億㌦の新バリューの創設

を目標とする事で合意した。 
昔だったら、120 人の整備工が 20 日かけて 1 機の整備を完成させていたのが、今では 90
人が半分の時間で仕上げている。 そして、余剰となったマンアワーで、外国社や国内他

社のエンジンやランディングギアーの整備を受け持っている。（FT.com, 9/7/2005） 
 

（６）香港エクスプレス 香港＝広東線に就航 
香港初のエクゼクティブ エアライン Hong Kong Express の香港＝広東線が、9 月 8 日、初

飛行した。 毎日 4 便運航で、使用機材は Embraer 170（76 席）、ビジネス旅客需要を狙う。 
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Hong Kong Express は、10 月初旬に杭州、2005 年下半期から来年初めにかけて、南京、重

慶、寧波へ路線を拡大する予定。 Embraer 170 型機は、2 号機が今月末に導入される他、

来年以降、各年 2 機づつが導入される。（asiatraveltips.com, 9/8/2005） 

 
（７）テマセク（シ）インド スパイス航空に投資 
Temasek（シ）は、インドの航空会社 SpiceJet の優先株＄20m（22 億円）を購入する。 SpiceJet
は、売却する株価や株式数などの詳しい内容を公表していない。 
これとは別に、SpiceJet は、9 億㌦（990 億円）の海外転換社債を、9 月初めに発行する。

(channelnewsasia.com, 9/8/2005) 
 

（８）航空会社、欧州連合のコンペンセーション論争で敗退 
IATA は、昨年、European Court of Justice（ECJ）に、悪天候やストライキに起因する航空便

の欠航ないし大幅遅延に対してまで、コンペンセーションの支払いを要求する欧州連合ル

ールの無効を訴えていた。 
9 月 8 日、ECJ の法務官（advocate-general）は、航空会社には不利となる、以下のコメント

を発表した。 
・ 遅延に対する航空会社の責任を定めているモントリオール条約と矛盾すると言う航空

会社の主張を斥ける。 
・ このコンペンセーション規則は、疑い無く、航空会社を、一層の品質改善に努力させ、

旅客の不都合を軽減させる。 
・ 欧州連合ルールが、航空会社と他輸送モーダル間、及び、FSA（Full Service Airline）と

LCC 間で、差別を惹起していると言う点に対しては、ECJ の法務官は、「消費者保護は、

チケットの価格に関係なく、一般的に適用される性質ものだ」、と反論している。 
法務官のコメントは、ECJ の来年 2 月の最終結論とは関係しないが、それに大きな影響を

及ぼすものである。(FT.com, 9/9/2005) 
 

（９）BA のガトイック空港▲£13ｍ（26 億円）コストカット計画 
BA は Gatwick 空港の短距離便運営を黒字化するために、2006 年までに、▲£13m（26 億

円）のコスト削減を計画する。 これに伴い、長距離便に接続させる短距離便運営基地と

して、Gatwick を LHR 空港に次ぐ基幹空港とする戦略を放棄する。 
コストカットは、生産性向上、空港施設見直し、ハンドリング コスト削減により実施され

る。 B737 型機のモノクラス化は実施されない。 更に、BA は、LHR の短距離便運営と、

BA の CityExpress ビジネスについてもコスト カットのメスを入れる。 同社の短距離オペ

レーションは、長年赤字が続いているが、昨年度は、営業損益ベースで▲£26ｍ（52 億円）

まで、大幅に欠損が縮小している。（1999 年度営業損失、▲£310ｍ≒620 億円） 
BA は Gatwick 空港で、LCC（特に easyJet）から大きなプレッシャーを受けている。 2001
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年に 8,000 人いた空港従業員は、現在 5,000 人まで削減されている。 Gatwick のフィリー

トは、短距離機 B737 型機 33 機と長距離機 B777 型機 10 機が常駐している。(FT.com, 
9/9/2005) 
 

（10）ガルーダ航空、＄519m（570 億円）債務の 5 年間リスケ 
GA 航空は、＄519ｍ（570 億円）債務の５年間リスケで、European Credit Agency 債権者団

と、今月末に交渉する。 GA は、2001 年にも、ECA と 15 億㌦（1,650 億円）の債務リス

ケ（12 年返済から 18 年返済に延長）を行っている。 2004 年の GA 収支は、▲811bn ﾙﾋﾟ

ｱ（81 億円）(channelnewsasia.com, 9/9/2005) 
 

（11）ボーイング ペンタゴン疑惑で司法取引か？ 
Boeing が、ペンタゴンの空軍タンカー機受注疑惑に関する 2 つの告発を逃れるために、3
億㌦～5 億㌦を支払う事で、連邦検察官と交渉している。 
2 つのケースの 1 つは Lockheed Martin Corporation からの企業秘密の窃盗容疑、2 つ目は、

ペンタゴン在職中のペンタゴン調達係官の Boeing 採用斡旋。 
示談が成立すれば、Boeing 経営陣は、9 月 2 日から航空機生産をストップさせているスト

ライキ対策へ、全力投球できる体制が取れることになる。（nytimes.com, 9/10/2005） 

 
（12）米航空会社、運輸省に燃油サーチャージの別建て表記を要求 
米航空会社は、運輸省（DOT）に対して、税金表示と同様に、燃油サーシャージを運賃額

とは切り離して、別建てで表記する事を要求している。 そうする事により、国内線運賃

に課税される 7.5％の交通税は、燃油サーチャージにかからない事が明確化になる、と航空

会社は主張している。 現在の規則は、燃油サーチャージは、運賃に含めて表示する事に

決められている。 DOT は、航空会社の意向を組み入れて、今週中にもルールの変更を決

定する模様。(DTW, 9/12/2005) 
 

（13）ニューオルリーンズ空港が、9 月 13 日から商業機の発着を再開する 
ニューオルリーンズ空港が、9 月 13 日から、商業機の発着を再開する。 NW は同日から、

Memphis 毎日 1 便を再開する。 更に、NW は、Minneapolis/St. Paul と Detroit 便各 1 便を、

9 月 19 日から再開する。(DTW, 9/12/2005) 
 

（14）台湾 貨物航空市場から閉め出されてしまうのか？ 
2003 年から、中国政府は、第 5 の運輸権（注）を、200 スロット（便？）以上、外国他社

に認めている。 

（第 5 の運輸権＝外国＜相手国＞の地点から第三国の地点へ、及び、第三国から外国＜相

手国＞の地点へ、有償貨物/旅客を輸送する権利） ここでは、中国以遠区間の第 5 を指し
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ていると思われる。 
この政策転換により、上海の航空貨物の取扱量は、うなぎ上り増加し、今年中に、台北の

蒋介石国際空港（CKS）の取扱量を上回ると見られている。 Morgan Stanley は、3 年以内

に、上海がアジア最大の航空貨物ハブ空港になると予想している。 
台湾政府の中国乗り入れ禁止政策が続く限り、台湾航空貨物は壊滅的な影響を受けるだろ

うと、台湾の航空貨物業界やアナリスト達が語っている。 今迄は、台湾企業（２番目に

大きな対中国の外資直接投資企業）は、中国製品を台湾経由で輸送して来た。 CI 航空や、

EVA 航空は、マカオや香港で中国キャリアと接続して航空貨物輸送を行って来た。（CI も
EVA も、どちらも、航空貨物の取扱量では、世界 10 位に入る企業。） しかし、最近では、

上海の国際貨物の取扱能力が飛躍的に向上した結果、5 日もかかっていた搭載待ち時間が

解消され、マカオや香港の迂回路の輸送ルートは競争力を無くしている。 事実、今年 1
月から 7 月迄の CKS 空港の貨物取扱量は、過去長い間で、初めて減少した。 台湾の航空

貨物輸送ビジネスは、今年に入って▲30％低下している。 
CI と EVA 両社は、中国貨物企業への資本参加を計画しているが、台湾の業界通達からは、

「中国は、台湾企業が中国の提携企業を死に物狂いで欲しがっている事を見抜いており、

外資の扱い方の上手い中国企業に利用されるだろう」と、冷めた見方をされている。 彼

等は、この問題の唯一の台湾企業救済策は、直行空路の開設しか見当たらないと言ってい

る。 仮に直行空路が開設されたとすると、上海発台北経由貨物を 30 万トン獲得出来、

EVA の営業利益を＋50％引き上げる事が出来る、と Morgan Stanley は予測している。 台

湾政府の担当者も、直行空路開設以外に道はない事を認めている。 台湾政府は、1 年間

のトライアルとして、双方毎日 1 便の直行貨物便運航を提案している。(FT.com, 9/12/2005  
channelnewsasia.com, 9/13/2005) 
 

（15）香港ベースのオペレーター ボーイング ビジネスジェット発注 
香港ベースのオペレーター（会社名の秘匿を要求している）が、ボーイングのビジネスジ

ェット（Boeing Business Jet = BBJ）を発注した。 ボーイングに取っては、中国からの初

めてのビジネスジェットの受注で、これは、1996 年販売開始以来 98 機目の受注となる。

BBJ は、B737-700 型機の派生機。 成長続ける中国は、VIP ジェット機を購入する。 

(asiatraveltips.com, 9/12/2005) 
 

（16）シンガポール初の全女性コックピット誕生 
JetStar 便で、9 月 13 日、シンガポールで初めてのキャプテン、ファーストオフィサーの両

者が女性のコックピット編成が誕生した。 キャプテン Anastasia Gan は、22 年間空軍勤

務の経験者で、シンガポール初めてのキャプテン。 ファースト オフィサーCamille 
Williams は、同じ訓練を受けている事だし、男性も女性も変わりはない、と語っている。 
(channelnewsasia.com, 9/13/2005) 
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（17）ボーイング スト 長引く様相を呈して来ている 
ボーイング工場従業員 18,300 人のストが 11 日目に突入している。 航空機生産は、全面

的に停止している。 労使間の一番大きな隔たりは、会社業績評価に有る様だ。 会社側

は、昨年の利益＋19 億㌦（2,100 億円）は、2001 年の＋28 億㌦（3,100 億円）を下回って

いると言っている。 組合側（IAM）は、昨年の利益は、2002 年の＄492m（540 億円）を

3 倍以上も上回っている、と言っている。 
会社は、今後 3 年間合計で ＋5.5％の賃上げと、6,000 ㌦の現金支給、年金ベネフィットの

＋10％を提案している他、健康保険の会社負担の減少を提案している。(会社案では、保険

料の個人負担が、年 700 ㌦から 2,000 ㌦に、3 倍跳ね上がる。) 
組合は、健康保険負担増に憤慨している他、年金基礎額の在職１ヶ月 80 ㌦（会社案は 66
㌦）を要求している。 このストライキは長引くかも知れない。 前回の 1995 年のストは、

69 日間も続いた。(nytimes.com, 9/13/2005) 
 

（18）アブダビ、ガル不航空から資本撤退 
アブダビ政府は、Gulf 航空から資本を引き上げる。 これは、2003 年に設立した自国航空

会社 Etihad 航空に専念する為の措置。 中東では、ドバイでは Emirates、カタールでは Qatar
航空、そしてアブダビでは Etihad 航空と、極めて狭い地域に、長距離便航空会社が 3 社も

勢揃いしている。 Gulf 航空は、1950 年に設立された中東を代表する航空会社。 今回、

アブダビが抜けると、バーレーンとオーマンの 2 カ国が、株主として残る事になる。 リ

ストラ策が奏功し、昨年に、1998 年以来初めて利益を計上したが、燃油の高騰により、今

年、再び赤字転落が予想されている。(FT.com, 9/13/2005) 
 

（19）アメリカウエスト航空 株主総会 圧倒的多数で US との合併承認 
9 月 13 日に開催された America West Airlines の株主総会で、US 航空との合併計画が、95.5％
の賛成多数で承認された。 この後、9月15日の破産裁判所で、US航空再建計画とdisclosure 
statement の承認が取り付けられれば、早くて、9 月 26 日若しくは 27 日に、新生 US 航空

が誕生する。(DTW, 9/13/2005) 
 

（20）エアアジア（マ）、マンチェスター ユナイテッドとのスポンサー契約 
東南アジア最大の LCC AirAsia（マ）は、英国のサッカーチーム

Manchester United と締結したスポンサーシップ契約が、大成功し

ている、と言っている。 
欧州での AirAsia 名前が宣伝された結果、同社の欧州旅客が増加

している、と AirAsia が言っている。 AirAsia は、現在、B737-300
型機 30 機を保有し、マレーシア内 52 都市と、海外 6 都市に路線
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網を展開している。 ブルネイ、カンボジア、中国、ベトナムへの新路線が検討されてい

る。 今年上半期で、前年を＋55％上回る 440 万人の旅客を輸送している。 最近、A320
型機 100 機を発注し、現フリート B737 と入れ替える。(channelnewsasia.com, 9/14/2005) 
 

（21）ギリシャ オリンピック航空、政府補助金７億ユーロ返還 
Olympic Airlines は、欧州委員会から、違法な政府補助金合計７億ﾕｰﾛ（910 億円）の返還命

令を受けた。 Olympic は、現在、米ヘッジファンドの York Capital が資金を入れている英

国とギリシャのコンソーシアムに、会社を売却する交渉中。 欧州委員会の返還命令は、

この売却に大きな影響を与えると見られている。(FT.com, 9/13/2005) 
欧州委員会の 7 億ﾕｰﾛ返還命令は、Olympic を倒産させる事になるだろう。 しかし、欧州

委員会は、具体的な返還期日やその方法については言及していない。 同委員会は、ギ政

府との交渉余地を残している。 そして、Olympic を倒産させるつもりは毛頭ないと、語

っている。 Olympic を 130ｍﾕｰﾛ（170 億円）で買収し、同額の 130ｍﾕｰﾛをつぎ込んで再

建させる英国とギリシャのコンソーシアムの買収計画（先月 LOI 締結）は、現在も進行中。

（FT.com, 9/14/2005） 
 

（22）ライアンエアー、東ミッドランド（英）とコーク（アイルランド）に基地設営 
Ryanair は、Nottingham East Midlands（3 月、英国 5 番目の基地、2 機常駐）と Cork（11 月、

アイルランド 3 番目の基地、1 機常駐）に基地を設営する。 これで、Ryanair の欧州基地

は、7 ヶ国 15 基地となる。 一方、Ryanair は、ドイツの Lubeck の基地設営を断念する。 

同空港の滑走路延長計画が地方政府より承認されなかった為。 
Ryanair は、今年度に、前年を＋27％上回る 3,500 万人の旅客を輸送するだろう。 同社は、

21ヶ国に 250の路線を張り巡らし、2005年末には、B737-800型機を 96機保有する。(FT.com, 
9/14/2005) 
 

（23）KE 航空 国際航空貨物輸送で世界第一位を獲得 
KE が、韓国の輸出貨物と成長著しい中国貨物に支えられて、世界第一位の国際航空貨物

輸送量を誇る企業に躍進した。 （国内航空貨物を含めると、米国の FedEx がトップ） 
KE の次は、いずれは、中国が世界一となるだろう。 中国は、貨物施設不足等により、

有り余る航空貨物を捌けず、溢れた航空貨物を隣国韓国の Incheon空港に迂回させている。  

施設が改善され、取扱能力が増加すれば、必ずや、中国が韓国を抜き去るだろう。 KE
は、既にその事態を想定して、中国初の民間航空会社 Okay Airways に、49％出資する計画

を有している。（既に LOI が締結されている。） 両社は、合弁企業を中国に設立させて、

中国航空貨物の獲得を目論んでいる。 KE の中国線貨物輸送実績は 111,851 屯（2004 年、

前年比＋44％）で、全輸送量の 8.7％を数えている。(FT.com, 9/15/2005) 
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 水 運  
 

（１）マラッカ海峡 沿岸諸国 空から共同パトロール開始 
マラッカ海峡沿岸 3 カ国（マレーシア、シンガポール、インドネシア）とタイは、空から

の海峡パトロールを開始する。 これは「Eyes in the Sky」計画と呼ばれるもので、各国が

週 2 回、海峡を空からパトロールする。 世界海上貿易の 25％と、原油サプライの 50％が、

マラッカ海峡を通過している。(channelnewsasia.com, 9/13/2005) 
 
 
 

 陸 運  
 

（１）台湾新幹線の開通１年延期 

台湾高鉄公司の董事会（取締役会）は、８日、台湾高速鉄路（台湾新幹線）の開通時期を、

今年10月31日から１年延ばすことを決定した。  遅延は、日本の台湾新幹線株式会社（以

下＝TSC）が担当している機電システム工事の進度が、予定より30％遅れている事によるも

の。 開通を１年延ばすことによって、台湾高鉄では193億元（670億円）のコスト増加が

予想される。（日刊台湾通信、9/9/2005） 

 

（２）開通延期責任の帰属、日台双方で見解相違 

工事を担当している日本の台湾新幹線株式会社（以下＝TSC）の後藤孝臣社長は、８日、開

通延期の責任の帰属および損害賠償請求問題については、双方にそれぞれ見解があり、ま

だコンセンサスを得ていない段階だと語った。   同社長は、TSC側としては、同社に開通

延期の責任は全くないと認識しており、この点について双方が納得するのは困難な見通し

だと指摘した。  TSCは、開通が１カ月遅れるごとに20億日本円（約６億5000万台湾元）

の賠償を請求する考え。 １年の遅れでは77億台湾元（270億円）余りに達する。 一方、

台湾高鉄は、開通が１年遅れたために予定していた収入がすべて消えることから、その補

填および利息、人件費などを含めて１日当たり２億元、１年で730億元（2,550億円）の賠

償を請求する方針。 台湾高鉄の江金山・副総経理によると、今のところ台湾高鉄とTSC

との間で賠償計画についての話し合いは行われていない。（日刊台湾通信、9/9/2005） 

 

（３）アムトラック 原油高騰で運賃値上げ 
9月20日からAmtrakの運賃が+5％～+7％値上げされる。 原油高騰のため。 需要の多い

North Corridorの場合は、+3㌦～＋4㌦の値上げとなる。 
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Amtrakはブレーキ ディスクのひび割れで、全便運休を余儀なくされたAcela特急を、9月12
日から、WAS=NYC ウイークデー当たり12列車、BOS=NYC 3列車まで復帰させる。(DTW, 
9/9/2005) 
 

（４）ユーロ トンネル 中間決算 損失幅縮小 
Eurotunnelの中間決算が発表された。 これによると； 
トラック及び自家用車収入 £146ｍ（292億円、＋6％） 
鉄道サービス収入 £117ｍ（234億円、＋0％）鉄道会社の最低保証金£36m 
営業費用 £127ｍ（254億円、－3％） 
営業利益 £141ｍ（282億円） ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ﾏｰｼﾞﾝ＋7％ 
最終損益 £-87m （▲174億円）前年同期£-105m（210億円） 
キャッシュ フロー £140ｍ（280億円） ＋£16ｍ（32億円）増加 
Eurotunnelは、£61億（1兆2,200億円）の債務のリスケを、3債権委員会と交渉中。( 
FT.com, 9/15/2005) 
 

 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）カトリーヌ カジノを押し流す 
ハリケーン カトリーヌが、巨大なコンクリートと鉄製のカジノ バージ（barge=はしけ）

を、舫っていた海岸縁から、数百メートルも陸地に入った道路に押し上げている。 
ルイジアナとミシシッピは、米国の最貧州の一つであるが、この被害により、数千人から

カジノの職を奪い、数億㌦の賭博税の税収を無くしてしまっている。 
Gulf Coast は、Las Vegas と Atlantic City に次ぐカジノが集まっている地域だ。 ミシシッ

ピの賭博税収は、州予算の+10％近くを構成し、州の主要な収入の一部となっている。  
29 の波止場のカジノには、約 29,000 人が働き、＄333m（366 億円）の収税を収め、28 億

㌦（3,100 億円）のグロス賭博売上を達成している。 
もともとバージに乗っかっているカジノは、ハリケーンなどの悪天候の被害をモロニ受け

てしまう。 しかし、米国で、陸地に本格的なカジノの建設を認めている州は、Nevada と
New Jersey の 2 州しか存在しない。 復興には、長い時間がかかるだろう。 政府は、勿

論ハリケーン被害救援資金を受けるだろうが、カジノ収入の補填まではしてくれない。 カ

ジノ従業員の収入も後 2 ヶ月程度で打ち止めになってしまう。（FT.com, 9/8/2005） 
 

（２） パーティーギャミング エンパイアーオンライン買収競争参加 
PartyGaming が、ドイツ銀行を仲介者にして、Empire Online の買収に動き始めた。 Empire 
Online は、現在、Sportingbet が、7 億ポンド（140 億円）で買収を計画中の会社。 ポーカ
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ーゲーム中心の PartyGaming（ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾙ）は、Empire Online を買収して、賭博事業の多角

化を目論んでいる。（FT.com, 9/9/2005） 
 

（３） 香港ディズニーがオープンした 
建設費 35 億㌦（3,850 億円）を費やした HKG Disneyland が 9 月 12 日にオープンした。  
このテーマパークは、東京に次いで、アジアで 2 番目の Disneyland で、運営会社は Disney
と香港特別行政区政府（57％出資）の合弁企業が受け持つ。 初日の入場者は 16,000 人。 

 HKG TDL ディズニーシー 

面  積 
126 ﾍｸﾀｰﾙ 

2008 年までに+54 

51 

含駐車場 73.5 

49 

含駐車場 58.6 

入場者数 
初年度目標 500 万人

2007 年以降 1,000 万
合計で 2,502 万人（2004） 

アトラクション数 13 43 24 

飲食店数 3 ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ 5 
飲食施設 54 
商品施設 58 

飲食施設 38 
商品施設 38 

宿泊施設 
DL ﾎﾃﾙ  400 室 
ﾊﾘｳｯﾄﾞ 600 室 

ﾐﾗｺｽﾀ   502 室 
ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ 504 室 
ﾊﾟｰﾑ＆ F 702 室 

料  金（大人） 
含ｱﾄﾗｸｼｮﾝ利用料 

約 4,100 円 1 日パスポート 5,500 円 

HKG ディズニーには、3 つの批判が上っている。 
① フカヒレスープ  種の絶滅の恐れに繋がるフカヒレスープ。（Disney は最終的

にメニューから削除した。） 
② 野犬狩り テーマパークの周りの野犬狩りを行い、犬を殺している。 
③ 花  火 閉園間近の花火の打ち上げによる公害の発生。 
 
 

A person wearing a cutout of "evil" 

Mickey Mouse protests issues 

Monday ranging from environmental 

concerns to cultural hegemony. 

 
Disney は、HKG Disneyland 以外に、中国本土進出を

計画している。 Disney は、①先ずテーマ パークを建設し、②ブランド認知を高め、③

映画・TV ショー・玩具・衣類を売り込む戦略をとっている。 しかし、今の所は、他で

は考えられない以下の問題が、この計画の進行を遅らせている。 

 

情報 185（平成 17 年 9 月 16 日）  TD 勉強会 23



○ア 中国が、外国メディアを規制しているため、映画などの自由な放映が出来ない。 

Disney は、限定的なコンテントの地方局への販売しか行っていない。 
○ロ 知的所有権の問題が存在する。 中国で販売されている DVD の 95％が海賊版だ。 
 

Disney は、中国で、当面、以下の活動を行う。 
・ リテール アウトレットを、現行の 1,700 店から 5,000 店に、3 倍増加させる。 殆どが

百貨店や小売店の店内のコーナーを間借りしたものであるが、独立店も幾つか立ち上

げる。 
・ 中国携帯電話メーカーChina Putianと提携して、ディズニー ブランドの携帯を生産し、

電話とサービスを販売する。 
・ ライブショーの中国公演巡業を実施する。 昨年の Ice ショーに続いて、Lion King の

ミュージカルの中国巡業を予定する。 
・ 上海 Disneyland の建設。 
 

Disneyは、短気的な問題を克服して、将来的な大マーケットに参入する戦略を描いている。

(FT.com, 9/92005～9/12/2005, 日経産業新聞, 9/11/2005) 
 

（４） アコー（仏）がソフテル ブランドを米国に拡大する 
Accor North America が、ラクジュリー ホテル Sofitel ブランドの、米国展開を拡大する。 こ

のために長期的な投資家を探している。 
CHI, LAX, MIA, Minneapolis, SFO, WAS の 6 都市のホテルを売却する。 売却後も Sofitel
ブランドとして Accor が継続して運営する。 
Sofitel ブランドは、今年、中国、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、ブラジ

ル、エジプトにホテルをオープンする。(DTW, 9/12/2005) 
 

 
 

 その他  
 

（１）79.95 ドルで 空港セキュリティー迅速通過 
Verified Identity Pass と言う会社の Clear Registered Program に参加して、79.95 ㌦のカードを

購入すれば、貴方は、空港の煩わしいセキュリティー チェックを迅速に通過できるだろう。 
このカードには、名前、住所、誕生日、ソーシャル セキュリティー番号、に加えて虹彩と

指紋のバイオメトリックス情報を書き込む事が出来る様になっている。 この情報を、TSA
（Transpiration Security Administration）に送って、潜在的テロリスト危険情報データベース

と照合させて、彼等の事前の検閲を受けていれば良いのだ。 そうすれば、厳重な空港の
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セキュリティーを受けないで済む事になる。  
例えば、航空券上に SSSS と印字されてしまった“要注意人物”でも、このカードを提示

すれば（空港のキオスクに挿入すれば）タチドコロに SSSS のマークは消されてしまう。 

SSSS は、片道航空券、頻繁な予約変更の場合に印字されてしまう。  
フロリダの Orlando 国際空港で、7 月にテストが始まったばかりのプログラムであるが、既

に 7,000 人がこのカードを購入している。 
Clear Registered Program は、TSA が、試験中の 6 種類の registered-traveler プログラムの一

つ。（nytimes.com, 9/13/2005） 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 
 
 

終に DL 航空と NW 航空が破綻した。 
 

これで、米国内線の半分の座席が、C-11 企業が運航する座席となってしまった。 
 

レガシー キャリアのビジネス モデルが崩壊したと、FT タイムズ（電子版）が報じている。 
① 複雑な運賃構造が、インターネットでガラス張りにされてしまい、 
② 高い人件費など、コスト管理に失敗し、 
③ LCC からの挑戦を受けて、供給過剰の泥沼に嵌ってしまい、 
④ 最後には燃油費の高騰に耐え切れなかった、 
・・・・・と報じている。 
 
 

つまり、コストと供給のコントロールに失敗した上に、LCC との低運賃競争で、イールド

を下げてしまったのだ。 その上に燃油の高騰が乗かってしまった。 
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9 月 14 日の（財）運輸政策研究機構のセミナーは、次の 2 つがレガシーのビジネスモデ

ルの問題点だと述べている。 
① 過度なイールド･マネジメントによる差別的かつ割高な運賃設定 
② H&S に於ける接続便の増加による利便性の低下 



 
 
 
 

「DL 航空の C-11 申請は待ったなし」、と言われていたが、NW がこんなに早く、（しかも

DL 航空と、時を示し合わせて） C-11 申請をする等と、誰が予想したのだろうか？ 
 

NW 航空の CEO の Douglas M. Steenland の経営陣の的確な判断が、C-11 申請を早める決断

を行ったらしい。 NW の経営陣には、US, CO, Eastern の C-11 申請経験者を揃えている。 
 

彼等は： 
 

① カトリーヌによる燃油の一層の値上げによるインパクト 
（精油コストを含めると、ジェット燃料は、バレル 100 ㌦にも達する） 
② 10 月 17 日に、新たな破産法が施行される  
（新法では、180 日以内の C-11 離脱が要求される） 
③ 9 月 15 日の年金＄65ｍ（72 億円）の繰り入れ期限 
（C-11 申請後の繰り入れ中止であれば、＄65ｍは、無担保債権化できる） 
④ 第 3 四半期欠損▲＄300ｍから▲＄500ｍが予想されている 
（継続した手元流動性の悪化→DIP ファイナンス不可避となってしまう） 
⑤ （DL との合併？） 

 

を慎重に検討したのだろう。 
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14 億㌦（1,540 億円）の手元流動性を確保して C-11 を申請する事により、DIP ファイナン

ス（繋ぎ融資）無しに営業を継続させると言うのだ。 そのために年金繰入額＄65ｍの支

払期限の 1 日前に、C-11 申請をしている。 
 
 
 
 

2001 年より、DL 航空は▲100 億㌦（1 兆 1,000 億円）以上、NW 航空は▲36 億㌦（3,960
億円）の損失を計上していると言う。 
 
 

仮に両社が合併したとしても、この大きな赤字（両社合計で▲130 億㌦≒1 兆 5,000 億円）

を清算するのはエライ事である。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 185 （ 以 上 ） 
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