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1. 10 Travel Trends. Part 2 

 旅行の 10 トレンド（その２） 

 

先週号に引き続いて、Forecasting International 社の「旅行の 10 トレンド」をお送りする。 
先週号では（１）世界経済、（２）人口移動、（３）ツーリズムの増加、（４）コンシュ

ーマリズム、（５）エネルギー コスト の 5 つトレンドについて触れた。 
今週号では、（６）テクノロジー、（７）社会的責任、（８）世代交代、（９）当局の規制、

（10）コンソリデーション の 5 つのトレンドについて触れる。 
 
 

（６）Technology テクノロジー 
 

テクノロジーが、経済と社会に対して継続して大きな影響を及ぼしている。 ラップト

ップ コンピューターとインターネット接続可能な携帯電話が、e-メールや Web サイト

への 24/7 のアクセスを提供している。 また、新素材が、自身で摩耗や損傷を探り出

す自動探知能力を有した、より強力で軽量な構造体の製造を可能にしつつある。 2015
年までには、人工頭脳、データマイニング、バーチャル リアリティーが、今日のコン

ピューターの能力では処理できない、殆どのデータの理解と問題解決を可能にしてしま

うだろう。 
 

空の旅行は、かなりのコストがかかるけれども、進歩したテクノロジーから恩恵を受け

るだろう。 新たな安全システムは、ヘッドアップ ディスプレー（注）、衝突防止機器、

自動ルーティングを含むだろう。 飛行場では、より優れた爆発探知センサーが登場す

るだろう。 航空機安全システムは、航空会社がコスト負担を強いられる事になるが、

新 GPS 用の衛星の費用は、ユーザーフィーにより支払われるだろう。 
 

（注）ヘッドアップ ディスプレー＝人間の視野の中に、風景に透過的に情報を表示さ

せるディスプレー。 自動車のフロントガラスに画面を投影させる技術などのことで、

頭部に表示装置を装着するヘッドマウント ディスプレーとは区別される。 ヘッドア

ップ ディスプレーは、戦闘機のコックピットでパイロットに効率的に情報を提供する

ための表示技術として発明されたもので、主に軍用の技術として実用化されている。 

自動車や医療など民生分野への応用も研究されている。（IT用語辞典 e-Words） 
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2020 年までに、エンジン取り付け部の如くの重要な機体コンポーネントにも、自動探

知を可能とする新たな素材（new self-monitoring materials）が組み込まれるだろう。 こ

の新テクノロジーによって、外板合金（skin alloy）は、金属疲労と初期のひび割れを整

備員に自動的に警告する事になる。 2018 年までには、 初の超音速のビジネスジェ

ット機が登場するだろう。 2025 年には 20 座席の旅客機が飛び始め、2030 年には効率

的な超音速旅行が現在の F クラスにとって変わるだろう。 
 

クルーズの継続したオンライン予約の成長のために、 も重要な技術が開発されるだろ

う。 今から 5 年後には、旅行社を通じた伝統的な予約方法は、超ハイエンドの市場を

除いて消滅しているだろう。 しかし、そのハイエンド市場でさえも、他が消滅した後

ではこの伝統的予約方法が存続し続けるかどうかは分からない。 
 

ホスピタリティーと旅行会社は、Facebook や MySpace の如くのサイトが先駆者となっ

たソーシャル ネットワーキング現象に参加し始めている。 KLM は、3 つの SNS サイ

ト（中国でビジネスをしている人達用、アフリカに関係する人達用、ゴルフ愛好者達用）

を立ち上げている。 同様の特別サイトのオファーが増加している。 Virgin America
は、機内の乗客同士が接続出来る SNS を座席背面の TV 画面で可能にしている。 
 

2012 年には、“セマンティック Web”（注）が、インターネット上の膨大な情報に自然

言語のインターフェースを提供し、「マイアミから航空運賃込み 1 人 $2,500 の予算をか

けて、次の火曜日から 1 週間〜2 週間の南米旅行で熱帯雨林を訪れた後、少なくとも

後の 3 日間は海岸辺りの豪華なリゾートで過ごしたい」の如くの検索を可能にする。 
 

（注）セマンティック Web＝Web ページおよびその中に記述された内容について、そ

れが何を意味するかを表す情報(メタデータ)を一定の規則に従って付加することで、コ

ンピューターが効率よく情報を収集・解釈できるようにする構想。 インターネットを

単なるデータの集合から知識のデータベースに進化させようという試みがセマンティ

ックウェブである。 
現在の Web ページは HTML などを用いて記述されており、ページやその中に記された

個々の情報について、それが何を意味するのかコンピューターが自動的に検知する術が

ほとんど無く、情報の検索や活用がごく原始的・単純なレベルに留まっている。 セマ

ンティックウェブでは、情報を記述する際に必ずそれが何を意味するかを表すデータを

付与することで、より複雑で精度の高い検索を可能にしたり、特定の種類の情報を収集

して活用したりすることができるようになる。（IT 用語辞典 e-Words） 
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（７）Social Responsibility 社会的責任 
 

消費者は、ますます企業の社会的責任を求めている。 今日では、企業は環境問題や、

従業員や顧客にキチンと対応しているかで頻繁に評価される。 その結果、多くの企業

が彼等の事業のやり方を変えている。 
 

2005 年に 1,200 社を調査したところ、81%（大企業だけでは 98%）が企業市民権（corporate 
citizenship）を優先させていると回答している。 そして 84%が社会的責任の全うは利

益の多寡に関係すると言っている。 ブッシュ政権が来年退陣すると米政府は規制強化

に再び乗り出すだろう。 しかし右からの政治的反動を抑えるために、少なくとも当面

の間は、規制の対象は慎重に吟味され、そして規制それ自身は抑制された段階的なモノ

となるだろう。 
 

この傾向は、航空会社に対して燃油消費量の軽減、空気と騒音公害の抑制のプレッシャ

ーを与える。 クルーズが汚染物を海上投棄した場合などは、壊滅的な大非難を浴びる

事になるだろう。 グリーン認定を受けたクルーズや特に海洋環境保護グループへの寄

付を実施しているクルーズは、顧客からより評価されるだろう。 
 

グリーンの調達やサプライがホテルのトレンドとなっている。 竹材で張った床、放し

飼いにした鶏が産んだ卵などの他、宿泊客は従業員に対する待遇改善をますます要求し

ている。 レストランは、彼等の評判に磨きをかけるために、要求された時にだけ水を

出す簡易なサービスを実施している。 栄養価情報を記載したメニューは、エコ食材の

調達や従業員に対するより良い給与 あるいは 少なくとも 低手当が要求されている

通り、ごく当たり前になるだろう。 
 

中国やインドからのツーリストは、依然としてパリやオーランドに行きたがるだろうけ

れども、旅慣れた欧州や米国の旅行者達は少なくなっている象や珊瑚礁や先住民の原始

的生活の観察を求めている。 彼等は訪問先で、旅行社が手配したお仕着せの休暇旅行

では無くて、自分達が欲するその土地の人々や自然の景色に触れたがっている。 
 
 

（８）Generation changes 世代交代 
 

ジェネレーション X とミレニアルズ（注）が勢力を拡大しつつある。 各グループの

メンバーは、彼等の両親達よりも仲間と共感し合い、その価値観は世界的に共通してい
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る。 社会にあっても、企業にあっても彼等は人種の違いや性別に頓着しない。 ジェ

ネレーション X は、起業に熱心であるが、ミレニアルズはそれほどでもなく、むしろ

不熱心である。 
 

（注） 
ジェネレーションX＝アメリカ合衆国において、おおむね1959 年から1980 年の間に生

まれた世代のこと。 ダグラス・クープランド著「ジェネレーションX 加速された文

化のための物語たち（原題“Generation X: Tales for an Accelerated Culture”）」に由来する。 
ミレニアルズ＝1979 年から 1994 年までに生れた 6000 万人を指す。 2000 年以降に選

挙権を得る世代。 幼児期からデジタル化された生活をしているため、それまでの世代

とは考え方やライフスタイルなどが大きく異なる。 ミレニアルズは、「ジェネレーシ

ョン Y」の別称である。 
 
 

ビジネス旅行者として、これ等の世代は、大きな雪害による航空便スケジュールの乱れ

に我慢するかも知れないが、空港の出発スケジュールが超過密となっている事を知って

いる彼等は、忍耐強く数時間も待つ事を決してしてくれない。 今日の消費者達は、多

少の不満を言ってスケジュール混乱や、粗悪サービスとその他の問題を耐え忍んでくれ

るが、この世代の若い旅行者達は即座に全ての不満をインターネット上でぶちまけるだ

ろう。 
 

航空会社の問題に直面したミレニアルズは、空港チケットカウンターの社員だけではな

く、携帯電話によって FFP デスクに連絡をとり、問題の好意的な解決策を求めるだろ

う。 ホテルでも同様の事態が発生する。 このような顧客を満足させる事は、航空会

社やホテルにとって並大抵では無く、大きな挑戦となるだろう。 
 

レストランは、以前の世代とは異なり、Xers やミレニアルズが取り混ぜ合わさった食事

を好む事を認識する必要がある。 メキシコのナチョス（nachos）をアペタイザーにし

て、そしてその後にタイの魚料理とアルジェリアのクスクス（couscous）とチリのワイ

ンとが続く。 レストランは、世界のエキゾチックなフレイバーの幅広い知識とイマジ

ネーションを併せ持つ必要があるだろう。 
 

依然として、これ等の新世代は熱心な旅行者であり、友人が勧める冒険旅行を貪欲に消

化するだろう。 彼等は、会社人間としては優等生ではないかも知れないが、旅行社の

顧客としては理想的である。 
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（９）Regulatory changes 当局の規制変更 
 

政府の規則が継続して増加するだろう。 米国では、1996 年から 2001 年の間に、14,000
以上の新たな規則が作られた。 欧州連合の官僚達は、それよりも多くの規則を量産し

ている。 この全てが悪い訳では無い。 Office of Management and Budget による調査

では、2002 年 9 月以前の 10 年間に制定された主要な連邦規則は 年間 $38 billion〜$44 
billion のコスト増をもたらした。 しかしながら、同時に年間 $135 billion〜$218 billion
の新たな富を生み出している。 
 

新たな航空に関する規則は、安全と顧客快適性に照準を合わせたモノとなるだろう。 

も費用が嵩むのは、効果的な受託手荷物の爆発物検査システムの導入であろう。 そ

の他の規則は、より耐衝撃性の強い座席の導入や、ピーク時間帯混雑の救済のための（よ

り高い）ユーザーフィーとスケジュール設定方式となるようだ。 
 

米国を離れる外国船籍のクルーズ船に対して 11 月に提案された規則は、少なくとも 48
時間以上で且つ、米国港の合計停泊時間の少なくとも半分以上の外国港の停泊を要求す

る。 この規則は、米国ホーム港の利益に壊滅的な影響を与えるだろう。 アラスカの

Juneau だけでも、今夏に推定 $68 million の損失を蒙るだろう。 この規則が制定され

たとしても、直ぐに撤回されると予想する。 
 

メニューに栄養価を表示しないレストラン業者は、顧客から見向きもされなくなるだろ

う。 そして、伝統的な人気はあるが非健康的な料理は、市場から追放されてしまうだ

ろう。 魚、野菜、その他の健康的な料理の需要が増加するだろう。 大幅なメニュー

の書き換えが発生する。 
 

大の変化は、生体情報を含んだ旅券の登場だ。 テロ攻撃再発の怖れが、この新型旅

券の導入を早めている。 米国家安全保障省（DHS）のイニシャティブは、米国へ入国

を希望する人々と、帰国者に対して生体情報を含んだ旅券保持を要求する。 
 
 

（10）Consolidation コンソリデーション 
 

組織や機構や企業は、バイモーダル（二つのモード、二峰性）となりつつある。 大が

ますますより大きくなり、小が生き残り、中規模が排除される。 規模のメリットが、

大の企業の中規模に対する勝利をもたらす一方で、“ブティック”の営業が、ニッチ
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過ぎて手を出せないより大に対して優位性を発揮する。 
 

航空会社の継続した合併を予想する。 同時に小さな新興航空会社が、既存の航空会社

が充分な需要が存在するとは考えない路線やニッチの機会の優位性をベースに登場し

続けるだろう。 米国では、DL と NW が合併する事に既に合意している。 
我々は、クルーズのセクターでも同様のトレンドを見ている。 Carnival Corp と P&O 
Princess は 2003 年に合併した。 将来、より多くのこの様な合併が見られるだろう。 
同様に、ホテル チェーンは 1924 年よりコンスタントに合併を繰り返している。 そし

て、将来もそれがストップする兆候は感じられない。 この業界全般でも、大が中規模

の競争相手を飲み込むか、あるいは市場から抹殺してしまっている。 
 

新たな企業がニッチ市場で繁栄するだろう。 幾つかは小のままで大きな利益を獲得す

るだろう。 その他は、大の注意を呼び起こすまでに成長し続けるだろう。 ほんの少

ししか自分自身が大とはなれないだろう。 
我々が知る限りにおいて、旅行とホスピタリティーの全てのセグメントは活気づいて来

た。 そして、将来も長く活気づいて行くだろう。 ■ 
 
 
 
 

2. 航空会社の燃油費高騰対策（３） 

 

6 月 16 日から 22 日までの 1 週間の、主要航空会社の燃油費高騰対策を列挙する。 
 

・ 6 月 17 日 UA は、今年の燃油費が昨年に比して+$3.5bn
増加して $9.5bn（1 兆円）となるだろうと語った。 UA
は、460 機のフリートを▲100 機 減機する。 人員減は

▲15%~▲20%となるだろう。 来年までに、供給を▲18%
削減する。 FFP と整備事業の売却は、クレジット市場

の混乱で魅力的な買収者が現れていない。 この売却の

実現は難しいだろう。 

・ 6 月 17 日、Air Transport Association（ATA）は、連邦議

会に対して、異常な燃油費高騰が、業界と米国国内経済

に広範囲な悪影響を及ぼしていると訴えた。 そして、

原油に対する投機的な資金の流れを規制するよう要求し
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た。 ATA は、米航空業界が $61bn の燃油費を支払い、▲$10bn の 悪の欠損を計上

すると予想している。 
・ DL は、下半期の国内線供給を▲13%削減する。 国際線供給は +15%~+17%拡大す

る。 国際線では、計画通り 20 の新路線を開設する。 年内にメインラインで▲15
機から▲20 機、リジョナル路線で▲60 機から▲70 機の退役を検討中。 早期退職希

望者の募集は、目標の 2,000 人を超えて 4,000 人となった。 これは、総社員数の 7%
に相当する。 

・ NW は、第 4 四半期に▲8.5%~▲9.5%の供給削減を実施すると発表した。 しかし人

員数の削減については検討中として、詳細を発表していない。 B757 とエアバス狭

胴機を▲14 機退役させる。 DC-9 型機は、年内に 94 機から 61 機に減機する。 
 

 

A Northwest jet above the Detroit airport. Record fuel prices have led the airline to reduce its flying capacity for a 

second time this year. The reductions will be completed by December. 

 
 

・ CO は、▲3,000 人の人員削減と▲73 機の退役を予定する。 今秋に 15 都市をオフ

ライン化する。 国内線は▲11%供給削減されるだろう。 国際線のカットは予定し

ない。 CEO Larry Kellner は、6 月 18 日に NYC で開催された Merrill Lynch の Global 
Transportation Conference で、米国の航空管制システムの近代化が必要だと訴えた。 

・ AC は、年末迄に▲7%供給をカットし（米加路線は▲13%）、人員を総従業員数 28,000
人の 7%に相当する▲2,000 人削減する。 同社の燃油費は +$1bn に増加するだろう。 

・ AirTran は、9 月より供給を▲5%縮小する。 第 2 四半期の PRASM は、予算の

+5%~+6%を大きく下回る+2%に止々まった。 
・ 昨年 8月に就航したばかりの Virgin Americaは、今秋から▲10%供給を削減する。 た

だし、新機材の導入計画は変更させない。 そして 9月 4 日からの新路線の LAS=NYC, 
SFO=ORD 線を予定通り開設する。 

・ AA に次いで UA と US が、1 個目の受託手荷物の $15 の有料化に踏み切った。 AA
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と UA は、空港における混乱を 小限に抑えるために、手荷物取扱要員を増強する。 

有料化を回避したがる多くの旅客が、機内に手荷物を持ち込むだろう。 機内のオー

バーヘッドビンのスペースの争奪戦が繰り広げられる事になる。 AA と UA は、機

内持ち込み手荷物規制の厳しい管理を実施する。 AA は、$350m の増収を期待して

いる。 AA, UA, US 以外の各社は、空港での混乱回避と当該 3 社との差別化のため

に、2 個目の $25 は徴収しても今のところは 1 個目の有料化を見送っている。 

・ 独第 2 位キャリア Air Berlin が、国内線を▲10%、長距離線を▲30%カットする。 

DUS=JFK と北京および上海線を冬ダイヤから運休する。 
・ Southwest は、今年の供給を +4%増加させる。 2009 年の供給は、±0 となるかも

知れない。 ジェット燃料 $4/ガロンで年間 ROI 15%（収入は毎年 +1.5bn）を目論む。 

燃油ヘッジのポートフォリオの価値は 2012 年までで $5bn に上る。 他社買収は真

剣には考えない。 2009 年より、国際線とのコードシェアリング開始をし、現在の

平均 L/F 72%を 5%ポイント上昇させる事を検討している。 

・ 米 LCC 各社も、燃油費高騰に対応して供給を削減し始めている。（下表参照） 
 

 
■ 
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3. UA と CO マーケティング提携に合意 

 

4月に合併を断念したUA航空とCO航空が、広範囲なマーケティング提携に合意した。 

この提携は、完全な合併とは異なり財務的とオペレーションのリスク無しに、多くの収

入増加施策を両社にもたらすだろう。 全米第 2 位の UA と第 4 位（どちらも輸送量ベ

ース）の CO 間の提携は、国内線における緊密な結びつきと国際線における協調を強化

すると共に、労使間の緊張とサービス悪化や当座の高い合併コストを回避する。 CO
は、この提携の一環として、UA と LH が創立メンバーである 世界の 20 社で構成する

Star Alliance に参加する。 
 

CHI ベースの UA は、米西部の国内線と太平洋線に大きな路線網を有し、HOU ベース

のラ米線に強力な路線網を有し EWR 空港を大ハブとする CO と相互に路線を補完し合

う良い関係にある。 両社は、この提携により国内線と国際線におけるコードシェアー

と、FFP の相互交換、空港ラウンジの共有を実施する。 
 

そして、大西洋路線ではUA+CO+AC+LH
の 4 社提携と、太平洋路線では Star 
Alliance メンバー会社間と提携する。 

この提携実現の為に、両社は米当局の競

争法適用免除の他関係各国当局の承認

を申請する。 既に競争法適用免除の前

例があるので、この提携も問題無く承認

されるだろう。 
The new alliance could boost revenue without the risks of a 

merger. 

 

この提携合意は、一時業界を騒がせた米航空会社のコンソリデーション ラッシュを終

わらせるだろう。 メジャー間の合併が、重複する路線を排除し、供給過剰を是正し、

余剰となる航空機や人員をカットし、そして路線網の拡大により収入を増加させ、大き

な合併シナジーをもたらして、分裂している米航空業界を数社のより大きなグローバル 
キャリアに再編すると言う考えは、燃油費の記録的な高騰継続と流動性確保が 大の重

要課題となっている現在では通用しなかったことになる。 結局は、DL+NW の合併の

1 つのケースしか発生しなかった。 
 

CO の Star Alliance への加盟は、このアライアンスの規模の拡大と強化に繋がり、そし
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て今後の国際航空会社間提携の基準を一段高める事になるだろう。 また一方では、

CO の SkyTeam からの離脱に見られる通り、アライアンスの不安定な面も垣間見せてい

る。 CO は、現在 DL と NW とのコードシェアーを含むマーケティング協定を保有し

且つ SkyTeam のメンバーでもある。 従って UA との提携開始と Star Alliance への加盟

は、現有の協定やアライアンスの破棄あるいは離脱後の 多分 2009 年末頃となるだろう。

（DL+NW 合併の当局承認後 9 ヶ月間が必要と言われている。） 
 

UA と CO の提携は、基本的にはコードシェアー、収入配分、路線の調整、法人顧客に

対する共同販売などによる収入増を目指したマーケティング提携である。 しかし、両

者間のより緊密な提携促進により、共同調達や IT プラットホームの共有化等によるコ

ストの削減も可能とするだろう。 しかし、これが 終的な両社の合併の序曲となるか

どうかは、業界内の識者達の意見が分かれている。 一方 UA との合併協議を拒絶させ

られた US 航空は、それにも拘らず UA との国内線コードシェアリングと FFP プログラ

ムの相互交換を継続させると表明している。■ 
 

このレポートは、以下の記事から編集した。 
FT.com, 6/19/2008  Continental and United in marketing tie-up 
Wsj.com, 6/20/2008  UAL and Continental Pair, but Won’t Merge 
 
 
 
wsj.com, 6/13/2008 

4. Stung by Soaring Transport Costs, Factories Bring Jobs Home 
Again 

 米メーカー 輸送コスト上昇で 海外生産ブレーキ 

 

工業用ポンプ部品、芝刈りのモーター用の電池、居間のソフ

ァーまで全ての輸送コストが高騰しているので、幾つかのメ

ーカーが彼等の生産を北米に戻し、そして、海外への生産拠

点の移転計画を凍結し始めている。 

DESA LLC の温風機のメーカー部門の社長 Claude Hayes は、

中国からのコンテナの輸送費が 1 月に約 +15%値上げされて

$5,300 になったと思ったら、来月には $5,600 になるとこぼし

ている。 彼は、 近ほとんどの生産を中国からケンタッキ

ー州の Bowling Green に戻している。 安い労賃を求めた工
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場の海外移転は 30 年も前から始まっているが、過去 10 年間の爆発的増加の後でその勢

いが弱まり始めている。 
 

40 フィート標準コンテナのアジアから米東海岸までの輸送

コストは、2000 年以来 3 倍に跳ね上がっている。 そして、

原油価格がバレル $200 に近づきつつあるので、この輸送コ

ストは更に 2 倍値上げされるだろう、とトロントの CIBC 
World Markets のエコノミスト Jeff Rubin が言っている。 彼

は、2000 年のバレル $20 の時代は、タッタの 3%にしか過ぎ

なかった輸送コストが、米国の港に陸揚げされる輸入財にか

かる 9%タリフに丁度等しくなっていると指摘している。 

3 桁の原油価格の世界では、距離が金を喰ってしまう。 輸

送距離が +10%増加する度に、エネルギー コストが +4.5%
も上昇してしまう。 
 

ノースキャロライナの Taylorsville の Craftmaster Furniture は、2 年前に中国の家具製造

工場を買収し、北米生産量の 40%を中国に移転した。 そして、▲15%の生産コストの

削減に成功した。 しかし現在では、輸送費増や何やかにやで▲7%~▲8%のコストカ

ットしか享受できなくなっている。 この程度のコスト削減では、12 週間もかけて遠

い中国から半完成品を輸送するメリットが全く無くなってしまうという。 
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輸送コスト高に加えて、鉄や樹脂の原材料の高騰も世界の生産コストのインフレに拍車

をかけている。 中国通貨 元もドルに対して充分とは言えないまでも値を上げている

し、労賃を始めとする中国の生産コストが高くなりつつある。 
 

ロジスティック費用の高騰で、海外生産移転にブレーキがかかり始めている。 メーカ

ー各社は生産戦略の見直しを始めている。 しかし、米国内での多くの産業をサポート

する基礎的なインフラの多くが先細ってしまっているか消滅してしまっていると言う

問題がある。 従って、高騰する燃油費は、北米生産への大量回帰の発生と言う事では

なくて、将来の海外生産アウトソーシングのスピードを緩和させると予想するのが実際

的だろう。 ■ 

 
 
 

5. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通・TD  
 

（１）レジャー旅行に翳り 
連邦準備銀行が地域の経済状況を定期的に報告するベージュブックは、消費者の所得が

切り詰められ、食費とエネルギーのコストが上昇し、それらが国内の旅行需要に影響を

及ぼしていると報告している。 そして、NYC、南カルフォルニア、ハワイのツーリズ

ム活動が緩和する一方で、近場のテーマパークへの需要が増加している結果、中部太平

洋地域では逆にツーリズムが活性化していると報告している。 

法人需要は未だそれほど大きな影響を受けていないが、レジャー需要（一部の裕福な豪

華旅行需要とドル安目当てのインバウンドを除いて）は、景気の減速とエネルギーコス

ト高騰の影響をモロに受けるだろう。 PricewaterhouseCoopers は、今年のホテル オキ

ュパンシーが昨年の 63.2%から 62.4%に低下すると予測している。 アナリストは； 

・ 航空の供給削減と運賃値上が需要を低下させる。 
・ 航空の主たる代替手段である自動車が、ガソリン高騰の影響を受けている。 
・ 消費意欲がエネルギー コストの上昇により低下している 
と、悲観的なコメントを述べている。 
Travel Industry Association は、数週間前に今夏の旅行需要が▲1.3%低下する（旅行人ベ

ース）だろうという予測を発表した。 しかし、原油の高騰が継続し、米景気の先行き
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が更に不安視されているので、この見通しよりも悪い結果が予想される。 (DTW, 
6/16/2008) 
 

（２）米旅行社の給与水準 
ASTA が、ベンチマーキングを作る目的で会員の旅行社の給与状況を初めて調査した。 

その年収の調査結果は下表の通りである。 調査結果に対して、年収が実際より低過ぎ

るのではないか？ というコメントが多くあがっている。 Travel Weekly が Harris 
Interactive に委嘱している毎年調査よりもズーッと低い。 北米ベースの旅行社の財務

的ベンチマーキングを作成している企業である Travel Agency Management Solutions
（TAMS）は、同社が取扱う 132 社の給与水準は、ASTA 調査よりも余程高いと言って

いる。 低い結果となった理由には以下が考えられる。 

 調査対象旅行社が小規模。（平均年商は $4.4m であるが、中間値は $1.5m である。） 
 回答した旅行社のオーナーが、自分の会社の給与を平均値より良く見せたいため

に、わざと低い数値を申告したおそれがある。 
 ホームベース旅行社が含まれている。（1 人旅行社は、全体の 10%。） 
 副業している年配の社員（旅行社からの収入を低く抑えている）の存在など、様々

な社員が存在する結果、どうしても平均給与が低くなる。 
 旅行社の採算性は低く、販売予算達成後でないと一般社員の給与はあがらない。 

 

 
New Frontline Agents

ave. compensation 

All Counselors 
ave. salary and commission 

package 

Managerial and Sales 
Responsibilities 
Ave. compensation 

ASTA 会員 
(A) 

$20,133 $28,785 $38,648 

法人旅行社 
(B) 

$24,739 $38,767  

(B)÷(A) +22.9% +34.7%  

 

なお、コミッション オンリーのベースによる給与（compensation）は、2004 年の 10.7%
から 2007 年末の 18.4%に上昇している。 給与（salary）とコミッションの組み合せに

よる支給は、37.3%から 38.3%に若干増加している。 6 地区に分解すると、 低の南

西部と 高の中部大西洋地区では 15.5%の開きが存在する。(DTW, 6/17/2008) 

 
（３）中国 Ctrip 株は“買い”か？ 

近数年間、好景気に湧いている中国旅行業界が、オリンピック年に当たる今年は元気

が無いと言う。 そんな時に、Ctrip 株が“買い”だと言っているアナリストが存在す
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る。 彼らは、過去 6 週間で▲30%値を下げている Ctrip 株は、今が買い時だと言うの

だ。 中国の国内旅行は、長期的潜在成長力を有しているので、オンライン予約ビジネ

スをリードしているこの株がお勧めだと言う訳だ。 中国の国内旅行は、旧正月時に鉄

道を寸断した雪嵐に加え、5 月 12 日の四川大地震が影響して需要が冷めている。 北

京オリンピックも大勢のインバウンド客がホテルを占拠する結果、国内旅行需要を抑制

してしまう効果があるという。 

Ctrip（上海）のビジネスは、6 月 30 日に終了する 2000 年のバレル $20 の時代は、タッ

タの 3%にしか過ぎなかった四半期で、収入が前年同期比 +30%増加すると期待されて

いる。 3 月 31 日までの四半期では、+47%増収の $49m を達成した。 今年の収入見

通しは、+35%増収と期待されている。 BDA China Ltd.（北京）によれば、Ctrip の昨

年の中国オンライン旅行市場シェアーは 58% に達している。 eLong Inc.
（IAC/InterActiveCorp がマジョリティーを所有）が 14%、China Travel Survey (Holdings) 
Hong Kong Ltd.の子会社 Mangocity.com Ltd.（アナリストは Ctrip の有力なライバルとな

ると予想している）が 7%となっている。（2006 年の Ctrip と eLong のシェアーは、それ

ぞれ 56%と 18%。） 

香港の Goldman Sachs は、Ctrip 株は、12 ヶ月以内に $67 になると予想している。 
しかし、Gilford Securities（NYC）は、Ctrip の第 1 四半期決算直後に、“買い”から“様

子見”にグレードを格下げした。(wsj.com, 6/17/2008) 
 

 

情報 328 平成 20 年 6 月 23 日 - 15 - TD 勉強会 



 

（４）オンライン旅行社の夏場対策 
夏の旅行需要の翳りが懸念されている。 大手オンライン旅行社は、あの手この手で夏

の旅行者獲得に努力している。 Priceline は、“Sunshine Guaranteed”を提供する。 休

暇旅行の少なくとも半分の日数に 0.5 吋の雨が降った場合、購入費用の 100%を払い戻

す。 Orbitz Worldwide は、航空運賃が購入後 便出発までに値を下げた場合は、その差

額を全額払い戻す。 Expedia は、MasterCard と提携して、3 人以上を予約した顧客に $50
の無料ガソリン券を提供する。 サプライヤー サイトがボーナス マイレッジでもって

顧客を直販サイトに引きつけている。 オンライン旅行社も、 近、FFP プログラムを

立ち上げている。 Travelocity は、20,000 ポイントの積算でもって $400 の金券を発行

している。 Expedia も Orbitz も同様のロイヤルティー プログラムを用意している。 

オンライン旅行社の FFP は、マイレッジの適用外となる所謂ブラックアウト日の設定

が無く、航空会社の制度よりも使い勝手が良いのかも知れない。 (BusinessWeek, 
6/18/2008) 

 
 
 
 

 空 運  
 

（１）英保守党 党首 LHR 空港第 3 滑走路建設に反対表明 
英保守党 党首 David Cameron は、LHR 第 3 滑走路建設計画に対して、6 月 16 日「誤っ

た経済効果予測が環境問題をないがしろにしている」と批判した。 彼は、「拡張の前

に、運営改善をはかり利用者への利便の向上を優先させるべきだ」と語っている。 経

済界は、Cameron の談話に即座に反応して、「LHR 第 3 滑走路建設なくしては、英経済

の地盤沈下に繋がる」との強い懸念を表明した。 

英政府は、3 ヶ月間かけた LHR 第 3 滑走路建設（2030 年に 発着回数が+50%増加する）

に関するパブリック コンサルテーションの結果を年末までに発表する。 
政府の環境問題の監視者である The Sustainable Development Commission は、先月、拡張

計画は暫時（更に 3 年間）延期させるべきだと言う意見を発表している。(FT.com, 
6/17/2008) 

 
（２）商業定期便とビジネス アビエーション 
米国では、空の輸送手段の二極化が始まるかも知れない。 下降中の商業定期便と、上

昇中のビジネス アビエーションだ。 定期便各社は、燃油費の継続的な高騰による収

支悪化のために、厳しいリストラに再び取り組まされている。 一方ビジネスジェット
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機のデリバリー機数は、今年の第 1 四半期に前年同期比 +41%も増加した。 2007 年に

は、前年を +28.4%上回る 866 機がデリバリーされている。 
航空コンサルタント Stanford Transportation Group の 6 月 16 日の発表によると、2000 年

に商業定期航空会社は、7,900 万人のプレミアム片道国内旅客（F+C+ノーマル Y）を輸

送した。 昨年は、定期航空総需要が大幅に増加したにも拘らず、この数は 4,200 万人

に減少した。 ちなみに、プレミアム旅客は、その他の旅客よりも倍の飛行距離当たり

収入をもたらす。 昨年にビジネスジェットを利用した旅客数は、推定 1,700 万人で商

業定期便のプレミアム旅客数の 41%を構成する。（2000 年ではタッタの 15%） この数

は、今後も増え続けるだろう。 ATA によれば、米国では昨年末に 8,000 機の商業ジェ

ット機が存在した。 そして、約 18,000 機のコーポレットジェット機が存在した。 ビ

ジネスジェットの大手オペレーターの Xojet は、新たな $2.5bn（2,500 億円）の資金を

獲得して Bombardier Challenger 300 型ジェット機×80 機購入を含む、より point-to-point
運航化する事業拡張計画に邁進する。 ビジネス アビエーションは、今後エアータク

シーやその他のビジネスモデルを追求して行くだろう。 しかし、ビジネス アビエー

ションは、航空管制のコストの応分の負担をしていない。 商業定期便航空会社は、航

空管制サービスの 66%を使用しているにも拘らず、そのコストの 96%を負担している

と ATA は言っている。(nytimes.com, 6/17/2008) 
 
 
 
 
 

Challenger 300 型ジェット機 
 

 

（３）米運輸省定時性統計改定 
米運輸省は、10 月 1 日から、定時性統計を改訂する為に航空会社からの実績報告を変

更する。 航空会社は、ランプ上の待機便や待機後にゲートに戻った便や、目的空港到

着前のダイバート便についても新たに報告義務が発生する。 現在は、これ等が原因で

遅延が発生しても、統計上は遅延便としてカウントされていなかった。 

消費者保護団体は、この動きを歓迎する一方、ゲート離脱後 3 時間以上ランプ待機とな

った便に対して新鮮な空気と飲食物の提供とトイレの清掃を義務づける航空顧客権利

規定（Airline Passengers’ Bill of Rights）の制定が遅れている事に不満を有している。 こ

の顧客権利規定は、5 月に上院の FAA 予算案の中に組み込まれたが、予算案そのもの

の反対に遭い成立していない。 下院は、既にこの法案を承認している。 (DTW, 
6/16/2008) 
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（４）SAS、子会社 Spanair の売却断念 
部分的にスカンジナビア 3 国に保有されている SAS が、スペインの子会社 Spanair（ス

ペイン第 2 位のキャリア）の売却を断念した。 魅力的な買収者が見つからなかった事

が断念の理由。 SAS は、継続した LCC との競争と燃油費高騰で、第 1 四半期に▲Skr 
1,1bn（180 億円）の欠損を計上した。 Spanair は、昨年 一時的費用除きで▲Skr 296m
の欠損を計上した。 アナリストは、Spanair の価値を $600m と査定している。 SAS
は、BMI British Midland 株 20%と Air Greenland 株 37.5%の売却を計画している。 し

かし、空港地上サービス会社の売却は、組合の反対により取り止めた。 (FT.com, 
6/19/2008) 
 

（５）BAA、新型爆発物検査機導入 
BAA が、爆破危険物を探知出来る新型の携帯機器を導入する。 この携帯機器は、Smiths 
Detection 社製で、過酸化物ベースのホームメード爆発物を瞬時に探知する能力を有して

いる。 BAA が運営する LHR, LGW, STN 空港に 200 台が導入され、セキュリティー検

査にかかる時間を短縮させる事に役立つだろう。 BAA は、Smiths Detection と、推定

100~200 万ポンド（200 億円〜400 億円）に上る機器発注契約を締結した。 同社は、

英政府と協力して、テロ抑止テクノロジーの開発を促進させており、間もなく 新式の

X レイ検査機を英国の空港に登場させるだろう。(FT.com, 6/20/2008) 
 

（６）BA 子会社オープンスカイズ、パリ線開始 
・ BA の子会社 OpenSkies が、6 月 19 日に ORY=JFK 線 毎日便を開設する。 この路

線は、今年 3 月の EU と米国間のオープンスカイ協定発効に基づく BA の初めての英

国空港以外からの国際線となる。 
・ オープンスカイ協定発効で、新たな大西洋便が続々

と誕生した。 AF は、LHR=LAX 線を開設した。 米

国航空会社は、欧州線（主として LHR 線）を拡充し

た。（右表参照） 

・ BA 本体とは分離した低コスト運営を目指すが、販

売やマーケティング等の主要な部門は BA の支援を

受けている。 
・ 運航乗務員は OpenSkies が独自に採用している。 

BA パイロット組合は、子会社の独自パイロット採用

に抗議してストを計画したが、 終的に高額に及ぶ

法的費用等の問題でこれを断念した。 客室乗務員

は米国で採用されている。 
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・ OpenSkies のマネジメントは NYC に置かれた。 そして、この会社を、BA のサー

ビスに取り入れる前の 新顧客サービスや新機内オンボード プロダクトのテストベ

ースとする。 
・ ORY への乗入れは、仏全席ビジネス航空会社 L’Avion との提携により発着枠を確保

した。 L’Avion は OpenSkies 便に自社便名を付ける。 
・ 2009 年末迄には B757 型機（C+Y 80 席）×6 機を保有し、AMS, BRU, FRA, MIL 等

への乗入れを計画する。 機材は BA フリートより捻出する。 
 

 
 
 
 
 
 

 
An ad for British Airways' new carrier, OpenSkies, tries to 

differentiate it from other airlines 

 
(FT.com, 6/18/2008) (wsj.com, 6/19/2008) 
 

 

（７）米監査院、空中給油機入札のやり直しを勧告 
米国政府監査院（GAO）は、6 月 18 日米空軍に $40bn（4 兆円）の上る空中給油機（179
機）の契約の再入札を勧告した。 この GAO の勧告は、拘束力を持たないものライバ

ルの Northrop Grumman とその提携先の欧州 EADS 連合チームに競り負けた米 Boeing に

とって思わぬ援護射撃となる。 

Boeing は、米空軍が自身の入札手続きを無視したとして、GAO に異議を申し立ててい

た。 この問題をめぐっては、両者ともワシントンで激しいロビー活動を繰り広げてい

た。 GAO は、Boeing が訴えていた も深刻な異議について、その大半を支持した。 

GAO は空軍が「いくつかの重大な誤りを犯し、それが、接戦となった Boeing と Northrop 
Grumman の入札競争の結果に影響を及ぼした可能性がある」とし、空軍に対して入札

評価の修正ないしは入札のやり直しを求めている。 GAO の勧告は、国家安全保障や

米国製品優先や国内の職の確保などの問題に対して広範囲な議論を更に活発化させる

だろう。 再入札となれば、遅れている空中給油機（現在のフリートは 1960 年代のベ

トナム戦争以来使われている）の更新が更に 2 年以上遅れる事になるだろう。

(nytimes.com, 6/19/2008) 
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A rendering of a Northrop Grumman KC-30 （A330 がベース）tanker refueling a B-2 bomber. 

 
 
 
 

 水 運  
 

（１）ロイヤルカリビアンのメガクルーズ“海の泉号” 
Royal Caribbean のメガクルーズ船“Oasis of the Seas”（22 万 GRT、5,400 人乗り、2,700
ステートルーム、2009 年後半就航予定）は、セントラル パークや、カーニバルのゲー

ムや回転木馬に乗る事ができる Broadwalk が用意される。 
詳細は、Oasis of the Seas Media Center ( http://www.oasisoftheseas.com/ ) にアクセスして

下さい。(DTW, 6/18/2008) 
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（２）中台間水路 更に拡大 
台湾政府は 6 月 19 日、今月初めの週末チャーター便開設合意に続いて、金門と馬祖島

から福建省のアモイと泉州への航路の自由化を発表した。 空路と水路のより自由化は、

中国に進出している 70,000 の台湾企業（推定$150bn≒15 兆円投資）に恩恵をもたらす

だろう。 しかし、1949 年以来続いている中台間の政治的諸問題がこれで一挙に解決

された訳では無い。 中国は台湾併合を欲しているし、台湾は 50 年間続けている実質

的独立と民主主義を貫いている。 往来のより自由化が全てを良い方向に解決し、両岸

間の緊張を溶かしてくれると考えるのは早計だ。 中国は、中台関係を更に改善させた

いならば、台湾に向けられている 100 基のミサイルの撤去と、台湾の WHO 加盟に対す
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る反対を取り下げるべきである。(FT.com, 6/15/2008, channelnewsasia.com, 6/19/2008) 
（３）カーニバル、今年度利益見通し下方修正 
世界 大のクルーズ Carnival Corp の第 2 四半期（1 月〜3 月）の純益は、前年同期と同

額の $390m となった。 収入は +17%増の $3.4bn であった。 Carnival は、燃油高騰

のために、年度の利益見通しを前回3月の予想 1株当たり $3.00~$3.20から $2.70~$2.80
に下方修正した。(FT.com, 6/19/2008) 
 

（４）Tui（独）、Hapag-Lloyd 売却入札開始 
旅行と海運の会社 Tui（独）が、子会社の世界第 5 位のコンテナ海運 Hapag-Lloyd の買

収入札を開始した。 Hapag-Lloyd は、世界のコンテナ海運船フリートの 4%のシェア

ーを誇り、50 億ユーロ（8,000 億円）の価値が有ると言われている。 現在 14 隻のコ

ンテナ船を発注中で、これ等の船がデリバリーされる 2010 年には、同社の輸送力は 550
万 TEU から 670 万 TEU に拡大し、世界シェアー4.8%を確保するだろう。 今のところ、

大手コンテナ海運は、Hapag-Lloyd の買収には興味を示していない。 シンガポールの

NOL（世界第 7 位）が買収するかも知れないと憶測されている。(FT.com, 6/19/2008) 
 
 
 

 陸 運 & ロジスティックス  
 

（１）旅行者、航空から鉄道にシフト 
Amtrak の 5 月の乗車率が昨年同月の 230 万人から 258 万人に +12.3%増加した。 収入

は +15.6%増の$153.4m を達成した。 どちらも 5 月の 高記録となった。 ガソリン

と航空運賃高騰で、多くの旅客が航空から鉄道に乗り換えている。 
しかしながら、長年に亘る鉄道旅客輸送の停滞で、Amtrak では俄に増加し始めた鉄道

需要への対応が困難な状況となっている。 現在 Amtrak は使用可能な 632 輛の客車を

保有しているが、この内の数十台は痛みが激しく大幅な改修と整備が必要とされている。 

古い Metroliners の客車が 30 年以上も使用されている。 8 年前に投入された特急列車

Acelaの車両も既に 100万マイルも走破している。 AmtrakのBOS=NYC=WAS間とCHI
とカルフォルニア州における幾つかの路線は、航空路線の代替輸送手段となり得るが、

その他の路線は運転速度が極めて遅く効率的な輸送手段とはなっていない。 1970 年

代には、航空の輸送旅客マイルの 1/17 が鉄道の輸送力であったが、それが現在では 1/100
以下に縮小してしまっている。 

米監査院（GAO）は、昨年の 11 月に、Amtrak が 1971 年創立以来 $30bn（3 兆円）の

政府補助を受けながら、脆弱な財務体質と非効率な運営を継続させていると指摘してい

る。 長距離大陸横断路線を排除し、より短距離のインターシティー輸送に切り替える
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べきだと提言しているが、選挙区を抱える連邦議員の反対にあって路線再編も進んでい

ない。 一部では、民営企業を参入させて米国には未だ存在しない高速鉄道網を敷設す

る考えが議論され始めている。 石油の高騰が、この議論に拍車をかけている。 新大

統領が誕生する来年初めには、米国の鉄道輸送に大きな変化が生まれるかも知れない。

(nytimes.com, 6/21/2008) 

 
 
 

Amtrak ridership has increased to record 

levels, and some of the popular long-distance 

routes are sold out in advance. 
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（２）FedEx 第 4 四半期で損失計上 
FedEx が、3 月 31 日で終了した第 4 四半期決算で▲$241m の欠損を計上した。 米景気

停滞に基づく荷動きの減少と燃油費の高騰がこの決算影響を及ぼしている。 第 4 四半

期には、Kinko の評価損▲ $891m の計上があるため、これを除去した場合の 1 株当た

り利益は $1.45 となる。 FedEx は、Kinko の名前を FedEx Office に変更する。 
 

 第 4 四半期 2008 年度決算 2009 年度見通 備 考 

収 入 7.87bn (+8%) 38.0bn (+8%)   

純 益 
▲ 241m 

(▲0.78/株) 

610m 

(1.96/株) 

 

4.75~5.25/株 
1Q=$0.80~1.00/株 

調整後純益 1.45/株 1.90/株  
除く Kinko 評価損▲

$891m 

(FT.com, 6/18/2008) 

 
 
 

 ホテル & リゾート  
 

（１）Las Vegas, 外国人観光客の増加に必死 
LVCVA (Las Vegas Convention and Visitor Authority) は、観光客市場拡大の為に国際的戦

略を打ち出した。 7 月１日より、海外の 12 の事務局との連携を強化して、初めてロ

シア、中国、ブラジル、インドを加えた世界 75 カ国でプロモーション活動を活発化さ

せる。 国際的戦略とはセールス、マーケティング、広報、航空会社との提携強化やそ

の他の観光客誘致促進に必要な事の全てから成り立っている。 2007 年に於いては、

Las Vegasの総観光客数 3,900万人の内、外国人観光客は 12%に当たる 470万人であった。 

10 年後には、外国人観光客を 150 万人増やして、総観光客数 4,300 万人の 15%に拡大さ

せる計画だ。 Las Vegas の海外からの訪問者は、カナダ、メキシコ、イギリスからが

主で、外国人訪問者数の 70%を占めている。 裕福な訪問者の市場としては、アイルラ

ンド、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、西ヨーロッパ諸国、そして東

南アジア諸国から成り立っている。 新興成長市場としては、中国、ブラジル、ロシア

そしてインドである。 

LVCVA によると、今年 初の４ヶ月間で 観光客が▲0.1%、ホテル宿泊客が▲1.7%減少

した。 平均宿泊料金は、▲4%下がり ＄132.74 となった。 賭博収入も下降の一途で

▲2.6%減という状況だ。(DTW, 6/13/2008) 
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（２）ラドブルックス、欧州裁判所 
Ladbrokes（英国きっての巨大賭博会社）は、ヨーロッパ賭博市場の規制緩和促進で 6
年もの長い間闘い続けている。 6 月 13 日、オランダ 高裁判所は、オランダのオン

ライン賭博禁止法の無効を求めた Ladbrokes の訴えに対して欧州裁判所（EJC）の法的

見解を求める決定を下した。 オランダ 高裁は、自国のオンライン賭博禁止法を支持

しているものの、ECJ の欧州法に基づく判断を優先させるとしている。 オランダの賭

博法は、オランダ国内での Ladbroke やその他すべてのオンライン賭博会社によるスポ

ーツ賭博を禁じている。 唯一 De Lotto が、オランダ国内でスポーツ賭博の運営を許可

されている。 3 年前に、De Lotto は、オランダ下級裁判所に Ladbroke のオンライン賭

博法違反を訴えた。 EJC の法的見解が出るまでには 1 年以上がかかるだろう。 オン

ライン賭博運営会社は、ECJ 見解が欧州連合全地域のオンライン賭博規制緩和に繋がれ

ば良いと願っている。(FT.com, 6/13/2008) 
 

（３）ビジネス出張者が Whitbread を盛り上げる 
低宿泊料金を希望する企業出張者の増加で、Whitbread が第一四半期で好決算を達成し

た。 Whitbread が所有する Premier Inn チェーンの既存店ベースの売上高が +10.7%も

増加した。 ロイヤルティー スキームを利用するビジネス宿泊客からの収入が +40%
増加した。 その結果、5 月 29 日までの 3 週間で、これ等のビジネス宿泊客からの収

入は Premier Inn の総収入の 1/4 にまで拡大した。 チェーン総売上高は +18.3%増えて

いる。 株価は +48%跳ね上がり、一株 12.7 ポンドになった。 REVpar は +6.2%、客

室販売数は +8.3%それぞれ増加した。 Premier Inn では、ビジネス客とレジャー客が

半々であるが、宿泊日数の割合では 6 対４の割合でビジネス客の使用の方が多い。 

Whitbread は、消費者の環境に対する意識の高まりを認識しつつも、それよりもインフ

レによるコスト高をより懸念している。 Whitbread が所有する Brewers Fayre や 

Beefeater パブレストランでは、食料品のインフレが +8%も上昇し、粗利に影響を圧迫

している。 エネルギーコストも +22%上昇している。 この部門の既存店ベースの売

上高は +3.6%増加した。 Costa Coffee チェーンでは、昨年チェーン店数を 289 増し、

総店舗数を 1,051 に拡大した。 ここでの既存店ベースの売上高は 6％増加した。 今

後、ハンガリー、チェコ、スロバキア、シンガポールにも出店する事になっている。 

Whitbread グループ全体での既存店ベースの売上高は +7.1%増加し、総売上の単純前年

比較では +14.6%の増加となった。 
Whitbread は、パブレストランは売却しないし、不動産投資基金への転換も計画しない

と言っている。 差し迫った戦略変更は無いと明言している。 しかし、Citigroup のア

ナリストは先週、Whitbread がパブ資産を Mitchells & Butler (パブ業者) 所有の Lodge ホ
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テルチェーンと買い替えると見ている。(FT.com, 6/17/2008) 
（４）衣料工場地域に ビジネスホテル進出（マンハッタンで） 
かつての衣料の町に、割安の宿泊料金を希望する旅行者用のホテルが建設されている。 

マンハッタンの 34 丁目から 42 丁目と 5 番街から 9 番街までの地域では未だ衣料工場や

ショールームが散らばっているが、この地域では 近 建築規制の緩和により住宅や商

業用建築物が増えている。 ここでは 3 年前に市の開発計画局が建築規制を緩和したた

めに、数社の巨大ホテル開発業者が土地を買い上げて、少なくとも 12 のホテルが現在

建設中か計画中となっている。 これ等のホテルは、旅行者にとって耳慣れたブランド

の割安ホテル（Hampton Inn, Hilton Garden Inn, Holiday Inn Express）になると言う。 し

かし、この地域の土地自体がそれほど広くないので、せいぜい 100 室から 200 室規模の

ホテルしか建たない。 Manhattan では利用者が渇望しているにも関わらず、中級の宿

泊料金（一泊$300 以下）のホテルが全く払拭しているために、宿泊料金は一泊 $250 に

なると予想されている。 

この地の建設ブームには二人のNew Yorkのホテル開発業者

が一役買っている。 Sam Chang (McSam Hotel Groupの創始

者)とJohn Lam (Lam Group代表)の二人である。 今秋には、

両者は 8 番街と 9 番街の 39 丁目から 40 丁目の半径１ブロ

ック内に 5 つのホテルをオープンする予定である。 二人

は数年前に、土地を安価で買い入れた為に、低額宿泊料金

のホテルを建設することが出来た。  Lam Groupは、合計

で 500 室になる２つのホテル、Sheraton Four Points (326 West 
40th st.)とMarriott Fairfield Inn (330 West 40th st.) を 8 番街と 9
番街の間に現在建設中である。 来年には、McSam Group
が合計で 1,000 室となる全部で 5 つのホテルを完成させる。 

John Lam, left, chief executive of the 

Lam Group, has hired Gene Kaufman 

to design several hotels in the 

garment district. 

McSamは又さらに 2 つのホテルを計画中で、１つは 25 階建て 188 室のHyatt Place (52-54 
West 36th st., 5番街とAvenue of the Americaの間)、後一つは 14階建て 53室ホテル（308West 
40thst., 8 番街と 9 番街の間）だ。 この地域のホテルは、Jacob K. Javits Convention Center 
(11 番街 34 丁目と 38 丁目の間) の長期拡大計画、Hudson鉄道車輛基地再開発、地下鉄

No.7 のFar West Sideまでの路線延長などの完成後には、そこから大きな恩恵を受けると

期待されている。 経済的不安と新ホテル建設で供給が増加する結果、向こう 1 年から

2年間のマンハッタンのホテル オキュパンシーは 70%程度に下がると見られているが、

長期的見通しでは現在のごとくの高いレベルに直ぐ復帰すると予想されている。
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（newyorktimes.com, 6/18/2008） 
 

（５）Marriott、少人数団体宿泊客用 新予約手段開発 
Marriott が、QuickGroup 予約サイト Marriott.com を立ち上げた。 このサイトは、７泊

以内の 10 室から 25 室までの小グループの予約を可能にする。 場所と日時を打ち込め

ば、Marriott, Renaissance, JW Marriott, Courtyard, Residence Inn, SpringHill Suites, Fairfield 
Inn, TownePlace Suites 等の Marriott の各ホテルの宿泊料金を比較しインベントリーの有

無を調べてくれる。 残念ながら、今の所は会議や宴会のためのオンライン予約はでき

ないが、近々それも可能になるだろう。 このサイトは、会議のプランナーに、予約は

出来ないまでも会場の広さを決めたり、経費を算出したり為の情報を提供する。

（travelweekly,6/17/2008） 
 
 
 

 その他  
 

（１）Yahoo!と eBay が負け組に 
Yahoo!は、結局 Google との提携を強化することで

Microsoft の TOB を回避した。 結局 Google と

Microsoft の検索エンジン 2 社がインターネットの世

界を二分する事になりそうだ。 eBay の略独占した

オークションサイトも結局は、新機軸を打ち出せず

に 10 数年前に開発したモデルにしがみついて、その

輝きを無くしている。 ここでも結局は検索エンジ

ンに遅れをとっている。 一方、長い間損失計上と

低い利益率に悩ませられ続けて、Yahoo!と eBay に遅

れをとって来た Amazon が勢いを増している。（右表

参照） 

創業以来この会社を動かしている Jeff Bezos は、開発した書籍のオンライン販売システ

ムを第三者販売業者にも解放した。 今では 1 人事業者から大企業の Target までを含む

顧客（第三者販売業者）が Amazon 売上の 30%を構成している。 
そして 4 年前には、Amazon が保有する膨大な数のサーバーとストレーッジ ディスクの

IT インフラ（Google 以外でこれに匹敵出来る IT インフラを保有している企業は殆ど存

在しない）を賃貸しする事業を開始した。 今では新興企業から NYC タイムズまでの

37 万の顧客が、彼等の電子的データのアーカイブに Amazon のインフラを利用してい

る。 Amazon は、“クラウド コンピューティング”の市場に参入している。 そして、

情報 328 平成 20 年 6 月 23 日 - 27 - TD 勉強会 



そこの雄でもある Google に挑戦している。(Economist.com, 6/21/2008) 
 

 

 

クラウド コンピューティング＝ 
SaaS(ソフトウエア・アズ・ア・サービス）、Web サービス、WebOS、Web オフィス・ス

イートという一連の Web オリエンテッドなトレンドは、情報処理もデータの管理も「あ

ちら側」で行われるという意味だ。 これらの個々のサービスを超えて、更に「あちら

側」から本格的なサービスが提供される時代を実現するためのクラウド・コンピューテ

ィング(Cloud Computing)という技術がホットになりつつある。 クラウド・コンピュー

ティングとは、「雲」のようなインターネット側のどこかで情報処理が行われ、どこか

でデータの書き込み、保存がされるというイメージからそう呼ばれている。 
クラウド・コンピューティングは、Web2.0 という呼び名が色あせてきたことにより登

場したバズ・ワードではない。 これは、エンタープライズ分野とコンシューマー分野

とを問わず、膨大な数のデータセンターやサーバー内の情報をインターネット上で取り

扱い、処理する新たな技術を指す。 
既に、エンタープライズ分野では、セールスフォース・ドットコムが提供するような

SaaS、アマゾンが提供するようなコンピューティングパワー提供サービス(Elastic 
Compute Cloud : EC2)などが Web 上のサービスとして確立しており、コンシューマー分

野では、グーグルなどの検索技術、ウインドウズ・ライブのような Web サービスがネ

ット上で日常的に利用されている。 
（http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20071119/140972/） 
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Yahoo!では、 近多くの幹部達が会社を辞めている

という。 
 

Yahoo!の創立者の 1 人で CEO の Jerry Yang が、来週

若しくは来月にも CEO を更迭されると言うニュー

スが囁かれている。 
 

彼は、Microsoft に対するあまりにも感情的な対抗意

識をむき出しにして、Google との提携に邁進し、株

主の利益を無視したと非難されている。 ここ 1 週

間は、彼の所在を知っている Yahoo!幹部は勿論社員

は誰もいない。 
(TechCrunch, 6/15/2008) 
 
 
 
 

（２） 新ウェブブラウザ「Firefox 3」、ギネス記録に挑戦 
米Mozilla Foundationは 17 日、ウェブブラウザ「Firefox」の 新版「Firefox 3」のリリー

スを発表した。 Firefoxは、米マイクロソフト（Microsoft）のブラウザ「Internet Explorer」
に変わる無料ブラウザとして人気を集めてきた。 
Mozillaはリリースに合わせ、24 時間以内に世界で もダウン

ロードされたソフトウエアのギネス世界記録（Guinness World 
record）を目指す企画を行っている。 しかし同ソフトの注目

度は非常に高く、リリース開始時間前にもかかわらず、Mozilla
のウェブサイトにはアクセスが殺到し一時的にダウンするほ

どとなった。（6 月 18 日 AFP） 
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編集後記  
 
 

Forecasting International 社の「旅行の 10 トレンド」の中の「（７）社会的責任」に、環

境問題への対応と共に、レストランのメニューが栄養価を表示したモノに書き換えられ

るだろうと書いてあった。 何しろ先進諸国の一部では、飽食により成人の 1/3 が肥満

になっている。 

（OECD Health Data 2005：肥満率 BMI30kg/m2 以上 米国 30.6%、日本 3.2%） 
（BMI＝body mass index＝体重 kg÷身長 m÷身長 m） 
 

食べ物や飲み物が、ファーストフッドやコーラを中心に、販売増を狙うあまり美味しい

濃い味付けにされ過ぎているようだ。 美味しくする為には、必要以上に 油、砂糖、

塩が使われる。 
 

米国で、数年前に、肥満になったのはハンバーガーを食べた所為だとマクドナルド社が

訴えられた事があったが、裁判所は何を食べるかは個人の責任だとしてこの訴えを退け

た事があった。 この直後に、米下院は食品業界への連続した訴訟を排除する為に「食

品消費個人責任法（the Personal Responsibility in Food Consumption＝所謂“チーズバーガ

ー法”を可決したが、未だに上院はこれを承認していない。 常識的な判断だと世間一

般はこの判決を支持しているようだが、果たして本当にそうなのだろうか。 死亡の直

接的原因が、今では喫煙を抜いて肥満がトップになっているらしい。 だとすると、上

院の判断の方が正しい様な気がする。 
 
 

日本でも、糖尿病予備軍が 2,000 万人以上も存在すると言われている。 この原因の 1
つが肥満の問題だ。 生活習慣病の猛威が先進諸国で拡大しているのだ。 
 
 

だから「旅行の 10 トレンド」が、健康的な食べ物の必要性が増すだろうと書いている

のではないだろうか・・・。 スローフッドが必要だと言われて久しい。 （H.U.） 
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表紙： 

ハワイの竜舌蘭 

B5 Sketch Book 
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