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1. Grand circle: Consumer-direct Approach Paying Dividends 

米ツアオペ グランドサークル直販専門で成功 

 

BOS に本社を構える Grand Circle は、 も大きな米ツアオペの 1 社で、オンライン販売

には見向きもせず、直販専門で成功しているユニークな存在を誇っている。 
そして、国内旅行は手がけず、海外のアドベンチャーツアーやディスカバリーツアーを

専門に販売する。（海外 50 目的地が目標）  近では、Radisson Seven Seas の Paul 
Gauguin クルーズ船や、フランス Continental Waterways の川下り用クルーズ船 16 艘とバ

ージを買収している。 今では、Grand Circle は、43 艘のフリートを保有するまでに至

っている。 
 

年間売上は 6 億㌦（660 億円）で、15 万人の旅客を動かし、（今年の計画は、20 万人）、

オンラインであろうとオフラインであろうと仲介業者を、決して使用しない。 
効果測定が可能な宣伝のみを採用し、一般的な宣伝は一切排除して、顧客獲得コストを

切り詰めている。 そして、▲500 ㌦～▲1,000 ㌦安く、ツアーを販売する事を可能に

している、と Grand Circle は言っている。 
Grand Circle の CEO Alan Lewis（11 年間の旅行社経験を有している）は、「本屋に旅行

情報が氾濫している現代では、目的地に行った経験もない旅行社などを使う必要がな

い」と、言っている。 1985 年に Grand Circle を買収し、この会社を、直販専門のツア

オペ運営企業に変えている。 
 

Grand Circle の直販の方法は； 
① 以前（Lewis の買収前）に顧客としていた全米退職者協会（American Association 

of Retired Persons = AARP）の、顧客リスト（600 万所帯）をベースにする。 
② カタログ・ブローシュアー・e-メール プロモーションを、顧客データベース

から選定した顧客に送付する。 
③ コールセンター（185 人）を設立し、旅行のヨロズ相談を引き受けられるエキ

スパートを配置する。 
④ 内 51 人は、Personal Travel Counselors（PTC）として選別し、既に Grand Circle

で、3～4 回旅行を購入している常顧客（preferred customers）の専属エージェ

ントとする。 
⑤ このコールセンターで、Grand Circle の全予約を受け付ける。 
⑥ 今では、コールセンターの、1 日の予約獲得額は、数百万ドルに達している。 
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既存のツアオペ達、例えば、Globus, Trafalgar, the Mark Travel Corp, Gogo Worldwide 
Vacations は、以下の通り反論している。 

① Grand Circle は、決して業界で 大の規模を誇るツアオペではない。 15 万の

米国人を動かすと言っているけれども、Las Vegas だけで、50 万人を動かして

いるツアオペさえ存在する。 
② 「顧客獲得コストは、直販により安く済んでいる」と、言っているが、シッカ

リしたコストの比較が必要。 数百万部にもぼるブローシュアーの作成/送付

のコストや、コールセンターの人件費やトレーニング費用は、馬鹿にならない

はずだ。 他のツアオペは、これらの業務を旅行社に委ねている。 

③ 旅行社は、嘗ての旅行社ではない。 航空会社が再認識した通り、現在の旅行

社は、今や自己のバリューを増している。 
④ 彼等の成功は、AARP の顧客データベースに基づいているからだ。 これ無し

では、Grand Circle の直販は成功しなかった筈だ。 
⑤ 今後とも、オンライン予約を受け付けないでいられるのだろうか？ テクノロ

ジーの進化に対応しない企業は、生き残れない。 
 

Lewis は、頑なに、オンライン予約を忌避している。 彼は、「ラブレターは、e-メール

では送れない」と言っている。 
（Travel Weekly は、旅行社から、「何故こんな旅行社を馬鹿にした様な記事を掲載する

のか」と言う叱声を覚悟の上で、この記事を掲載している。 Travel Weekly は、「業界

の慣例を破って成功しているツアオペは、当然の事ながら、取材対象とされるべきだ」、

「Grand Circle がこれからも成功して行くのか、軌道修正が必要とされるのかは、読者

が判断しろ」、と言っている。） ■ 
 
 
 

TDR, June 27, 2005 

2. Travel Distribution Report June 27, 2005 

TDR  6 月 27 日号 の 要約 

 

TDR  6 月 27 日号（Vol. 13, No. 14）は、以下の 4 つの記事を掲載している。 

(1) Luring Lookers: Travel Information Sites Heat Up 
(2) Hotels.com President Reveals The Secret Of Her Merchant Model Success 
(3) Online Travel To Master Its Domain, Protect Its Name 
(4) U.S. Passport Rules Will Cause Stormy Caribbean Seas 
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以下に、夫々の要約を記す。 
 
（１）Luring Lookers: Travel Information Sites Heat Up 
 
オンライン旅行者達が、購入前の、旅行情報の収集を始めている。  
この傾向に対応して、旅行情報を提供するサイト（オンライン旅行社のカテゴリーには

含まれない）が増えている。 これらの旅行情報提供サイトには、以下の通りに分類さ

れる。 
① deal sites  

スペシャル プロモーションやオポチュニティーにハイライトをあてている。

（Travelzoo, Smartertravel） 
② destination-oriented sites 

目的地の特別な情報を提供する。 しばしば旅行者のレビュー（体験談）を掲載して

いる。（TripAdvisor, IgoUgo） 
③ meta-searched sites 

運賃比較に加えて、レビューを掲載する。(Kayak.com) 
 
特に、旅行者の体験談による情報は、オンライン旅行者の購入意思決定に重要な影響を

もたらしている。  
Jupiter の調査によると、オンラインで旅行の調査を行っている 14％の人々が、旅行者

の体験談を読んでいる。 彼等は、エキスパートの情報よりも体験談を信頼している。 

エキスパートの情報は、“売る”ためのバイアスがかかっている、と見抜かれてしまっ

ているのだ。 しかし、このレビューも、2 年前の体験の話であったり、何時の話か分

からなかったりするので、その掲載方法には改善が必要だ。 
 
Travelocity の親会社の Sabre Holdings が IgoUgo を買収し、そのサイトのレビューを

Travelocity に統合し様としているのは、まさにこのトレンドに合致した戦術だ。 
Kayak では、①予約のエクスペリメントと、②プライシングのエクスペリエンスと、

③関連するコンテントの、ベストな組み合わせを検討している。 
 
予約機能ばかりに焦点を当てているオンライン サイトは、オンライン旅行者をサイト

に惹き付ける重要な要素“情緒的な面（emotion）”を忘れている。 
多くの旅行サイトが、情緒面への取り組みに遅れを取っている。 旅行の意思決定は、

ロジックばかりによるものではない。 感情に訴える情報や何かが、旅へ人々を誘う。  
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その意味では、写真は、重要な役割を担っている。 多くの旅行者が、Yahoo や Google
のサイトを訪れて、計画している旅先の写真を探している。 IgoUgo は 22 万枚の写

真を蓄えている。 
 
今日では、ビジターをサイトに呼び寄せるためには、単なる“click-and-buy”だけで

はなくて、目的地情報や、体験談等の、各種のコンテントを用意しなければならなくな

って来ている。 ☆ 
 
 
（２）Hotels.com President Reveals The Secret Of Her Merchant Model Success 
 
IAC ブランドの Expedia と Hotels.com のマーチャント販売が、在庫処分一辺倒的のオ

ンライン旅行社主導の販売から、ホテルとより密着した、共存共栄的な販売方法の採用

に変化している。 
 
9-11 連続テロ攻撃直後に、旅行需要が大幅に減少し、多くの空室を抱えたホテルは、リ

ーチの大きなオンライン旅行社（Expedia と Hotels.com）に、安いネットレートで大量

の客室を卸して、在庫の一掃を企てた。 
Expedia と Hotels.com は、このネットレートに、平均 25％程度のマージンを載せて、オ

ンライン販売した。 この結果、ホテルは、客室のオキュパンシーを上昇させる事は出

来たが、価格の決定権をオンライン旅行社に奪われた上に、客室単価を大幅に下落させ

てしまった。 

これが、今迄、ホテル マーチャント販売が辿って来た道のりだ。 
 

旅行需要が回復し、ホテルのオキュパンシーが上昇して来ると、ホテルは、オンライン

旅行社に卸していた大量のインベントリーを絞り始め、客室単価向上に、努力し始める。 

InterContinental Hotels.com（IHG）等は、Expedia と Hotels.com が、IHG の販売ルールを

遵守していないとして、彼等へのインベントリー提供を打ち切った。 
 

Expedia や Hotels.com は、今までの方針を変更し、よりホテル側に立った、新しいマー

チャント ホテル販売を模索し始めている。 
『マージンはいくらくれるのか？ 』、『インベントリーは長期間提供してくれるの

か？ 』ではなく、「販売を助けることは出来ないか？ 」、「オキュパンシーが低くなる

時期は何時なのか？ 」とホテルに聞いて、ホテルと共存共栄を模索している。 ☆ 
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（３）Online Travel To Master Its Domain, Protect Its Name 
 

近、排他的 TLD（トップレベル ドメイン）“.travel”（ドット トラベル）が、オンラ

イン旅行業界に与えられた。 
インターネットアドレスだけでは、メールの送り主が一体誰なのかが判定しにくいが、

ドット トラベルが付いていればもう安心だ。 身元の確認が即出来るので、SCAM メ

ッセージの入り込む余地も少なくなる。 
 

ドット トラベル名を登録する為には、ホテル･クルーズ・レンタカー・ツアーオペ･パ

ッケージャー･旅行社などの業界プレイヤーは、先ず、自分が正当な旅行の企業/団体の

一員である事を証明する、審査を受けなければならない。 事前審査は、ICANN
（International Corporation for Assigned Names and Numbers）が指定した、ASTA や PATA
を含む 20 の旅行団体（日本の旅行業界団体は選ばれていない）で、7 月から開始され

ている。  
 

ドット トラベルを使用する事により、身元の確認が容易になり、オンライン上での商

取引の信頼性が飛躍的に増加する、と Trilliance（ICANN によって指名された TLD 登録

会社）は言っている。 そして、ポピュラーな名前の持ち主は、直ぐにでも審査を受け

て、ドメイン名の登録準備に取り掛からなければいけない、と言っている。 ドメイン

名の登録は、早い者順で処理されるのだ。 
 

ドット トラベルのドメイン名は、9 月 1 日から限定的な使用が開始され、12 月 1 日か

ら正式な使用がスタートする。 ☆ 
 
 

（４）U.S. Passport Rules Will Cause Stormy Caribbean Seas 
 

米連邦政府は、規則を変更して、12 月 31 日から、カリブに旅行する米国人の、パスポ

ート携行を義務付ける。 この措置は、セキュリティー強化策の一環。 
旅行業界、特に 23 のカリブ諸国/地域の業界が、この措置は、カリブの米国人需要を冷

やす事になると抗議している。 
World Travel & Tourism Council（WTTC）は、カリブ諸国/地域の経済は、この規則変更

で、▲26 億㌦（2,860 億円）のインパクトが発生すると予測している。 これらの地域

は、今年、207 億㌦（2 兆 2,770 億円）の観光収入をあげると予想されている。 
 

もインパクト受けるのは Jamaica だ。 外客の 73％が米国人で、その 80％以上が､パ
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スポートを携行していない。 次は、バハマで、外客の 86％が米国人で、その 25％が

パスポートを携行していない。 カリブの諸国/地域には、この経済変動への対応が求

められている。 ☆ 
 
 
 
TDR, July 18, 2005 

3. Travel Distribution Report July 18, 2005 

TDR  7 月 18 日号 の 要約 

 

TDR 7 月 18 日号（Vol. 13, No. 15）は、以下の 4 つの記事を掲載している。 

(1)   Fare Fishing in The Far East 
(2)   Opodo Chief Steers Online Agency Ship Into Broader Seas 
(3)   Alamo Moves Customers Online – And Past The Check-In Line 
(4)   Brand Loyalty Efforts Go Into Hyper-Drive Online 
 
以下に、夫々の要約を記す。 
 

(1) Fare Fishing in The Far East 
 

アジア太平洋地区には、ZUJI 以外には、目立ったオンライン プレイヤーが存在してい

ない。 Fare.Net と Bezurk.com の 2 社が、シンガポールをベースに、この地域のオンラ

イン旅行市場参入を狙っている。 
 

彼等は、アジア地区市場を次の通り分析している； 

① 25％の予約が、オンラインで調査し、オフラインで予約している。 これは、各社の

価格を横並びで比較検索させるメタサーチにとっては、極めてフィットする市場であ

る。 

② LCC の活況が、メタサーチの、低運賃オンライン検索のチャンスを増している。（GDS

は、LCC を取り扱っていない。） 

③ メタサーチの成長の条件として、Forrester Research の Henry Harteveldt は、（イ）サプラ

イヤーの流通経済に対する不満、（ロ）セラー（サプライヤー及び旅行社）のリーチ拡

大の追及、（ハ）旅行者の活発な価格検索、（ニ）旅行者のブランド ロイヤルティー低

下、の 4 つの内の 3 つが必要だ、と言っている。 まさにこれ等の条件は、アジア太

平洋地区に当てはまる。 
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そして、彼等は、以下の通りのアクションを取っている。 

① Fare.Net は、キャリアのスケジュールを表示しない。 その代わりに、キャリア或いは

旅行社と、それらがオファーする 低運賃を表示する。 幾つかは、キャッシュで、幾つ

かはスクレーパーで、幾つかは検索で、情報を集めて来る。 

② Fare.Net は、運賃情報の提供に加えて、顧客に良いアドバイスと情報を提供する、

“consumer report clearinghouse”を目指している。 

③ そして、情報は、バイアスなしで提供する。 従って、オンライン広告掲載のためのバ

イアスは実施しない。（Fare.net は、Google のホテル広告を掲載するが、今のところは、

エアー ビジネスに専念している。） 

④ Bezurk.com は、サイト立ち上げの初期は、英語を使用するが、今後、順次、現地の言語

へ切り替えて行く。 アジア地域の、異なる文化と地域性に対応して行く。 

⑤ Bezurk.com は、顧客に“book with assurance”ギャランティーを提供する。 全ての情報

は、サプライヤーの了解を得た後に表示（スクレープ）する。 

 

将来の成長が約束されている、アジア太平洋地域のオンライン旅行市場での、メタサー

チの動きから目が離せない。 そして、中国の Qumar.com が 5 月末に、検索エンジン

を立ち上げている。 ☆ 
 

 

(2) Opodo Chief Steers Online Agency Ship Into Broader Seas 
 

TDR は、欧州航空会社 9 社で保有しているオンライン旅行社 Opodo の CEO Simon 
Vincent をインタビューしている。 Vincent は、TDR の問いに対して、次の様に答えて

いる。 
 

- 欧州は、モザイクの様に、異なる文化と地域性の集合体である。 その中で、汎欧州オ

ンライン旅行流通の動きが活発化している。 Opodo は、欧州の文化と地域性を熟知し

た“強み”を持っている。 

- Lastminutes（Sabre）、Expedia、ebookers が、Opodo の侮りがたい競争相手だ。 

- Opodo は、独･仏･英のコア マーケットを中心として、急成長を遂げている。 3 市場か

ら 9 市場（独･仏･英・西･伊･ノルエー･スェーデン・フィンランド・デンマーク）に展

開し、社員を 350 人から 750 人に増やしている。 

- 近、スペンにブランド サイトを立ち上げた。 Karavel（仏）、Quest Travel（英）、Eviaggi

（伊）、Travellink（ス三）を買収した。 

- 航空会社の情報に加えて、パッケージ販売を含む、幅広い旅行プロダクトの提供を試み
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ている。 その為に、Karavel と Quest を買収している。 

- 現在、第三者を通じて、ダイナミック パッケジング販売を実施している。 英国では、

Online Travel Company を通じて、フランスでは GoVoyage を通じて、ダイナミック パッ

ケジング機能を提供している。 

- 今後は、Opodo 自身のダイナミック パッケジング機能を開発する予定。 

- また、複数のホワイトレーベル プロダクトを提供している。（ 近では、Caribbean Escape

にホワイトレーベル版を提供した。） 

- Opodo は、所有者である航空会社との関係があるので、単なるオンライン旅行社とは言

えない。 そして、ツアーオペレーション（一部では、インベントリー リスクを抱え

る）にまで入り込んでいる。 

- 英国に見られたような、オンライン旅行社のコンソリ化は、他の欧州各国では余り進ん

でいない。 それらの地域に於いて、これからコンソリ化が進展するだろう。 Tui や

Thomas Cook のようなオフラン ジャイアントが、オンラインにも手を出して来る。 消

費者にとっては、オンラインやオフラインの区分は、余り意味を持たない。 ある時は

オンラインで予約し、他のある時はオフラインで購入する。 多くの旅行社が、マルチ

の流通機能を備えている。 ☆ 

 
 
(3) Alamo Moves Customers Online – And Past The Check-In Line 
 

Alamo レンタカーが、7 月から、オンライン チェックインを導入した。 他のレンタ

カーは、既に法人顧客や、常顧客に同様のサービスを提供しているが、顧客全てにオン

ライン チェックインを、提供するのは Alamo が初めて。 顧客は、事前に、免許証･

予約･ペイメント情報（レンタカー チェックイン デスクで必要となる情報）を、オン

ラインで事前に入力する事が必要。 ☆ 
 

 
(4) Brand Loyalty Efforts Go Into Hyper-Drive Online 
 

インターネットは、顧客に、より多くの旅行オプションと、ショップ アラウンドする

より多くのチャンスを、提供している。 そして、それが、ブランド ロイヤルティー

を弱めている、と言われている。 
 

TDR は、Royal Caribbean International, Marriott International､Raffles International Limited 
(RIL) 3 社の、ブランド ロヤルティー維持のためのテクノロジーの採用を、レポートし

ている。 そのエッセンスは； 
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① オンラインで、バーチャルツアーやビデオを音楽付きで見せて、ブランドのバリュ

ーを、サイト ビジターに知らしめる。 
② オンラインの双方向性を、サービス スタンダードとし、顧客のオンラインの使い

勝手を飛躍的に向上させる。 
③ Web サイトを強化し、ブランド レコグニションの為の豊富な情報を提供する。 
④ 顧客から得られた情報を蓄積し、次回の購入時に、顧客の期待以上のパーソナライ

ズド サービスを提供する。 （良いパーソナライズド サービスほど、ブランド ロ
イヤルティーを高めるものはない。） ■ 

 
 
 
DTW, 7/12/2005 

4. Change Of Heart: Expedia-Sabre Deal Appears Dead 

エクスペディア セイバー契約 消滅か 

 

Expedia の Sabre 使用が、契約締結後 14 ヶ月も経った今でも一向に始まらない。 
どうやら、この 5 年契約は、ご破算になっている様だ。 
 

Sabre は、クルーズ予約サービスを Expedia に、GDS サービスを、IAC の子会社の Classic 
Custom Vacations と TravelNow（Hotels.com の事業部）に、それぞれ提供していた。 
Expedia は、GDS サービスを Worldspan から得ていた。 
 

Expedia は、この内、Worldspan の GDS サービスの一部を、Sabre 使用に変更する契約を、

Sabre と 2004 年 5 月に結んだ。 
 

そして、Sabre とのリンクの為の作業が開始され、順調に全てが運べば、2004 年の第 3
四半期には、接続が開始される手筈であった。 ところが； 
 

① Expedia の親会社の IAC が、旅行部門を Expedia に集合させ、IAC からスピンアウ

トさせる決定を行った。 そして、旅行部門を今迄以上に強化する戦略を採用した。 
② そうなると、Expedia の競争敵である Travelocity の親会社（Sabre）を利する契約の

実行は、“敵に塩を送る”事になるので中止するべきだ、と言う意見が、IAC 内部

に出て来た。 （契約推進者の IAC Travel の Erick Blachford=当時 CEO も退任して

いた。） 

③ Worldspan にとっては、Expedia は 大の顧客であり、そのトランザクションは、
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Worldspan 全取扱量の 29%（2004 年 4 月-2005 年 3 月）を構成する。 
（Worldspan は、Expedia と Sabre の契約締結が理由で、この時点で予定していた上

場を断念した。） 
④ 更に悪い事には、Orbitz（Worldspan の 10％を構成する）が、ダイレク トコネクト

を増加させて、Worldspan 使いを減少させている。 そして、2004 年 11 月に、Cendant
が Orbitz を買収したので、Worldspan の GDS サービスを、小会社の Galileo にシフ

トさせるかも知れない。 

⑤ Worldspan は、Expedia のトランザクションをキープしなければ、エライ事になって

しまう。 そこで、Worldspan は、Expedia に対して、Worldspan の GDS サービスの、

現状規模のままでの使用継続のための好条件を、昨年 12 月にオファーした、と言

われている。 
 

以上の②と⑤が、Expedia の“心変わり”の原因であると言われている。 ■ 
 
 
 
 
 

5. 其の他のニュース 

 
 

 旅行流通  
 

（１）センダン マーケティング部門売却 
Cendant は、同社のマーケティング サービス ユニットを売却する。 今の所、売却先

は、プライベート エクイティー グループの Apollo Management が 有力。 売却価格

は、20 億㌦（2,200 億円）と推定されている。 Cendant のマーケティング サービス ユ
ニットは、年間収入 14.9 億㌦（1,640 億円）で、利益＄341ｍ（375 億円）を計上してい

る。 各種のインスティチューションと提携し、メール・オンライン・テレマーケティ

ングで以って、顧客にプロダクトとサービスを販売している。 Cendant は、この売却

で、中核事業である旅行とホテルに、より集中する。  

Cendant の旅行とホテル事業は、Avis Car Rental, オンライン旅行社 Orbitz と Ebookers、
それにホテルチェーンの Howard Johnson と Ramada。 
 

Cendant が売却するのは、 
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Trilegiant と Trilegiant Solutions  
旅行･ヘルス・歯科にターゲットした会員クラブとロイヤルティー プログラム。 

Progney 
銀行の当座預金とその他のプログラムの販売ないし勧誘。 

Cendant International Marketing 
Progney と同種の事業を英国で展開している。(FT.com, 7/15/2005) 
 

（２）旅行社販売 前年比増＋8％、73 億㌦達成 エーアールシー6 月実績 
米 ARC の 6 月実績は、73 億㌦（8,030 億円）であった。 これは前年同期比で、＋8％
の増加。 国際線販売は、＋11％の 29 億㌦、国内線販売は、＋6％の 35 億ドルであっ

た。 E 航空券使用率は 87.07％、2004 年 6 月の 84.94％よりも上昇した。 
旅行社数は▲6％低下し、20,349 accredited agents 数となった。(DTW, 7/15/2005) 
 

（３）トラベロシティー レポーティング ツール改善 
Travelocity Business は、今まで 1 週間若しくは 1 ヶ月遅れで発行していた法人旅行デー

タを、リアルタイムで提供出来る様に、レポーティング機能を改善する。 Travelocity
が提供するレポートには、社員出張先の居場所確認とコンタクトを可能にするセキュリ

ティー レポート、部毎のオンライン旅行予約実績、未使用航空券レポート、クレジッ

トカードの照合レポート、トレンド把握やその分析のための旅行履歴や統計レポート、

第三者とのネゴレート販売達成状況レポートが含まれる。(Travel Wire, 7/18/2005) 
 

（４）インタラクティブ株主総会 エクスペディアのスピンアウト承認 
7 月 19 日に開催された IAC の株主総会で、Expedia のスピンアウトが承認された。 
8 月 8 日の週に、スピンアウトが完了し、Nasdaq で、2 社の株式（IACI と EXPE）の取

引が開始される予定。 この株主総会では、Series A convertible preferred stock    1 株に

付き 50 ㌦と累積未払い配当が、株主に支給される事が承認された。(MSNBC.com, 
7/19/2005) 
 

（５）ナビガン ナスダック上場取消し 買収ターゲットにされる 
Nasdaq は、先週、長い間予想されていた通り、Navigant International の上場を取り消し

た。 上場取り消し直前に、World Travel BTI のオランダ親会社 BCD Holdings の姉妹会

社 Boron Securities（Atlanta）が、Navigant 株を 11.6％まで買い増して、筆頭株主に踊り

出た。 Boron は、この Navigant 株投資について、「World Travel BTI とは何ら関係のな

い、純粋な投資案件」、と説明している。 
一方、独のトラベル ジャイアントの Tui も、Navigant 株を 11.0％保有に増加させている。 

Tui は、Navigant 株の保有に加えて、TQ3 Travel Solutions を所有している。 （TQ3Solutions
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は、Navigant との合弁企業 TQ3Navigant の 50％を所有している。） 

Navigant を巡って、Boron と Tui の争奪戦が始まっている様だ。（DTW, 7/19/2005） 

（特に Tui は、以前から、米国市場参入の足がかりを求めている。） 

 

（６）アバカス 旅行社用オンライン予約ソリューション開発 
Abacus は、“Abacus WebConnect”と呼ばれる、旅行社がカスタマイズ出来るオンラ

イン予約ソリューションを開発した。 これを使用すると、旅行社は、旅行社独自の

Web サイトを立ち上げて、エアー･カー･ホテル・保険・パッケージを、オンライン販

売出来る。(asiatraveltips.com, 7/20/2005) 
 
（７）センダン旅行流通部門 アジアに人材起用 
Asia Cendant TDS（Travel Distribution Services）は、新たに 2 人の幹部を起用した。  
Mark J. Zaraza 市場開発部長 シンガポール駐在 

西豪州 Curtin 工科大学卒 ビジネスコンピューティング修士 
  元 Standard Chartered Bank Business Development Manager 
  電子サプライチェーン ソリューション販売担当 
Iwan Spillebeen オペレーション部長 香港駐在 
  CMO Antwerp に於けるビジネス管理と会計の資格を得る。 
  元 Galaxy Distribution System COO 
(asiatraveltips.com, 7/20/2005) 
 
（８）トラベロシティー ラストミニッツドットコム買収完了 
Travelocity Europe が、Lastminute.com の買収（買収価格約 10 億㌦）の手続きを全

て完了した。 欧州 14 カ国で営業する Lastminutes.com は、Travelocity の欧州に於

けるリード ブランドとなる。(DTW, 7/21/2005) 
 
 
 
 空 運  
 

（１）アメリカウエスト ユーエス合併 航空輸送業安定化局債権 10 億㌦の行方 
America West Airlines（AWA）と US Airways の合併会社は、ATSB（航空輸送業安定化局）

に対して、10 億㌦の借金を負う事になる。 
ATSB は、9-11 連続テロ直後に、民間航空会社救済の為に、政府融資保証の提供とその

管理の為に設立された政府機関で、現在まで、米航空会社 6 社の 17.4 億㌦（1,914 億円）

のローンに対して、15.6 億㌦（1,716 億円）の政府融資保証を提供している。 
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この内、AWA には $303m（333 億円）の、US には $707m（777 億円）の、融資保証を

行っている。 US の融資保証には、現金若しくは固定資産の担保が確保されているが、

AWA の保証には、担保が取られていない。 融資保証の見返りに、AWA の 30％、US
の 10％の株式が、ATSB に渡されている。 融資保証ローンの返済期日は 2007 年から

2009 年に予定されている。 

ATSB は、合併に対する賛否の権限を所有しているが、債権償還が強化されるであろう

この合併を、承認すると予想されている。 合併となれば、返済スケジュールを含む融

資条件は、当然見直される事となる。 リスケの方向がどうなるかは、未だ分かってい

ない。(Travel Business Journal, 7/8/2005) 
 

（２）ユナイテッド ＄310ｍ借入れ シカゴ破産裁承認 
シカゴの破産裁判所は、UA 航空の、新規の＄310ｍ（341 億円）のローンを承認した。 

これで、Chapter-11 申請以来 UA の借り入れは、13 億ドル（1,430 億円）に達している。 

破産裁判所は、この借り入れは、UA の Chapter-11 離脱の為に必要と判断している。  

破産裁判所は、同時に、繋ぎ融資の返済日を、9 月 30 日から 3 ヶ月間延長して 12 月 30
日とする決定を行った。 UA は、8 月 1 日頃に、Chapter-11 離脱のための再建計画を、

破産裁判所に提出する予定。 再建計画が認められれば、2002 年 12 月以来 Chapteer-11
下にある UA は、略 3 年ぶりに、平常の事業運営に復帰することになる。 

一方、UA の客室乗務員約 100 人が、年金基金解散に抗議して、7 月 15 日、シカゴの街

頭をデモ行進した。 客室乗務員組合は、ストライキ（抜き打ちの指名部分スト）に入

る構えを見せているが、今の所は、ストには入っていない。（Yahoo NEWS, 7/15/2005） 

 
（３）イギリス航空 法人ネゴレートのカード決済復活 
BA は、英国に於ける、法人ネゴレート販売のクレジットカード決済を復活する。 BA
は、3 年前に、法人ネゴレートを使用した国際線航空券の、クレジットカードによる購

入を禁止した。 American Express は、裁判所に BA の不当な措置の是正を求めていた。 

BA と American Express は、昨年、裁判所に於けるディスピュートを中止し、当事者間

で協議を継続していた。(DTW, 7/18/2005) 
 

（４）シンガポール SATS S$23m 投資で施設改良 
Singapore Airport Terminal Service は、S$23m（15 億円）を投じて、貨物ロジスティック

スと機内食施設やサービスを改良する。 より本格的なエスニック機内食の提供、ラウ

ンジサービスの改善、手荷物と貨物の追跡システムの改善、等が改良の対象。（特に貨

物施設改良）  
SATS は、シンガポール Changi 空港で約 80％のシェアーを保有している。 海外空港での

収入は、昨年度（4 月-3 月）、S＄51ｍ（34 億円、前年比＋49％）に達し、税引き前利益の
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23％を構成する。 SATS は、継続して、海外空港でのグランド ハンドリング収入増加を

試みている。(channelnewsasia.com, 7/18/2005) 

 
（５）ノースウエスト 労使交渉決裂 仲裁委員会裁定へ 
NW 航空と整備組合の、整備員人件費カットを巡る労使間交渉がデッドロックに嵌った

ため、National Mediation Board（NMB）が、両者間の仲裁（binding arbitration）を試み

る事になった。  
NW は年間労務費▲11 億㌦（1,210 億円）の削減を計画している。 この内、整備員に

は、▲＄176m（194 億円）のカットを要求して労使間交渉が行われて来た。  
NMB の仲裁は、労使のどちらもが拒否権を有している。 双方が仲裁受諾となれば、

NMB の仲裁裁定に、労使双方は従わなければならない事になる。（即ち binding 
arbitration） 労使のどちらか一方でも、仲裁を拒否した場合は、30 日間のクーリング

オフ後、整備組合は、ストを構えることが可能となる。(USA Today, 7/15/2005) 
 

NW のクリナーと守衛を含む AMFA（Aircraft Mechanics 
Fraternal Association）NW 支部組合員は、7 月 19 日、圧倒的

多数で、スト権の確立に賛成票を投じた。 NW CEO Doug 
Steenland は、WAS の航空クラブで演説し、「NW は、整備

組合のストが行われても、18 ヶ月間スケジュール通りの運

航を維持できる、コンティンジェンシー プランが出来てい

る」と語っている。 彼は、「この場合は、整備を外部のベ

ンダーに委ねる」、と言っている。（DTW, 7/19/2005） 

7 月 19 日、NW は NMB のバインディング仲裁を拒否した。

(nytimes.com, 7/19/2—5) 
NW CEO Doug Steenland  (53) 

 

（６）インドネシア ライオンエアー B737-900ER 型 30 機 終契約 
インドネシア初の LCC Lion Air は、今年初めに発表

していた、60 機（確定 30＋ｵﾌﾟｼｮﾝ 30）の B737-900ER
型機の購入を、7 月 18 日、ボーイング社と 終契約

した。 この商談は、リストプライスで 39 億㌦

（4,290 億円）。 

 

導入は、2007 年の上半期からが予定されている。 

B737-900ER は、 大 215 席が装着可能で、3,200 海

里（5,900km）の航続距離を持つ新鋭次世代機。

(asiatraveltips.com, 7/18/2005) 
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（７）シンガポール LCC タイガー フィリピン＝マカオ線開設 
Tiger Airways が、7 月 18 日、マニラ（Clark）＝

マカオ線毎日便を 10 月 30 日から開設すると発

表した。 Tiger は、観光客は勿論の事、香港と

マカオに出稼ぎに行っているフィリピン人労働

者の搭乗を期待している。 

Tiger は、SIN＝マカオ線を、7 月 30 日から、週

10 便へ 3 便増便する。 (Asiatraveltips.com, 
7/18/2005) 
 

（８）カンタス ＋ シンガポール航空合併 空騒ぎ 
豪政府の首相・貿易大臣・運輸大臣たちの、突然の「QF はコンソリに向かうべきで、

その相手は SQ が望ましい」と言う発言が、業界を混乱させている。（以下、興味深い

事実のみを羅列する。） 
・この話は、QF にも SQ にも“寝耳に水”の話である。 
・BA は、昨年 QF 株の一部を売却し、25％から 18.25％保有に減少させている。 
・QF の合併先となれば、依然として、NZ が も相応しい相手だ。 

（ニュージーランドは、2003 年、反競争法との関連で、QF＋NZ の合併を承認しな

かった。） 
・シンガポール政府は、依然として、SQ 株の 57％を所有している。 
・SQ は、1999 年に Ansett への資本参加に失敗している。（Ansett は 2 年後に倒産） 
・豪政府は、49％外資規制撤廃を検討すると言っているが、SQ の豪米路線参入と、ど

のようにこれが関連するのかが、ハッキリしない。 
・QF CEO Geoff Dixon は、英国の航空クラブで演説し、「QF+SQ 合併話は全て仮定の話」、

「他の産業と同様に、航空でも、クロスボーダー合併が認められてしかるべきだ」と、

語っている。 
(FT.com, 7/18/2005) 
 

（９）スピリッツエアー 新規融資 $100m 獲得 
米国 大の非上場航空会社、フロリダの Miramar ベースの Spirit Air が、新規融資（new 
financing）＄100ｍ（110 億円）を獲得した。 その内訳は、Oaktree Capital Management
（Spirit のリード インベスター）からの＄70ｍと、Goldman Sachs からの＄30ｍ。 
Oaktree は、これで、合計＄195ｍを Spirit に投資した事になる。 
Goldman Sachs は、航空会社への投資は、Aloha Airlines（現在 C-11）、UA（現在 C-11）
に次いで Spirit が 3 社目の投資。 獲得した＄100ｍは、燃油費増への対応に充当され
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る。 
Spirit Air は、1990 年に設立され、現在、米・カリブの 20 都市をカバーする、低運賃航

空会社。 34 機のフリート（MD-80 型機 23 機、A321 型機 5 機、A319 型機 6 機）を保

有し、2007 年までに、全機エアバス機に更新する 中。(nytimes.com, 7/19/2005) 

 

Spirit Airlines flies McDonnell Douglas MD-80 jets, including this one at Fort Lauderdale/Hollywood International 

Airport in Florida 

 

（10）イギリス航空 機材更新計画準備 
BA が、長距離路線用の機材計画を見直している。 見直しの結果如何によるが、この

検討は、数 10 億㌦（数千億円）の新機材購入に繋がることになるだろう。 BA 会長

Martin Broughton は、7 月 19 日の株主総会で、「BA は、今後 9 ヶ月以内に、今後の 10
年間をカバーする事になるであろう、 大投資を決定する」、と発表した。 

BA 長距離便フリートは、総機数 111 機全てがボーイング機材で、型式毎の内訳は； 
B747-400  57 機 平均機齢 16 年、 大の 747-400 オペレーター 
B777-200LR 43 機 UA に次ぐ 大の 777 オペレーター 
B767-300 21 機 内 10 機が長距離便に使用されている 
1990 年代後半に、A320 型機の売り込みに成功した、エアバスは、A380 スパージャン

ボを含む長距離機材の売り込みに、必死になっている。 
BA は、債務削減を優先させて、投資を控えて来たが、いよいよ、本格的な機材投資を

再開する。 BA の債務は、2001 年の 66 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1 兆 3,200 億円）から、29 億ﾎﾟﾝﾄﾞ

（5,800 億円）に減少している。 このレベルは、1993 年以来 低の負債レベル。 
(FT.com, 7/19/2005) 
 

（11）イギリス航空次期 CEO ワルシュ 既定路線継承を 優先 
BA の次期 CEO Willie Walsh（43）は、株主総会で、既定の 2 年間ビジネスプラン（下
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記①～④）の継承を 優先させると語っている。 
① 2008 年 3 月末に予定されている LHR 空港第 5 ターミナルへの移転。 

（初めて LHR のオペレーションが単一ターミナルに集結される。 BA は、この機

会を捉えてコストの削減と、旧来の業務慣行全てを見直し、徹底的な業務効率改善

化を予定している。） 
② 2007 年 3 月までの、労務費削減▲3 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（600 億円）の達成。 
③ Virgin の Upper Class Business Suite に負けてしまった、長距離ビジネスクラス座席

の、次世代フラットベッド新座席の導入。 
④ オペレーティング マージン 10％の達成。（現在 0.9％） 
⑤ （長距離機材選定。） 
「エアリンガス航空で“コスト削減魔”と恐れられた Walsh が、BA の CEO に就任して、

BA に、深刻な労務問題を引き起こしかねない」と言う株主の懸念に対して、会長の

Martin Broughton は、「誰もストライキを欲していない」、「BA は、労使関係を大幅に改

善している」、「英国平均の倍以上あった欠勤サボ（absenteeism）は、社員 1 人当たり年

間 17 日が、11 日に減少している」と回答している。(FT.com, 7/19/2005) 
 

（12）大韓航空 ユナイテッド航空 重整備獲得 
KE が、UA の B747-400 型機 27 機の重整備サービスを受託した。 これは、同社のグ

ローバルな MRO（Maintenance, Repair & Overhaul）市場へのプレゼンス拡大戦略の一環。 

KE が UA から受託した重整備サービスは、5 年間にまたがるもので、各年およそ＄12m
（13 億円）の収入を KE にもたらすと想定されている。 2004 年に KE は、MRO サー

ビスで、およそ 167 億ウオン（18 億円）の収入をあげている。(asiatraveltips.com, 7/19/2005) 
 

（13）サウスウエスト航空 ラスベガス発着 毎日 200 便達成 
ラスベガスのMcCarran国際空港で、Southwest航空の1日の運航便数が200便を超えた。 

これは、同社の 60 空港オペレーションで、 大便数。  
LAS=San Diego 毎日 2 便の開設と、LAS=Oakland 毎日 1 便追加（合計毎日 13 便）によ

り、1 日 201 便の運航規模となった。(Southwest Airlines Press Release, 7/20/2005) 
 

（14）アメリカン航空、コンチネンタル航空 第 2 四半期利益計上 
AA 航空の親会社、AMR が、第 2 四半期に＋＄58ｍ（64 億円）のネット利益（exceptional 
items 除き）を計上した。 過去 5 年間弱の間で初の利益計上（exceptional items 除き）。 

収入は＄5.31bn（5,841 億円、前年同期比＋10％）、L/F は 79.5％。 

CO 航空が、第 2 四半期利益＄100ｍ（110 億円）を計上した。 これは＄47m の特別利

益を含む。 収入は＄2.86bn（3,146 億円、前年同期比＋12％）、L/F は 78.1％。 
DL 航空の第 2 四半期決算は、▲＄382m（420 億円）。 CFO と VP operational planning
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（実質的 COO）のトップレベル幹部 2 人が DL を去っている。 この僅か 1 年強の間

に、CFO が辞職するのは 3 回目。 新 CFO には、Edward H. Bastian、新 COO には、James 
Whitehurst（37）（下写真：右）（現 CEO Grinstein の後釜と言う評判を持つ男）が任命さ

れた。（nytimes.com, 7/21/2005） 

 

At Delta, James Whitehurst, right, was named chief operating officer. At left is Gerald Grinstein, Delta's chief. 

 

（15）カンタス航空 米発特別運賃単純化 ニュージーランド航空に追随 
QF 航空が、8 月 1 日から、米発特別運賃を単純化する。 これは、数週間前の NZ 航空

が実施した、運賃単純化をフォローしたものであるが、シーズナリティー運賃の大幅減

少は実施せず、事前購入制と週末サーチャージを廃止し、運賃クラス（fare categories）
を、3 クラス（“Red Tail”, “Super Saver”, “Flexi Saver”）に変更している。  NZ 同様、

片道運賃は、往復運賃の 60％としているが、“Super Saver”, “Flexi Saver”のみの適用にと

どめている。(DTW, 7/21/2005) 
 

（16）ライアン航空 イタリアで三番目の基地 ピサに開設 
Ryanair が、イタリアの Pisa に、欧州 13 番目の基地を設営した。 イタリアの基地とし

ては、 ローマ Ciampino、ミラノ Bergamo に次ぐ 3 番目の基地で、B737-800（189 席）2
機を常駐させる。（ローマには 5 機、ミラノには 4 機が常駐） Pisa からは、現在 7 路

線を運行中であるが、Doublin, Eindhoven（蘭）とイタリア国内線 Alghero（サルディナ）

の 3 路線を、近々追加する。 Ryanair は、既に 4 月からイタリア国内線 3 路線（ROM
＝Venice/Treviso、Verona/Brescia、Alghero を開設している。 

イタリアは、Ryanair にとって、2 番目に多くの旅客を輸送している路線で、総旅客数の

13％を構成している。 1 位はイギリスの 41％、ドイツとアイルランドが 11％で並ん

でいる。 
一方ドイツの展開は、計画通りに進んでいない。 北ドイツ Lubeck 空港の滑走路延長
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の許可が降りず、基地開設計画が進展していない。 ニュージーランドの infrastructure 
fund の Infratil の Lubeck 空港 90％株式取得が上手く行っていない。(FT.com, 7/20/2005) 
 

（17）中国 A330 型機 20 機購入 
中国は、エアバスと A330 型機 （311 席）20 機の購入契約を締結した。 リストプラ

イスに基づくと、31 億㌦（3.410 億円）の商談。 この機材は、Air China のフリートに

組み入れられる。 
中国の統計によれば、昨年度の中国航空旅客数は、前年を+16％上回る 1 億 2,100 万人

を記録している。 このまま成長して行けば、中国の航空旅客市場は、米国、欧州に次

いで世界第 3 位の旅客数を誇る大市場となることが予想されている。 エアバスは、向

こう 20 年間の中国民間商業航空機需要を 1,600 機と予測している。（ボーイング予測は

2,000 機以上）(channelnewsasia.com, 7/21/2005) 
 
 

 

 水 運  
 

（１）米ツアオペ グローバス 中国長江（揚子江）でリバー クルーズ開始 
米ツアオペ大手の Globus のリバー クルーズ ブランド Avalon Waterways が、2006 年の

長江クルーズ商品を発表した。 Avalon が、２年前に始めた欧州クルーズ以外で、ツア

ーを動かすのは初めて。 Avalon は、Globus よりもアップスケールのツアーを提供す

る、と言っている。 
Globus が Victoria Cruises の船の一部を使用するのに対し、Avalon パッケージは、Katarina（266

人乗りの Victoria の新型豪華船）のみを使用し、 

Globus が上海の Sofitel を使用するのに対して、Avalon は、St. Regis を使用する。 

Avalon は、クルーズ 4 泊＋上海・北京・西安を含む地上７泊のプログラムと、 
クルーズ 3 泊＋前述の都市に桂林と香港を加えた地上 9 泊のプログラムの、２つを用意

する。(DTW, 7/19/2005) 
 
 
 

 陸 運  
 

（１）プリヴェチューリッヒ 京成電鉄株 買い増し 
プリヴェチューリッヒが、京成電鉄株を買い増す。 CEO の松村ケンゾウ氏は、京成

株を、株価次第にもよるが、現在の 7％から 20％以上にまで買い増す、と言っている。 
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日本の投資グループであるプリヴェチューリッヒが、米国スタイルのキャピタリズムを

引っ下げて、伝統的な日本の投資環境に揺さぶりをかけている。(FT.com, 7/19/2005) 

 
 

（２）台北市、リニア・モーターカー導入を考慮 
台北市のMRT事業を担当している台北市捷運局が、日本からリニア・モーターカー 
を導入することを検討している。 同局では、現在開催中の愛知万博会場で運行されて

いるリニア・モーターカーの特長である低震動、低騒音に着目し、このリニア・モータ

ーカーを、台北市MRTの淡水線 新北投支線（北投・新北投間）、および、台北市内湖

科技園区の内湖南北線で運行させたいと考えている。 

台北市捷運局によると、新北投支線の距離は1.1キロと短いが、沿線住民から騒音苦情

が多く寄せられている。 捷運局ではこの対策として、リニア導入の検討を開始した。 

リニアの騒音は28デシベル（時速100キロ走行時）で、MRTの64デシベルに比べて、非

常に小さい。 

しかし、１編成（３両）当たりの価格が約７億元（25億円）と非常に高い事や、リニア

運行に必要な軌道や信号システム設置工事などのコストについても考慮する必要があ

る。 このコスト面での問題が、リニア導入計画推進のネックとなりそうだ。（日刊台

湾通信、2005年７月21日） 
 

（３）アムトラック 上院予算小委員会で 14 億㌦の補助金支給可決 
Amtrak の政府補助金 14 億㌦（1,540 億円）が、上院の予算小委員会で可決された。 Amtrak

は、18 億㌦を要求していたが、運輸省のジェネラル インスペクターの、「現状維持のため

には、14 億㌦～15 億㌦で済む」と言う発言が影響して、14 億㌦に減額されている。 来年

度予算に組み込むためには、上院予算委員会、上院本会議を経て、下院案（12 億㌦の支給

を決めている）と調整後、連邦議会の承認を得なければならない。 全てで可決されたと

情報 177（平成 17 年 7 月 22 日）  TD 勉強会 21 



しても、Amtrak 補助金全廃を主張しているブッシュ政権の拒否権が発動される可能性無し

としない。 ブッシュ政権は、赤字続きの Amtrak は、一度倒産させて、路線再編による

合理化が必要と主張している。(DTW, 7/20/2005) 
 
（４）台湾新幹線、来夏以降に開業を延期 日本側と 終調整 
日本の新幹線技術の初輸出となる台湾高速鉄道（台湾新幹線）について、今年 10 月末

の開業予定を、来年 8 月以降に延期することで、台湾、日本の関係者が 終調整に入っ

た事を、日台の関係者が明らかにした。 鉄道としては、世界 大規模の民間事業だけ

に、開業延期が今後の資金不足を招き、新幹線事業の成否を左右する可能性が出てきた。  

「2005 年 10 月開業」を目指した建設は、2000 年から始まったが、開業延期は初めて。

日本連合が請け負う、新幹線の中心部分である機械電気システムの工事遅れが、延期の

大の要因。 これらの進捗（しんちょく）率はまだ約 60％にとどまる。  

建設・運営主体の台湾高鉄で設計や製品検査を監督する

のは仏独など欧州からのスタッフが多く、彼らと日本技

術陣との意見調整が難航。 設計・仕様の変更や承認遅れ

などが相次いで、工事遅れにつながった。 また今年に入

って「日本の新幹線技術の純粋輸出ではなく、開業後の

安全に自信を持てない」との不満を強めたＪＲ東海など、

ＪＲ側と台湾高鉄との意見対立が深まり、事業がぎくし

ゃくした。  

ＪＲ東海と西日本から台湾に派遣されていたダイヤ作成、車両検査など 8 人の指導員は、

7 月末までに 6 人が帰国し、後任は派遣されない。 10 月時点でＪＲ出向者はいなくな

り、現地では「引き揚げ」と受け止められているが、ＪＲ東海広報部は「引き揚げるの

ではなく、そもそもの契約期間の満了に伴って帰国する」と説明する。  

乗務員教育や、ＪＲが協力していた運行マニュアル作成に携わる人材として、台湾高鉄

は、ＴＧＶ経験者のフランス人 6 人を急急遽雇用。 高速鉄道の運転士経験者も、主に

フランスから募り始めた。  

台湾、日本の関係者は、機械電気システム機材の 終受け渡しを来年初めに延ばすこと

でこのほど合意。 開業前に安全検査を実施する台湾当局を含め、「来年 8 月開業」を

新たな目標とすることで意見がまとまりつつある。  
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台湾高鉄は、主に開業後の運賃収入で、約 1 兆円の借入金を返済する計画。 返済が遅

れる開業延期の正式決定に合わせ、「今年 10 月開業」を融資の前提としていた銀行団

との交渉を本格化させるが、融資や増資による資金調達が一層難しくなることは確実と

みられる。 台湾当局の公的支援を求める声が台湾内外で強まりそうだ。 (朝日新聞、

2005 年 07 月 22 日 06 時 14 分) 

 

ホテル＆リゾート 
 

（１）ニューヨークのカプセルホテル 
East 51st StreetとSecond and Third Avenueに在る、小さな客室と共同浴場の施設を有する、

築 75 年のPickwick Arms Hotelの改装が始まっている。 風呂付きの広い客室に改修する

案もあったが、このホテルのオーナーは、現状の小さな客室を維持する事とし、2 段ベ

ッドに、フラットTV・iPodドッキングステーション･Wi-Fiで管理するミニバーを整えて、

1 泊 125 ㌦で、若い旅行者中心に販売する。 客室の全て

は、壊れにくい掃除のし易い素材が使われる。 

（ホテル業界では、この種のホテルを“pod hotel”と呼ん

でいる。） 各階には、2 から 4 の共同浴場が用意される。 

この浴場は、タイル張りを止めて石張りとして、シャワ

ーは数段階切り替え式を装備し、デラックスな風呂場に

作られる。 小部屋に加えて、80 平米～160 平米のバス

付きの部屋も用意され、1 泊 145 ㌦～155 ㌦で販売される。 

ホテルは、営業を継続しながら、13 階の内 2 階づつが改

修されて行き、今年末までに、367 室全ての改修が終了す

る予定。(nytimes.com, 7/13/2005)  
Vanessa Guilford and David Bernstein, managing director of 

the Pickwick Arms Hotel, in one of the high-tech but small 

renovated rooms at the hotel on the East Side of Manhattan 

 

（２）マリオット 第 2 四半期好決算 
世界 大のホテル オペレーターMarriott は、前年同期比＋11％の、第 2 四半期営業収益

27 億㌦（2,970 億円）を達成した。 利益（income）は、▲14％の$138m（152 億円）

であった。 減益は、CTF 合弁企業設立と新しいベッドの導入費 $29m（32 億円）の特

別発生費用のため。 

Marriott（Ritz-Carlton, Courtyard, Residence Inn ブランドを保有）の、その他のニュース

は、以下羅列の通り。 
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・ 中国ホテルの RevPAR（客室単価＝客室収入÷販売可能客室）が、+23％上昇。 
・ 全世界の平均 RevPAR は、＋11％上昇した。 客室レート値上げが影響している。 
・ 中国の海外渡航者が、香港とオーストラリアの RevPAR を上げている。 
・ 中国ビジネス旅客が、NYC・ブラジル・アルゼンチンのホテル オキュパンシーを

上げている。 
・ ホテルの売買が過熱している。 北米の Courtyard, Residence Inn ブランドの 40％が

新しいオーナーに販売された。 
・ ホテル業界好景気、金利安が、投資家のホテル資産売買に拍車をかけている。 
・ ホテルの営業費用の 50％を占める人件費が上昇している。（フルサービス ホテルの

場合）  北米で時間当たり人件費が＋4％上昇した。 ヘルス ケアー コストは＋

9％上昇。 
・ 燃油費が高騰している。 WAS（DC）では、エネルギーの規制緩和で、この地区の

燃油費が＋20％も上昇した。 
・ Marriott は、コスト増に対処する為、Marriott.com 予約を増やす努力を行っている。 
(FT.com, 7/14/2005) 
 

（３）東南アジア 大のホテル オペレーター ラッフルズ 全ホテル売却 
シンガポールの Raffles Holdings が、ホテル事業（Raffles と Swissotel ブランド）を、米

不動産投資会社の Colony Capital に現金 S$1.45bn（957 億円）で売却する。 この売却

には、世界 35 都市で所有している 41 ホテルが含まれる。 Colony は、Raffles の債務

等 S$274ｍにつても引き受ける。 

Raffles は、時価総額と客室数による世界ランキングで、17 位のホテルチェーンで、シ

ンガポール政府系のTemasek投資会社が所有するディベロパーCapitalLandが、その 60％
を所有している。  
売却収入 S$1.45bn の内、S$816ｍが、株主に還元される。 残る S$630ｍは、将来、中

国などのショッピングモール商業地開発投資に回される模様。 
Raffles のホテル事業売却は、以下の考えに基づいている。 
① ホテル事業は、競争力を維持するためには、今後大きな投資が必要となる。 
② 現在ホテル資産は格好の投資対象となっており、高い価格で売却が可能。 
③ 現在ホテル事業は、需要堅調で利益を計上している。 売却の絶好のタイミング。 
④ 今後は、ROI のより大きい商業地開発投資戦略に切り替える。 
 

Colony Capital は、1991 年に設立以来、ホテルとレゾートに 150 億㌦（1 兆 6,500 億円）

を投資している。 Las Vegas Hilton を含む、ラスベガスのカジノ数社を保有している他、

世界 大のホテルグループの Accor（仏）に、昨年、10 億㌦を投資している。 日本で

は、福岡ドームを所有している。 
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 そ の 他  
 
（１）米シリコンバレー 職 減少、給与 上昇 
米シリコンバレーで、職が減少している。  
過去３年間で、シリコンバレーのトップ企業５社の時価総額は、500％も上昇している。 

それに引き換え Santa Clara County の就労人口は、787,200 人から 767,600 人に▲2.5％低

下している。 
工場の自動化と、エンジニアリング労働の、より安い人件費へのアウトソースが原因。 

（インターネット機器の巨大メーカーCisco では、社員 1 人当たりの販売額が、2001 年の

48 万㌦から 68 万㌦に+42％も生産性が上昇している。） 

シリコンバレーは、ハイテクの頭脳集団地域に変貌しつつある。 
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（２）ウオールマート 4 年連続で世界 大企業に フォーチュン 500 
Wal-Mart が売上 2,879 億㌦（31 兆 6,690 億円）で、2005 Fortune Global 500 リストの年

間売上世界 大企業に、4 年連続で選ばれた。 2 位の BP（英）が、前年比＋23％収入

増の 2,851 億㌦を達成し、Wal-Mart との差を縮めている。（Wal-Mart は＋9％の増収） 
利益ベースでは、米国ベースの Exxon が 253 億㌦でトップ。 
トップ 10 の内 4 社は、石油会社が占めている。 BP（2 位）, Exxon Mobil（3 位）, Royal 
Dutch/Shell（4 位）, Total（仏、10 位）の順。 
時価総額 No.1 は、Exxon Mobil と General Electric が接戦している。 
500 社合計では、増収＋13％、増益＋27％。 2004 年は、景気の良い年であった。 
米国企業は、176 社がリストされている。 これは前回より▲14 社の減少。 
中国企業は、16 社がリストされている。 前回より１社増。 1995 年には、僅か 3 社

であった。 
都市別には、東京 56 社、パリ 27 社、ロンドン 24 社、NYC22 社。 
500 社 下位の収入は 124 億㌦（1 兆 3,640 億円）で、これはヨルダン或いはジャマイ

カの GDP に匹敵する。(channelnewsasia.com, 7/15/2005) 

Rank Company 
Revenues 

($ millions)
Profits 

($ millions) 

1 Wal-Mart Stores  287,989.0 10,267.0 

2 BP  285,059.0 15,371.0 

3 Exxon Mobil  270,772.0 25,330.0 

4 Royal Dutch/Shell Group  268,690.0 18,183.0 

5 General Motors  193,517.0 2,805.0 

6 DaimlerChrysler  176,687.5 3,067.1 

7 Toyota Motor  172,616.3 10,898.2 

8 Ford Motor  172,233.0 3,487.0 

9 General Electric  152,866.0 16,819.0 

10 Total  152,609.5 11,955.0 

 

（３）米投資銀行に、中国人の強力なディール メーカーが、続々と登場 
米投資銀行に、続々と中国生まれの強力な star bankers が生まれている。 彼等は、文

化大革命時代（1960 年代～1970 年代）に共産党員として育ち、米国に留学して資本主
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義を勉強した、パワーエリート達だ。 中国経済の改革を助け、中国大手企業のリスト

ラや、米国企業との M&A （例えば、米 Unocal、Maytag 買収） を手がける。 
（中国海洋石油 CNOOC の米石油企業 Unocal 買収 185 億㌦≒2 兆 350 億円は、国家安全

保障上の問題で米議会の反対を受けている。 海爾集団 Qindao Haier Ltd は、米家電メ

ーカーの Maytag を 12.8 億㌦≒1,400 億円で買収を試みたが、海爾集団の提示価格を上

回る買収企業が現れたため、今週、買収を断念している。） 
銀行業務の実務は勿論のこと、中国社会特有の文化商習慣に精通し、中国政府の高官や、

大手企業と太い人脈を持っているのが、彼等の“売り”だ。 
ウオール街は、血眼になって、このクラスの中国人人材を探している。 今では、彼等の

年収は、ボーナスを除いて年間 1,000 万㌦（11 億円）を下らない場合があるほどだ。 
長年、香港・台湾・シンガポールや西側諸国のビジネスマンの脇役的存在であった中国生

まれの“赤の資本家”が、主役に踊り出ている。(nytimes.com, 7/19/2005) 
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（４）無線 IC タッグ 不人気で中々広まらず 
グローバル ロジスティックスの効率化の救世主と目されている RFID（無線 IC タッグ）

が、中々広まらない。 値段が高い事と、雨や鉄との接触を嫌う RFID の、貨物への貼

り付け場所の選定などの手間が、敬遠されている原因。 RFID の導入に積極的な

Wal-Mart によると、サプライヤーの 50％以上が、ロジスティックス効率化の RFID の恩

恵を全く理解せず、“導入を強制されている”、と感じていると報告している。(FT.com, 
7/18/2005) 

 
 

 
 
 
 
 
編集後記  
 
 
 
下図の赤い丸印が、NYC 州ロングアイルランドの Hampton。 
NYC のセレブやウオール街のパワーエリート達が、セカンドハウスを構える、高級別

荘地である。 
 

 

情報 177（平成 17 年 7 月 22 日）  TD 勉強会 28 



 
177 号の編集後記に入る。 
 
 

7 月と 8 月は“夏休み”で、ビジネスも半ば休業と言うのが、米国に於いてさえも、今

までの慣習であった。 それが、1990 年代の中頃から、変わり始めていると言う。  夏

休みを取らなくなっているらしいのだ 
 

だから、今週号「情報 177」のニュースも、チットも減らない。 
（尤も隔週発行の TDR の間隔が、14 日間から 21 日間に伸びているが・・・・。） 
 

ニュースがチットも減らないのは、“ライジング ドラゴン”の勢いの、中国関連ニュー

スが多くなっている事にも起因している。 
 
 
 

今週号で印象に残ったのは、ナント言っても、その中国の、若い M&A ディーラー達の、

自信に満ちた顔が並んだ写真（P.-27）である。 
さすがに、火薬と羅針盤と印刷機を発明した、世界四大文明発祥地の一つである中国の

末裔達だ。  今や世界の巨大 M&A を動かしている。  そして中国経済の改革をリ

ードしている。 
 

このパワーエリート達は、夏休みは取らないのだろうか？ 
ニューヨークのヤッピー達と同じ様に、ウイークデーは、ウオール街で働き、週末を、

ハンプトンのセカンドハウスで過ごして居る？ ブラックベリーの携帯端末を片時も

離さずに？ 
 

だから、ブラックベリーの保有者が“鰻上り”で増えるはずだ。 各月＋20 万個のペ

ースで売れていると言う。 今年中には 500 万人以上が、ブラックベリーで四六時中仕

事をするようになるようだ。 ヤレヤレ・・・・ 
 
 
 

日本ではどうだ？  
 

かれこれ 20 年前頃に、日本の貿易黒字が雪ダルマの如く増えた時、米国から働き過ぎ
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だ働き過ぎだと叱られて、ナイーブで、お人好しで、人から良く思われたいと何時も思

っている日本人は、下手な大国意識を丸出しにして、祝日を 15 日に増加し、必ず 1 週

間以上の夏休みを取れ取れと奨励して、働なくなって来ているのではなかろうか？  
 

尤も、米国や中国のパワーエリート達の働き振りと、日本の一般的な話を混同してはい

けないが・・・・。 (H.U.) 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 177 （ 以 上 ） 
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