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Forrester Research: TRENDS, 5/26/2007 

1. Three RSS Applications Travel Can Put To Use Now 

リアル･シンプル･シンジケーティング（下） 

 
この Forrester のレポートは、情報 165（4 月 28 日）の「リアル･シンプル･シンジケーテ

ィング（上）」の続編である。 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
RSS は、消費者･提携先企業･従業員に対するコンテント同時配信の為の、多様な、そし

て微妙な方法（variety of nuanced ways）を、旅行の会社に提供する。 全ての RSS アプ

リケーションが、旅行に変革をもたらすものではないが、パーソナルな旅行検索のサポ

ートや、旅行社のエージェントの強化や、より密着したカスタマーサービスを促進させ

る RSS の能力は、旅行業界にとって、有益なものとなるだろう。  
 

旅行の会社は、直ぐに RSS の戦略立案に着手しなければならない。 しかし、最初は、

RSS についての学習とテストの助走期間を設けるべきであり、性急な固定的な戦略作成

を避けるべきである。 
 
 

RSS シリーズの最初の部（情報 165）では、RSS（Real Simple Syndication）を、ユーザ

ーがコントロールする XML フィードの様式と定義づけた。 単純にボタンをクリック

するか、或いは URL をカット＆ペーストするかによって、ユーザーは、広範囲の種類

のプログラムやデバイスに、彼等が選択したサイトから、コンテントを流し込むことが

出来る、と言う事について触れた。 
このレポート「RSS 下」では、旅行業界に影響を与える、三つの RSS アプリケーショ

ンについて見てみる事にする。 
 

Three RSS Applications Travel Should Not Ignore 
 

RSS は極めて柔軟性に富んでいる。 ニュースの様なコンテントの同時配信（syndicate）
への使用はもとより、異なるソースから、情報を検索し、比較し、蓄える等の、コンテ

ントを管理する術を、ユーザーに提供することが出来る。  
RSS フィードは、メッセージを発出したがっているパブリシャーは勿論、カスタマイズ

するために情報を欲しがっているユーザーにも尽くすことが出来る。 
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RSS フィードは、最も広いリーチのインターネット上に、パブリックインフォーメーシ

ョンを流すためにも使用できる。 あるいは、プライベートな通信手段を強化させる方

法として、片道の e-メール形式の様な機能にも応用できる。 
これらの利用法方法は、それ自身では異なるものであるが、旅行の会社に、幅広い豊富

な可能性を提供する。(Figure 1 参照) 
 

Forrester は、以下の三つのアプリケーションが、旅行業界に影響を与えるだろうと考え

ている。 
 

1. Personalized travel search, through subscriber-customized feeds. 
 

RSS フィード内のスタティックなコンテントは、ユーザーが興味を抱くかも知れないが、

それだけでは単なる情報の塊に過ぎない。  
しかし、ユーザーが、自分自身でその情報をカスタマイズ出来るのであれば、フィード

は、より価値があるものになる。 例えば、複数のホテルサイトを訪れ、SFO の四つ星

ホテルを検索し、検索結果に RSS フィードを作り、そして全てのフィードを RSS 情報

集約（RSS aggregator）に追加する。 そして、RSS 情報集約を使って、各ホテルのア

メニティーリストの中から、“Avenda”と言う言葉を検索する事が可能になるのだ。 つ

まりユーザーは、自分の好みの整髪化粧品“Avenda”を、常備しているホテルだけを抜

き出すことが可能になる、 
 

RSS ベースの旅行検索は未だ登場していないが、Amazon.com の A9 テクノロジー グル

ープは、検索シンジケーションのコンセプトに基づいて、今年初めに、一般的な検索ア

グレゲーターを立ち上げている。（Figure 2 参照） 
O’Reilly Network のアグレゲーターである Meerkat は、レーザーもどきの正確さの、フ

ィードアイテムの詳細検索ツールを提供している。  （Meerkat の詳細については、

http://www.oreillynet.com/pub/a/rss/2000/03/17/about_meerkat.html. 参照。） 

 
2. Super-powered travel agents, through live push feeds. 
 

ライブのプッシュフィード（live push feeds）は、複数のソースからの最新情報を、ユー

ザーにワンタッチ操作でもって提供する。 誰がこの機能を欲しているか？って。 旅

行にあっては、専門性を有する人達、即ち旅行社のエージェントや企業のトラベルマネ

ジャー達である。  
 

彼等にとっては、このフィードは、新しいホテルや、鍵となるマーケット情報、旅行施
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設やサービスプロバイダーに対する旅行者の評価を知るための、理想的なツールである。 

ブログに、専門知識をシェアーしたいと願っている、旅行社のエージェントにとっては、

RSS は、潜在的なクライアントやジャーナリスト、そして彼等が知っている情報に興味

を持っているその他の人々に、彼等のポスティングを配信してくれる。 彼等のリーチ

とビジネスを拡大してくれるのだ。 

 
3. Customer service finesse, through private feeds. 
 

RSS は、e-メールに代わるものではない。 タイムセンシティブでない、知って喜ばれ

る情報を顧客に与える為の、適切なチャネルを旅行の会社に提供する。 今日では、旅

行の会社は、便の欠航案内から週末のゴルフ プロモーションに至るまでの、全ての情

報を、顧客のメールボックスにドンドン投げ込んでいる。 そして、顧客に、それぞれ

のメッセージに対して、同じレベルの注意喚起を要求している。 
 

しかし、RSS によって、旅行の会社は、タイムセンシティブが少ない、顧客ニーズが有

ると思われる情報 ― ロイヤルティー プログラムのポイント残高、ダイニングの提

案など ― を、顧客に嫌がられないで送る事が出来るのだ。 顧客は、この手の RSS
情報については歓迎しており、e-メールのメッセージに対して抱いている、侵入的な悪

感情を持っていない。 
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Download this figure: 
PowerPoint slides この画面はボケているので、実際に A9.com を

試すことをリコメンドします。 

 

 

RECOMMENDATIONS 
 
TRAVEL COMPANIES MUST START SMALL, BUT START NOW 
旅行の会社は、すぐさま、RSS の検討に着手するべきである。 しかし、テクノロジー

の詳細を良く学習し、段階的な導入を試みるべきである。 以下が Forrester のリコメン

デーションである。 
 

・ Pick one feed and do incremental rollouts. 
自身の情報フローをよく評価し、潜在的なアプリケーションに対するブレーンストーミ

ングを実施した後に、旅行の会社は、RSS フィードの候補を選定し、立ち上げ、既存の

コンテントを利用して、それを、運用開始しなければいけない。 運用開始後の評価を

行い、微調整を加えた後に、その学習効果を活かして、次のアプリケーションのロール

アウト準備に入るべきである。  
 

・ Use packaged technologies to build and track feeds. 
RSS は基本的には DIY（do-it-yourself）タイプのテクノロジーである。 従って、旅行

の会社は、IT テクノロジーにドップリ浸かる前に、何が一番自分達に重要なのかを探
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し出さなければいけない。 Nooked、FeedForAll、MyST Technology Partners の如くの会

社は、ミニマムな IT 専門家の関与によって、プッシュフィードを立ち上げ、管理でき

る独創的なツールを、旅行の会社に提供している。 検索結果への RSS フィードの作

成には、A9.com が開発した無料の OpenSearch テクノロジーを使用することが出来る。 

そして、FeedBurner と Syndicate IQ の如くのサービスを使用し、誰がサブスクライブし

フィードアイテムを読んでいるかを知ったり、サーバーへの負荷を軽減したりする事が

出来る。 
Nooked のサービスの詳細は、http://www.nooked.com/news/solutions.do. 参照。 
FeedBurner については、http://feedburner.com/fb/a/about. 参照。  
 

・ Market, market, market. 
RSS は、その名前が示す通り、そのテクノロジーは分かりにくい。 顧客や提携先や従

業員達に、RSS フィードが実施出来る事を、シンジケーションなどの言葉を使わずに、

分かり易く説明する事が、この RSS アプリケーションの立ち上げと運用を成功させる

為に、極めて重要だ。 
 

賢明な旅行の会社は、ユーザー ベネフィットに従って（テクノロジーではなくて）RSS
を立ち上げ、シンプルな分かり易い説明で、RSS フィードの申し込み方法を教え、（画

面のディスプレーがどうなるかを見せて）オタク的な知識や専門用語を露微塵も振りか

ざさず、懇切丁寧な手ほどきを提供しなければいけない。 Forrester は、始めるに当た

って、簡単なワンクリックで申し込みが出来るようにするために、“Add to My Yahoo”
と“Add to My MSN”ボタンを RSS フィードページに付け加える事を、旅行の会社に提

案する。 
“My Yahoo!”ボタンを追加する方法は、http://my.yahoo.om/s/publishers.html. の FAQ を

参照。 ■ 
 
 
 
PhoCusWright: TRAVstats, 5/24/2005 

2. Online Travel Agencies Hold The Line In First Quarter 

 オンライン旅行社、第 1 四半期実績 現状維持 

 

オンライン旅行社各社の第 1 四半期実績が発表された。 大手オンライン旅行社の取扱

高は、前年同期比で＋28％の力強い増率を、依然として示しているけれども、2004 年

度の第 1 四半期の増率＋44％よりも大幅な成長率のスローダウンを示している。 ＋
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28％は、ちょうど、2004 年度の 1 年間の対前年伸び率と等しい。  
 

第 1 四半期の顕著な特徴は、昨年の大手 6 社が、4 社へとコンソリ化が進展している事

である。 大手 3 社で、米オンライン旅行市場の 90％を、欧州オンライン市場の 60％
のシェアーを押さえてしまっている。 オンライン市場の寡占化が更に進んでいる。 
 

 
 

（ 2004 年のオンライン旅行社マーケットシェアー ） 

 

以下に、特記事項を箇条書きにする。 
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 Expedia のシェアーNo. 1 は、当面維持されるだろう。 IAC は、旅行部門を全て

Expedia に集中させている最中。 IAC は、Expedia と Hotels.com 合計で、50％もの

大きなシェアーを確保している。 
 Cendant が Orbitz を買収して、シェアー24％（Orbits 16% + Cendant 8%）を獲得、

Travelocity を抜いて 2 位に浮上。 
 しかし Sabre は、lastminute.com を買収して、間もなく 2 位に返り咲くであろう。 
 Non-Air 販売が増加している。 Expedia の場合は、ホテル客室販売が対前年＋21％

増に対して、航空券販売は＋4％に止まっている。 
 Travelocity も、Non-Air 販売が＋48％増加、Air は＋11％。 ホテル客室販売は、＋

32％、パッケジング販売は＋92％、それぞれ増加し、同社の総収入の 27％を構成

するまでに至っている。 
 Priceline は、ホテル販売＋53％、Air＋20％、合計取扱高が＋41％増加して、Hotels.com

を抜いて、5 位に食い込み、大手の仲間入りを必至にキープしている。 
 Cendant を除いて、各社の海外オンライングロス販売が増加している。 IAC ＋45％

（米国内＋14％）、Travelocity Europe ＋60％と、それぞれ海外販売（主として欧州）

を増加させている。 
 Priceline は、Active Hotels を買収して、priceline.co.uk を再立ち上げして、フルサー

ビス･オファリングの提供を開始している。 これが、大手 3 社と伍して競争して

いけるのかは、大きな疑問が残るところである。 
■ 
 
 
 
nytimes.com, 5/30/2005 

3. Online Travel Industry Tries To Adjust To Maturity 

 オンライン旅行社、成熟市場に対応 

 

第 1 四半期の、米国オンライン旅行予約が、前年同期比で＋20％増加している。 総旅

行予約の伸び率が約＋4％なので、オンライン旅行販売は、依然として増加傾向にある

と言え無いことも無い。 
 

しかし、これに反して、ウォール街の評価は、“売り”である。 Priceline.com は、業

界平均の倍の第 1 四半期予約増率を達成したにも拘わらず、株価は▲10％値を下げて、

5 月 27 日、1 株 24.19 ㌦をつけている。 
Piper Jaffray のアナリスト Aaron Kessler は、Priceline の評価を“outperform”から“market 
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perform”に下げている。  
彼は、「米オンライン旅行市場に懸念を抱いている。 サプライヤーは、旅行社を締め

上げている。 オンライン広告費が上昇しているし、市場の成熟度がより増して来てい

る」と、言っている。 
 

Expedia、Travelocity、Orbitz などは、法人旅行販売と、海外販売を強化して、米国オン

ライン市場の成長鈍化に対応しようとしている。 Expedia の欧州オンラインサイト等

は、欧州大陸で、オンライン旅行者を最も多く引きつけている。 Priceline も、最近、

欧州最大のホテル予約会社 Active Hotels を買収している。 そして、5 月 12 日には、

Travelocity の親会社の Sabre Holdings が、欧州の人気オンライン旅行サイトの

lastminute.com を買収することで、合意に達している。 
 

Thomas Weisel Partners のアナリスト Jake Fuller は、オンライン旅行社は、法人旅行販売

と海外販売で、まだ利益を出せる所まで到達していない、と言っている。 しかし、そ

れらの市場への投資は必ず償還され、再び収入増に貢献するだろう、と語っている。 
 

旅行は、オンライン販売の最大のカテゴリーである。 comScore によると、オンライ

ン レジャー旅行販売は、昨年、510 億㌦（5 兆 6,100 円）に達し、総レジャー旅行販売

の 44％を構成するまでに成長している。 大まかに言って、全旅行予約の 30％が、オ

ンラインで処理されている。 リテールの 5％弱よりは、比べるまでも無く大きなオン

ライン化率を誇っている。 この拡大は、2001 年～2003 年にかけて達成されている。 

この間に、オンライン レジャー予約は、3 倍以上の 430 億㌦（4 兆 7,300 億円）に成長

している。(Forrester Research) 
 

2001 年 9 月のテロ攻撃の後で、旅行のサプライヤー達は、必至になって、価格を割引、

在庫の山を処分しようとした。 しかし、バーゲン販売の宣伝広告費が捻出できず、彼

等は、Expedia、Travelocity、Orbitz、Priceline などのオンライン旅行社に依存して、大

幅なマークアップを付けて、在庫を売り捌いた。 
 

昨年になって、米国内旅行景気が回復すると、サプライヤー達は、オンライン旅行社に

依存していた値引き販売を縮小し、コミッションの支払いがゼロで済む、自社サイト直

販を増加する戦略を取り出した。 
 

Thomas Weisel の Fuller によれば、第 1 四半期のオンライン旅行販売総額は 150 億㌦（1
兆 6,500 億円）と見積もられ、そして、サプライヤーの自社サイト直販は、オンライン

旅行社販売の＋18％を上回る、＋22％を達成している。 comScore は、サプライヤー
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サイトとオンライン旅行社サイトの販売比率を、62.5：37.5（2004 年第 4 四半期）と推

定している。 
 

オンライン広告需要が著しく増加し、オンライン広告費の値上げをもたらしている。 

Piper Jaffray の Kessler は、今までオンライン旅行社は、販促宣伝費を安定して確保して

来たが、広告費の高騰により、これからは予算の捻出が、ますます難しくなるだろうと、

言っている。 しかしながら、Fuller は、在米国のオンライン旅行社の将来について、

楽観的な見通しを立てている。 国内オンライン予約が、今後数年間、年率＋10％～＋

12％成長に鈍化するとしても、オンライン旅行社は、法人旅行販売イニシャティブと、

海外販売の拡販努力により、持続的な成長を遂げるだろう、と予想している。 
 

Priceline.com の CEO Jeffery H. Boyd（右）は、目的地

サービス販売が増加すると予想している。 ワイアレ

スのインタネットアプリケーションが増加し、例えば、

レストランが、店のそばに居る人達に、値引きメニュ

ーを提供する時代がやって来るかも知れない、と言っ

ている。 
Priceline's chief executive, Jeffery 

H. Boyd, sees some future growth 

in selling services to travelers at 

their destinations. 

 
 

InterActiveCorp の旅行部門（Expedia、Hotels.com、Hotwire 等を含む）の CEO Dara 
Khosrowshahi は、既存事業の一層の効率化をはかり、利益を捻出しなければいけないと

考えている。 Expedia のホテル予約の 1/3 近くは、最終的な予約が電話で処理されて

いる。 19％が、オンラインで予約が完遂されない理由として、e-メールのホテル予約

確認メッセージが届かないことを挙げている。 そこで Expedia は、顧客に、e-メール

アドレスの 2 度の入力を依頼している。  
 

今まで成長一本槍で突き進んで来た、オンライン旅行社大手が、初めて、細かい所まで

調べ上げて、事業運営の効率化に精力を注ぎ始めている。 ■ 
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TDR, 5/16/2005、 Kayak.com News release, 4/11/2005 

4. Kayak.com Takes paid Search Into Real Time 

 カヤック 新旅行検索ソリューション立ち上げ 

 
Kayak.com が、キーワード コンビネーションから離れて、新しい有料の検索ソリュー

ションを立ち上げた。 
 

Kayak Network（www.kayaknetwork.com）の有料検索テクノロジー（特許申請中）は、

旅行の広告主に、リアルタイムの消費者検索から引き出されるアクチャルの検索パラメ

ターに従った、彼等のマーケティング活動をカスタマイズさせることを可能にする。 
「旅行広告主（特にホテル）は、割高なオンライン宣伝費、低いコンバージョン率、一

般的なキーワード検索から、ついに開放されることが出来る」と、Kayak の共同創立者

の 1 人で且つ CEO の Steve Hafner が語っている。 
「ホテルは、低オキュパンシーの日日に集中して、航空会社は、特別のシティーペアー

と旅行日に限定して、今迄は出来なかった方法で広告を打つことが可能。 或いは、旅

行社は、クロスショッピング後の消費者を勧誘することが、初めて出来るようになる」

と、彼は言っている。 広告費は、クリック当り 1¢ほど。（要確認） 
 

Kayak Network は、セルフサービスのエクストラネットで、トラッキング インプレッシ

ョン、クリック、クリックスルー率（click-through rates）、クリックあたりの平均コスト

（average CPC ）、検索結果内に於ける平均的ポジション（average position within search 
result）のレポーティングツールを備えている。 将来は、ホテルの施設等の説明

（managing description）、消費者のフィードバックへの対応、e-Bay などが行っているハ

イライト化、太字描写、写真の挿入、などによる画面上のビジビリティーの改善と、広

告の差別化を計画している。 
 

「つまり、Kayak Network のアイディアは、Google のコストパークリック（CPC）の検

索連動型広告と類似している。 違っている点は、コンテクストで、Kayak は、旅行専

門の Google と言えない事も無い」と Hafner は語っている。 
Kayak Network のマーケティング キャンペーンは、Kayak.com と、アフィリエートのネ

ットワークの、AOL の Pinpoint Travel や USAToday.com などで展開される。 

 
以上では Kayak Network の全貌が良く分からないので、下図のサイト画面を使用して説

明を試みて見る。 ■ 
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スポンサード リンク 
サプライヤーやオンライン旅行社

等の広告主は、この様に、テキスト

ベースの広告を掲載する事も可能。

既に Google や Overture で使用して

Kayak Network は、100 以上のオン

ライン旅行社サイトにアクセスし、

551 航空会社、10 万ホテルの、価格

や旅程を提供する。 既に 100 のキ

ャンペーンを掲載している。 

いるのと同一メッセジングが、ここ

に流用出来る。 

例えば、航空会社 A がクロスセー

ルスの拡大を望む場合は、A は、こ

のリンクを利用して、ホテル検索ペ

ージに、テキストベースのスポンサ

ード リンクを貼付けて、ホテル

からエアーへのクロス販売を試

みる事が出来る。 

検索結果 
BOS の 1 泊 40 ㌦～300 ㌦のホテルが 186 軒表示されている。 実際

の予約は、ホテル名をクリックし、そのホテルのサイトにリンクし、

そこで予約を行う事になる。 サプライヤー（この場合はホテル）

やオンライン旅行社などの広告主は、リアルタイムの消費者検索か

ら引き出されるアクチャルの検索パラメターに従って、リスティン

グ順位のポジション取りなどを含めたマーケティングを実施出来

る。 顧客は、この検索結果を見て（即ちクロスショッピング後に）、

予約の為に選定したホテルサイトにリンクするので、当然の事なが

ら、コンバージョン率は飛躍的に上昇する。 

検索パラメター 
ここでは、滞在期間、客室価格、都市、都心からの距離、

ホテルチェーン名、ホテル名に含まれる言葉、スターレー

ティング（星の数）の検索パラメターの設定が可能。 航

空の場合は、シティーペア、旅行日が加わる。 
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TD 勉強会, 5/31/2005 

5. TDR 5 月 30 日号の要約 

 

TDR 5 月 30 日号の主要なニュースは、以下の 4 つである。 
(1) Sabre Clinches American Invasion Of Online Travel In Europe 
(2) European E-Market Set To Escalate 
(3) New LCC To Take Flight A Familiar Name (America West + US Airways) 
(4) Searchers Innovate, Offer Perks To All Players（Kayak Network） 

 
それぞれの要約を次に記す。 
(1) Sabre 
・ Sabre の lastminute.com 買収は、欧州のオンライン市場トップの Expedia に影響を与

えるだろう。 しかし、欧州販売がまだ Expedia 収入の大きな部分を占めていない

現状では、収支に影響を及ぼす迄には至らない。 
・ Cendant は、ebookers（英）を買収したが、ebookers の欧州市場のプレゼンスは、決

して印象深いものではない。 CheapTickets の欧州展開を実施出来ないでいるし、

Orbitz をどうするのか決めていない。 
・ しかし、Expedia や Sabre にとって、欧州での最大の脅威となり得るのは、欧州の最

大手（オフライン）旅行社の Thomas Cook と Tui である。 彼等は、オンライン企

業よりも遥かに巨大で、旅行の垂直的統合企業である。 
・ lastminute.com の買収で、生粋の欧州ブランドのオンライン旅行社は、Opodo のみと

なってしまった。 Thomas Cook や Tui が、必ずオンライン市場に出て来るだろう。 
・ Opodo が、eViaggi（伊）や Travellink（ス三国）を買収して、汎欧州展開に努力して

いる。 南欧州（特にスペインとイタリア）に強いオンライン旅行社の eDreams 等
は、格好の買収対象候補となるだろう。 

・ それでなくても Sabre の lastminute.com 買収（$1.1bn≒1,200 億円）は、高い買い物

である。 Sabre は、lastminute.com の平均株価に＋47％のプレミアムをつけている。 

そして、この買収価格は、Sabre の時価総額の 42％に相当する。 Sabre が、いかに

lastminite.com 買収を、欧州展開戦略の重要な柱と考えているかが伺われる。 Sabre
は、IAC や Cendant に、この買収をさらわれたく無かったのだ。 

・ T2Impact の O’Neil-Dunne は、Cendant, IAC, Sabre, Amadeus/Opodo に対して、３つの

戦略を保持する必要がある、と説いている。 即ち； 
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① 強力なオンラインブランドの確立 
② GDS タイプのプレゼンス（旅行社経由で販売する為には、GDS 若しくはそれ

に変わるプロダクトが必要である） 
③ マーチャントサプライにアクセスする様な特別なプレゼンス（例えば Galileo

の Gullivers Travel 所有の様なプレゼンス。） 

 
 
(2) European E-Market 
・ 欧州オンライン旅行市場は、丁度数年遅れで、米国市場で起こった事を反復してい

るようだ。 この市場は、2004 年に、前年を＋40％上回る成長を遂げ、2005 年には

＋26％拡大すると予測されている。（Centre for Regional and Tourism Research in 
Denmark） 

・ Forrester Research は、欧州オンラインレジャー旅行市場は、2005 年の 216 億ﾕｰﾛ（2
兆 8,100 億円）が、2008 年には 453 億ﾕｰﾛ（5 兆 8,900 億円）に拡大すると、予測し

ている。 
       （Centre for Regional and Tourism Research in Denmark May 6 , 2005 調べ） 

地域別 2004 ｼｪｱｰ 

イギリス 37％ 
サービス別 2004 ｼｪｱｰ 

ドイツ 20％ 航  空 58％ 

フランス 12％ ホ テ ル 15％ 

ス三国、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ 12％ パッケージ 16％ 

ﾍﾞﾈﾙｯｸｽ、ｵｰｽﾄﾘｱ、ｽｲｽ、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ、 10％ 鉄  道 9％ 

ｲﾀﾘｱ、ｽﾍﾟｲﾝ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ、ｷﾞﾘｼｬ 7％ レンタカー 2％ 

東  欧 2％ 

合  計 100% 
合  計 100％ 

 

 
(3) New LCC 
America West と US の合併のニュース。 既報の通りなので割愛する。 

 
 
(4) Searchers Innovative （Kayak Network） 
旅行検索カテゴリーは、大手のオンライン旅行社などからは煙たがられているが、消費

者やサプライヤー達に対し、使い勝手のよい流通手段を提供するために、最大限の努力

を傾注している。  
最近、SideStep と Kayak.com の両社は、旅行検索の新分野を開拓し、それぞれが、パイ
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オニアとしての創業者利得を得ようとしている。 SideStep のパッケージツアー検索と、

Kayak.com の新旅行検索ソリューション テクノロジーの開発の話がそれだ。 
SideStep は「情報 168」、Kayak Network は「本号情報 170（P.- 11）」にて詳述したので、

ここでは割愛する。 
■ 
 
 
 
FT.com, 5/29/2005 

6.  Chinese Airlines Prepare For Foreign Challenge 

中国航空会社、競争力強化が必要 

 

中国航空会社の再編（国際=Air China、南方=China Southern、東方=China Eastern のビッ

グ 3 社を中心に再編する）が終わりに近づいている。 中国東方航空は、今月、10 億

元（130 億円）で、リジョナル航空会社 2 社を買収する。 
 

中国は、9 社の大手国営航空会社を、3 社のメガ航空会社に再編する。 この結果、中

国航空需要の 5 人に 4 人は、メガ航空会社 3 社が運ぶ旅客となる。 3 社への集約は、

非生産的な多くの国営航空会社間の競争を回避するために、北京政府により 2002 年に

指示された。 2003 年の SARS による遅れが発生したが、国際航空が一昨年に、南方

航空が昨年 11 月、そして東方航空が 2 週間前にそれぞれ統合を完了した。 再編によ

る効果の発生には、2 年から 3 年が必要（Centre for Asia Pacific Aviation/ SYD）と見られ

ているが、最近の、中国国内線の振興航空会社の誕生と、外国航空会社との競争を勘案

すると、そんな暢気な事を言ってはいられない。 
 

北京は、国内向けに、航空業界の規制緩和とリジョナル航空会社（成功している南部の

海南＝Hainan Airlines、深川 Shenzhen Airlines など）間の競争促進に動いている。  
北京政府は、最近では、Okay Airways（中国初の民間保有航空会社）等の振興航空会社

にライセンスを付与している。 
今週、国際航空は、Shenzhen Airlines への出資に失敗している。 同航空は、Shenzhen
への出資により、中国国内線の路線網を確保しようとした。 国際航空と東方航空、及

び中国第 5 位の上海航空は、南方航空の基地空港である、広州空港（Guangzhou）への

乗り入れを開始した。 競争が促進されている。 運賃については、依然として国の許

認可マターであるが、各航空会社は、▲30％～▲80％の値引きを行っている。（BOC 
International アナリスト Michael Chan） 競争が激しくなって来ているので、運賃の割
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引率も大きくなっている。 
 

国際的には、中国は、自国の空を開放しつつあるので、潜在的巨大国際線需要の獲得を

目指して、LCC や FSA（full-service airlines）が中国に飛んで来ている。 中国の出国需

要は、2003 年に、前年を＋12.5％上回る 2,190 万人を記録している。 在北京米商工会

議所の航空委員会ヘッド Martin Lin は、「米国キャリアの方が、中国キャリアよりも、

太平洋路線需要をより多く獲得するだろう」と、語っている。 中国人の訪米需要より

も、米国人の訪中需要が多いためだ。 この傾向は、ここ数年間は継続するだろう。 
 

CSFB のアナリスト Karen Chan は、「国際間の競争で一番影響を受けるのは、国際航空

（Air China）だろう」と、言っている。 国際航空の旅客の 50％～60％が国際需要だ

からだ。 東方航空は 30％～35％、南方航空は 15％が国際需要だ。 
 

業界の再編は、外国キャリアに対する競争力を強化するだろうが、中国航空会社には、

効率化による採算性向上が、マスト必要である、とアナリスト達が言っている。 
国際航空は、昨年、マネジメントとサービスを、国際レベルまで引き上げるために、

CX 航空を戦略的提携先（CX は国際航空株を約 10％を保有している）に選定し、コー

ドシェア便を先週開始した。 東方航空も、提携先を探している。 
 

中国航空業界のコンソリデーションは、一応終了したかも知れないが、本当のハードワ

ークは今から始まるようだ。 ■ 
 
 
 
 

7. 其の他のニュース 

 

 アメリカウエスト航空ユーエス航空合併  ヘッジファンド 2 社のあらまし 
America West（AWA）と US 合併のファイナンスには、ヘッジファンド 2 社、航空会社

（Air Wisconsin, Air Canada）、それに欧州の航空機メーカーであるエアバスなどの、色々

な異なった意見と利害を持つ企業や団体が参加している。 Fitch Rating の上級部長

William Warlick は、合併後の会社 CEO Doug Parker の、これらの雑多な融資団を纏め上

げる能力について、多少不安があると見ている。 
太陽にイーカロスが接近したように、リスクを省みない外部の投資家の航空会社投資が

続いている。 最も顕著な例は、1989 年に US 株式を所有した Warren E. Buffett と、TWA
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を支配したCarl C. Icahnである。  業界には、「どうやってミリオネアーになったの？」、

「ビリオネアになって航空会社に投資したのだよ」と言うジョークが存在するくらいだ。 
各々$100m（110 億円）と$50m（55 億円）を出資した、ヘッジファンドの PAR Investment 
Partners（BOS）と Peninsula Investment Partners（Charlottesville、バージニア）は、なか

なかどうして、抜け目が無いようだ。 PAR は、12 月 31 日までに合併が成立しない場

合は、＄3ｍ（3 億円）を手にする契約を結んでいる。 Peninsula は、ブレークアップ

フィーとして＄1.5m（1.5 億円）を取得することになる。 どちらのケースも、合併が

不成立の場合であっても、出資額に対する 3％のリターンが約束されている。 
PAR は、AWA が 1994 年に Chapter-11 を離脱する際に、1.7％の同社株主になっている。 

AWA の他には、AMR（AA 親会社）に 3.9％（6 番目の AA 株主）、Flyi（Independence
親会社）に 9.9％を出資している。 PAR は、凡そ 10 億㌦（1,100 億円）の投資資金を

動かしている。 PAR 代表の Edward L. Shapiro は、合併会社の取締役会メンバー（13
人）の 1 人に入る模様。  Peninsula は、過去数年間は AWA の大株主であったが、現在

は、そのリストから外れている。 このヘッジファンドは、凡そ＄900ｍ（990 億円）

の投資を行っている。（nytimes.com, 5/26/2005） 
 

 アメリカウエスト航空とユーエス航空の合併  新たな融資先獲得 
AWA と US の合併に対して、新たな投資家が現れた。 Wellington Management Company
（BOS）が、＄150ｍ（165 億円）を投資する事になった。 これで、新規の投資（株

式）総額は、＄500ｍ（550 億円）に到達した。 Wellington は、ミューチャルファンド

とその他への機関投資家で、5,000 億㌦（55 兆円）弱のポートフォリオを管理する。 NW
（10.1％）、CO（13.8％）の両社の筆頭株主で、AA（8.33％）の第 3 位株主でもある。 

PAR の Shapiro は、Wellington での職歴を有している。（nytimes.com, 5/30/2005） 
 

 インターコンチ 資産処分で増益達成 
InterContinental Hotels Group は、5 月 26 日、第 1 四半期決算を発表した。 堅調な需要

に支えられ、RevPAR（客室収入÷販売可能客室数）が上昇、好決算を達成している。 
総グループ販売  533m ﾎﾟﾝﾄﾞ(1,066 億円) （- 1%）( )内は前年同期比、若しくは額 

continuing operation 販売 404    (808 億円) （+ 4%） 
営業利益   65     (130 億円) （+40%） 
利  益   58       (116 億円) （+ 9%） 
純  益   55  （110 億円）   ( 66m)（’04Q1one-off tax credit 有り） 

IHG は、2 年前から始まっているホテル（123 軒）の売却により 18 億ﾎﾟﾝﾄ （゙3,600 億円）

を得ている。 そして、今週初め、更に 22 軒のホテルを売却すると発表している。 同

社は、ホテルを売却し、ホテルのオペレーション管理とフランチャイズビジネスへ、事

業の中心を移行中。 地域別の RevPAR の対前年伸び率は、以下の通り。 
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北    米  ＋7.6％    特に NYC、MIA、ATL が好調 
欧州大陸  ± 0%  
英 Holiday Inn  ＋5.2％  
中国･香港  ＋8.0％  
この期間の客室増加数は+1,000 室。（ハリケーン災害による客室クローズが増加数を押

し下げている。） 先行きの予約状況は好調なるも、予約リードタイムは短縮化傾向に

ある、とホテルが言っている。(FT.com, 5/26/2005) 
 

 インドネシア LCC ライオンエアー B737 型機 60 機購入 
インドネシアの LCC Lion Air が、B737 型機 60 機を購入する。 Lion Air は、2000 年 6
月に設立された航空会社で、現在 MD80 型機 20 機、MD90 型機 9 機、B737-400 型機 6
機、DHC-8-301 型機 3 機を所有して、インドネシア内 50 都市と SIN、KUL、Penang に

飛んでいる。 この機材購入は、MD80 型機のリプレース。(nytimes.com, 5/26/2005) 
 

 インドネシア LCC スターエアー操業停止 
インドネシアの LCC Star Air が、6 月 1 日、公式に運航を停止すると発表した。 Star Air
は、2000 年に設立（初飛行 2001 年 6 月）された LCC で、従業員 557 人と B737-200 型

機 6 機＋MD-82 型機 2 機を保有するインドネシア LCC。 燃料の高騰で、毎月、▲10
億ルピー（1,140 万円）の赤字が発生していた。 外国の投資家を含む、12 のバイヤー

が、買収を希望している模様。(channelnewsasia.com, 6/1/2003) 
 

 シンガポール  航空機リース会社 B737 型機 20 機購入 
Singapore Aircraft Leasing Enterprise（SALE）が、B737-800 型機を 20 機購入する。（この

契約には、パーチェス権付き+20 機が存在する） 機材のデリバリーは、2006 年後半か

ら 2009 年末。 この購入（5 月 26 日契約）で、SALE が取り扱う航空機は 100 機以上

に拡大する。 SALE は、現在 63 機（主として A320 と B777）を抱える、アジア最大

の航空機リース会社。 SQ とドイツの銀行 WestLB がそれぞれ 35.5％出資し、残りの

29％は Temasek Holdings が保有している。(channelnewsasia.com, 5/26/2005) 
 

 ヴァージン アトランティック 規模倍増計画 

TD 勉強会 

Virgin Atlantic の Sir Richard Branson は、今後 5 年間で、毎年+10％～+15％の供給拡大を

行い、Virgin のサイズを倍増すると言っている。 北部大西洋路線中心の路線網を改め

る。 昨年には、LON=HKG=SYD の開設と SHA を増便し、今年には、LON＝Mumbai
（これでVSの英印線は、週 14便；NDH7便＋BOM7便となる）、

LON＝Cuba、LON＝Bahamas を開設する。 
2006 年には、LHR＝DBX、Gatwick＝Montego Bay ジャマイカ
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（Virgin の 8 番目のカリブ乗り入れ地点）を開設する。 昨年、A340-600 型機（306 席）

13 機を発注した他、A380 型機（500 席）を 6 機発注している。  
VS の 2 月に終了する 2004 年度決算は、燃料費の高騰が有る中、税引き前利益で£68m
（136 億円）の史上最高利益を計上している。（＋£30.9ｍの一時的特別収益=one-off 
items including £30.9m for the partial writing back of an impairment provision taken on the 
value of some of the aircraft fleet in the recession following the September 11 2001 attacks. が
存在する。）(FT.com, 5/27/2005) 
 

 ラスベガス ギャンブル収入半分以下  
シンガポールに建設予定の、カジノを含む複合

リゾート建設に応札しているビッダー達は、こ

のリゾート計画のギャンブル収入は、小規模な

ものとなるだろうと予想している。 
それもそのはず、LAS に於いてさえも、10 年

前には総収入の 80％を構成していたギャンブ

ル収入が、今やショーや客室宿泊やエンターテ

イメントに押され、50％以下に縮小してしまっ

ている。 世界で最も新しく最も高い 27 億㌦

（2,970 億円）のギャンブリング リゾートの Wynn Las Vegas の場合は、リテールと F&B
が収入の 60％を構成している。 ベガスを訪れる人達は、ダイニング、ショッピング、

エンターテイメント、ゴルフ、それに勿論ギャンブリングの多くのオプションの中から、

自分達の嗜好に合うものを選択できる時代になっている。 Celine Dion や Elton John の

ショーが、全世界のツーリストを惹きつけている。 Caesar の有名なローマン風呂、200
もの売店とレストラン、そして 2,400 の客室とスイートは、全収入の 60％に貢献してい

る。  Las Vegas 訪問者は、10 年前の 2,800 万人から、今では最高記録の 3,740 万人を

数えるまで拡大している。  
ギャンブル収入が少ないのは、シンガポール政府のリゾート計画担当者にとっては、こ

の上も無く願っている事の様だ。(channelnewsasia.com, 5/27/2005) 
 

 トーマスクック CEO 交代で利益計上復帰を目指す 
Thomas Cook が、ドイツ最大のインターネット サービスプロバイダー元トップの

Thomas Holtrop を CEO に迎え入れ、欧州第２位のツーリズム グループの利益計上復帰

に向けた舵取りを、新 CEO に託す事になった。（就任 11 月） 現 CEO Wolfgang Beeser
の実施した、厳しいリストラ計画（昨年▲5.2％社員削減）を継承する。 Thomas Cook
は、今年度に、2000/2001 年度以来の利益計上を目指している。 Thomas Cook を所有

する LH 航空とリテールグループの KarstadtQuelle は、再建後の Thomas Cook を手放し
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て、キャッシュを手にする事を優先させるのかも知れない。

(FT.com, 5/27/2005) 

 
 ダラスのラブフィールド空港規制撤廃 議員立法化 

DAL の Love Field 空港発着定期便を、近隣 7 州との間だけに制限している Wright 
Amendment 法の撤廃を求める議員立法が提出された。 これは、テキサス州選出の Sam 
Johnson（Plano）と Jeb Hensarling（Dallas）の、2 人の共和党員の議員立法。 Southwest
航空が、以前より規制撤廃を陳情している。（Wright 法については情報 168、P.-21 参照）

(nytimes.com, 5/27/2005) 
 

 セーバー ツアーガイドをスクラップ 
Sabre は、Sabre Tourguide を、今年の 12 月 30 日でもって中止する。 Tourguide は、GDS
専用のホールセラー予約プロダクト。 この中止で、Gogo Worldwide Vacations, American 
Airlines Vacations, MLT Vacations のツアー予約が影響を受ける事になる。 Sabre は、

Tourguide に代わって、2004 年 4 月に Trisept Solutions と提携して開発したブラウザーベ

ース GUI システム Sabre Vacations への、ホールセラーの移行を期待している。(DTW, 
5/27/2005) 
 

 香港国際空港、南部中国珠海空港提携で一歩リード 
2006 年に民営化を計画している香港国際空港は、珠海（Zhuhai）と提携する事で、基本

的な合意に達した模様。 しかしながら、広東省（Guangdong province、珠海も管理し

ている）の幹部は、香港を提携先に選ばせるか、新しく建設された国際線ハブ空港の広

州空港（Guangzhou）と縁組させるかで、迷っている。  
Pearl River デルタ地域には、5 空港（珠海、香港、広州、深川、澳門？）が並存し、香

港国際空港の株主達は、空港間の、貨客の奪い合いの過当競争を心配している。 香港

は、珠海と深川と、株式保有を含めた提携話を進めているが、広州も、それら両空港と、

資本投下を含む広範囲な提携協議を行っている。 
香港は、上海近くの杭州（Hangzhou）ハブ空港に 35％出資する事で、先方と既に合意

に達している。 
その他の香港大陸間提携では、MTR（香港地下鉄）が深川南部都市の 2 つの地下鉄建

設プロジェクト（100 億元≒1,300 億円）に資本参加する話が有る。 これは、香港 MTR
の深川市地下鉄建設に対する、2 回目のプロジェクト投資。 今週、MTR は覚書を締

結している。  (FT.com, 5/29/2005) 
 

 DVD 販売著増 反対に映画収入減少 
DVD の人気が高まり、反対に映画館に行く人が減少している。 最近の人達は、自分
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の時間が、少しでも拘束されることを好まない。 気が向いた時に、ホームシアターで、

カウチに寝転がって、ポップコーンをかじりながら、DVD を見たり、TiVo のオンディ

マンド DVD を見たり、コンピューターゲームをしたりする人達が増えているのだ。 何

しろ、封切り映画が、映画館で上映されてから 4 週間後には、DVD がリリースされる

のだから。 スターウオーズのような大ヒット作でしか、映画館は、多くの入場者を集

めることが出来なくなっている。  
TiVo の第 1 四半期決算は、▲857,000 ㌦（9,400 万円）で、前年同期の▲907 万㌦（9 億

9,700 万円）から赤字幅を縮小している。 収入は＋59％増加して 4 千万㌦（44 億円）

であった。 過去 1 年間で、サブスクライバーを、倍増の 330 万人に拡大したことが、

この決算に大きく貢献している。(nytimes.com, 5/27/2005) 

 
 テッドの路線拡大 

UA のローコストオペレーション Ted が、今年の下

期スケジュール（9 月 7 日）から、SFO=Ontario（加

州）、DEN=MIA、WAS/Dulles=MIA、LAX=PHX、

ORD=MIA/San Juan、DEN=Cancun、WAS/Dulles＝
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Cancun/San Juan の路線を次々に開設する。(DTW, 5/30/2005) 
 

 ソング 大陸横断線増強 
DL 航空のローコスト運営子会社 Song が、9 月 6 日か

ら、BOS=LAX 毎日 2 便、BOS=SFO 毎日 2 便を新た

に（DL 路線からの移転では無くて）開設する。 Song
は、Hartford＝LAX 毎日 1 便の、新路線を開設する計

画を有している。 Song は、来月より、JFK、LAX、

SFO、SEA 発着便を増便する。(nytimes.com, 6/1/2005) 
 

 ソング その名の通りレコード発売開始 
DL 航空の LCC 子会社 Song が、Creative Branding Group と共に、Song Records を立ち上

げ、レコード販売を開始する。 5 月 31 日に Better Than Ezra、7 月 12 日に Jaguar Wright
をそれぞれリリースする。 そして、四半期毎に、ニューアルバムをリリースする計画。 
消費者は、この CD を Song の機内、及び小売店、もしくは、機内エンタメシステムよ

りダウンロードして購入する事が可能。(DTW, 5/26/2005) 
 

 シンガポール航空 北京線増便 
SQ は、SIN=PEK 線を、6 月から、毎日 2 便運航から 3 便運航に+1 便増便する。 SQ
は、昨年度、燃料の高騰がある中、S$1.39bn（90 億円）の過去最高利益を計上している。

(channelnewsasia.com, 5/30/2005) 
 

 アコーホテル アジア太平洋地域でオンライン予約 
Accor は、アコモデーション プロバイダーの HotelClub の Web サイト経由で、アジア

太平洋地区内の、Accor の Sofitel, Novotel, Mercure, All Season, Ibis ブランドのオンライ

ン予約を開始する。 HotelClub は、この予約システムを、今年中には、Accor の欧州ネ

ットワークにも展開する。(TDR, 5/30/2005) 
 

 米政府 欧州連合を世界貿易機関に提訴 
米政府は、5 月 31 日、エアバスに対する EU 加盟国の補助金支給は、協定違反に当たる

として、欧州連合を、世界貿易機関（WTO）に提訴した。 今年 1 月に、両者は、WTO
に於ける紛争処理を回避する為に、当事者間の直接交渉による解決を試みていた。米政

府は、EU が補助金を撤廃する意思が無いと判断して、WTO に対して、紛争処理委員会

（パネル）の設置を要求した。(nytimes.com, 5/31./2005) 
 

 アマデウス買収資金調達協議始まる 
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Amadeus の買収資金 43 億ﾕｰﾛ（5,600 億円）の資金調達を保証している５銀行は、再引

き受けの可能性の有る銀行（sub-underwriting banks）と、5 月 28 日、引受額の多寡の見

込みについて協議を開始した。 欧州の LBO セクターは、前例の無いレベルのレバレ

ッジドローンやジャンクボンドを必要としている、大型プライベート エクイティー デ
ィールの波に洗われており、極めてタイミングの悪い時期に、この協議が開始されてい

る。 銀行団は、特に先月の GM や Ford のクレジットレーティング格下げの為に、よ

りリスク回避の投資家心理による市場の引き締めを警戒している。 それ以来、10ｍﾕ

ｰﾛ（13 億円）以上のジャンクボンドの起債が途絶えている。 多くの大型買収案件に

は、ブリッジローンが組まれており、Amadeus の場合も、900m ﾕｰﾛ（1,200 億円）のブ

リッジが存在する。 28 日の協議では、銀行団は、比較的容易な銀行ローンによる資

金捻出を主張している。 しかし、これのボンドへのリファイナンスの時期が示されて

おらず、或る部分は、銀行債務として残る可能性が示唆されている。(FT.com, 5/31/2005) 
 

 オービッツ、ハーレーダッビドソン レンタルツアー販売開始 
Orbitz は、Harley-Davidson のレンタルが出来る、

パッケージツアーの販売を開始した。 これは、

世界最大のオートバイ レンタルとツアーの会社

EagelRider との提携による。 レンタルできるモデ

ルは、Electra Glide, Road King, Heritage Softail, Dyna 
Wide Glyde。 「全世界の数百万人の Harley ファ

ンに対する、極めて効果的なツアー販売だ」と、Orbitz のパッケジング部長が語ってい

る。(DTW, 5/31/2005) 
 

 リッツカールトン、ロシアに第 1 号ホテル オープン 
Ritz-Carlton Hotel が、ロシアに第 1 号ホテルを、2006 年半ばにオープンする。 
11 階建て 332 室の Ritz-Carlton, Moscow は、赤の広場の直ぐ脇で、クレムリンからは歩

いて行ける距離。 最近の欧米ホテルのロシア進出は、次の通り。 
Orient-Express Hotels の、St. Petersburg, Grand Hotel Europe（301 室、以前 Kempinski グル

ープが運営していた）の買収。（2005 年 2 月、買収価格は公表されていない） 

Orient-Express は、改修に＄125m（135 億円）をかけたと言っている。 
Cendant Corp Days Inn ホテルのロシア及び旧ソビエト連邦 14 カ国展開。（2004 年末） 
これは、ロシアの Hermitage Hospitality とのフランチャイズ契約によるもの。(DTW, 
5/31/2005) 
 

 ユナイテッド航空 ストライキ回避 
UA 航空の地上職員と手荷物取扱者の組合 International Association of Machinist and 
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Aerospace Workers（組合員 2 万人）は、今後 5 年間をカバーする労働協約に、交渉期限

ギリギリの 5 月 31 日、ヤットのことで合意した。 この合意により、UA は、年間▲

＄176ｍ（190 億円）の給与とベネフィットのコスト削減が可能になる。 
一方、整備組合の Aircraft Mechanics Fraternal Association は、先に労使間で合意した暫定

協定（年間▲＄96ｍの労務費削減）を、59％の賛成多数で批准投票した。 これで、

UA 航空のストライキは、回避されることになった。 
UA は、Chapter-11 からの離脱を目指して、年間▲＄700ｍ（770 億円）の、2 回目の労

務費削減を計画している。 これで UA は、全ての組合から、コスト削減の譲歩を引き

出すことに成功した。(nytimes.com, 6/1/2005) 
 

 アルマーニ ホテル&リゾートが立ち上がる 
世界的に有名なファッションデザイナーGiorgio Armani が、ホテルのデザインに乗り出

す。 全てのコンテント、デザイン、スタイル、インテリアを Armani が手がけ、EMAAR 
Hotels & Resorts LLC（DXB 本社）が所有するホテルを、Armani Hotels & Resorts として

立ち上げる。 （ホテル運営は EMAAR。） 最初のホテルは、現在建設中の Dubai Armani 
Hotel（175 室）で、2008 年の第 1 四半期のオープンが予定されている。 この他、MIL、
LON、NYC で Armani Hotel を建設する予定。 
デザイナーブランドのホテルは、Armani の他には、以下が存在する。 
Philippe Starck が F6（サウジ皇太子 Faisal F. AlSaudi が社長のスイス企業）と組んで、

NYC, PAR, LON を含む世界の都市に、35 軒の超豪華ホテル Starck Hotels を建設する。 
また、Bulgari が Ritz-Carlton Hotel と組んで、MIL と Bali に Bulgari Hotels & Resorts を展

開している。(DTW, 5/31/2005) 
 

 オンライン旅行社、ロス市ホテルオキュパンシー税で苦情 
ロス市は、オンライン旅行社が、ロス市のホテル オキュパンシー税 14％を、顧客から

はリテールプライス×14％で徴収しておきながら、市には、ホールセールレート×14％
しか納税していなとして、その差額の追徴を、裁判所に 1 月に提訴している。 オンラ

イン旅行社は、顧客から徴収しているのは、飽くまでネットレート×14％で、残りは自

分達のマージン収入だと主張して、一歩も譲らない。 被告席に座るのは、Priceline, 
Travelocity, Hotels.com, Expedia, Hotwire, Travelnow, Orbitz, Cheap Tickets, Cendant のオン

ライン旅行社各社。 何しろ、追徴される差額は、年間＄10m（11 億円）にも上るもの

なので、オンライン旅行社も必至に闘っている。(DTW, 5/31/2005) 
 

 ホテル チェックイン キオスク信頼性に疑問 
ホテル自動チェックイン機の Kiosk の信頼性が余り良く無い。 或るホテルのフロント

エージェントですら、肩をすぼめて「dust collector」と平気で呼んでいるくらいだ。 
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Kiosk のトランザクションの 10 回に 1 回はフェールしてしまう。 ホテルの CRS への

リンクに失敗したり、間違ったカードキーを排出したりしてしまう。 常顧客のビジネ

ス客は、Kiosk を避けて、フロントに直行している。 
Sheraton は、北米の 10 軒のホテルに既に Kiosk を設置し、年末迄には 100 軒に展開さ

せる。 Marriott International は、今年の夏には 20 軒のホテルに設置する。 最も先を

進んでいるのが Hilton Hotels Corporation で、既に 44 ホテルに 102 台の Kiosk を配備し

ている。 そして、今年中に、更に 100 台を追加配備する予定だと言う。 
Kiosk が、所期の目的通りに稼働する迄には、Kiosk 自体の改善（何しろ 1 台 15,000 ㌦

≒165 万円も掛かっている）と、顧客の“慣れ”が必要の様だ。(nytimes.com, 5/31/2005) 
 

 ライアン航空 最高利益計上 
Ryanair は、2004 年度（4 月-3 月）決算で、前年を＋29％上回る、純益＋266.7m ﾕｰﾛ（360
億円）の最高利益を計上した。 収入は＋24％の 13.4 億ﾕｰﾛ（1,810 億円）で、売上高

利益率 20％は、世界の航空会社の中で、最も高い利益率の達成、と Ryanair は言ってい

る。 旅客数は、2,760 万人で前年比＋19％。 当初の予想に反して、供給が＋16％拡

大したにも拘らず、平均運賃は＋2％上昇した。 Ryanair は、伝統的ネットワークキャ

リアの度重なる燃油サーチャージの導入が影響している、と言っている。 
2005 年度では、供給を＋27％拡大し（当初案では＋23％）、3,500 万人の旅客の摘み取

りをはかる。 Ryanair は、B737-800 を 70 機確定発注している。 デリバリーは、2008
年～2012 年。 この契約には＋70 機のオプション契約が付いている。(FT.com, 5/31/2005) 
 

 センダン クオニと 5 年間のグローバル GDS 契約締結 
Cendant Travel Distribution Services（TDS）が、Kuoni Travel と 5 年間のグローバル ディ

ストリビューション サービス契約を締結した。 この契約により、Galileo は、世界の

Kuoni のプライマリーな GDS となる。 Galileo は、既に、スイスやイギリスの主要市場

で Kuoni の GDS となっていたが、今回のディールで、全世界の Kuoni のビジネスを取

り扱う事になる。(asiatraveltips.com, 6/1/2005) 
 

 A380 スーパージャンボ 6 ヶ月間のデリバリー遅延が発生 
エアバスが、パリのエアショーの直前で、2 つの遅延で躓いている。 スーパージャン

ボ A380 型機（555 席）の引渡し遅延と新 CEO 発表の延期である。 
A380 の初号機は、ラウンチングキャリアの SQ に 2006 年第 2 四半期にデリバリーされ

る予定であったが、最大で 6 ヶ月の遅れが発生している。 エアバスは、この遅れは、

技術的な問題ではなくて、ベストコンディションでカスタマーに A380 を引き渡すため、

と言っている。（一部には、機体重量が設計より重くなっている、と言う報道がある。） 
多分、エアバスは、遅延に対する違約金の支払いを余儀なくされるようだ。（SQ の場合
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で S$10m≒6.6 億円になると想定されている。） SQ は、A380 型機の投入路線は、

SIN=LON と SIN=SYD の 2 路線であり、遅延による路線便数計画への大きな影響は発生

しないと言っている。 
二つ目の遅延は、新 CEO 発表の延期。 エアバスは、親会社の EADS の共同 CEO に転

出した Noel Forgeard（仏人）の後任に、現エアバス No.2 の Gustav Humbert（独人）を

昇任させる予定であったが、6 月 1 日、この人事発表を延期した。 延期の理由は、根

深い独仏の主導権争いのためと言われている。 エアバスの人事抗争は、なかなか決着

しない。(nytimes.com, 6/1/2005) 

 
 ナビガン デフォルト通告受ける 

Navigant International が、未払い負債＄72m（79 億円）のローンにデフォルトしたと通

告された。 Compliance certificate と証券取引委員会への収支報告の提出失敗が、デフ

ォルトと見なされた。 当該ローンのトラスティーは、この状態が 60 日間継続される

場合は、満期日の繰上げを検討せざるを得ない、と言っている。 Navigant は、証券取

引委員会に、2004 年度と 2005 年度の第 1 四半期の収支報告書が提出できないでいる。

(DTW, 6/1/2005) 
 

 ジャーニ ネットワーク オンラインプロダクト立ち上げ 
Sabre が作った旅行社コンソーシアム Jurni Network が、会員旅行社用に、Jurni Online と

呼ばれる Web サイトプロダクト（有料）を立ち上げた。 会員旅行社は、このサイト

をカスタマイズして、Jurni の優先契約サプライヤーからのコンテントとプロモーショ

ンの、オンライン販売を強化する。 エアー･カー・ホテル予約には、Sabre 予約エンジ

ン、もしくは、他のエンジンを使用することが可能。 Jurni Online は、Passport Online
の、NexCite Web サイトプログラムのプライベートバージョンを使用している。(DTW, 
6/1/2005) 

 
 米、バイオメトリック旅券所持開始時期の延期を模索 

米国の U.S. Visa Waiver Program (VWP) 参加 27 ヶ国に対する、バイオメトリック識別

可能旅券（IC 旅券）所持の期限、10 月 26 日が、差し迫っている。 しかし、その準備

が間に合わない諸国のために、米議会は、2006 年 10 月まで、期限の延期（2 回目）を

計画している。 NBTA（全米ビジネス旅行協会）も延期をサポートしている。(DTW, 
6/2/2005) （日本は、IC 旅券を来年 3 月から発行する。 IC 旅券が効力を持つのは来

年 4 月から。） 
 

 PSA（シ）が釜山港湾プロジェクトに参加する 
シンガポールの港湾オペレーターPSA が、釜山港の新バース建設プロジェクトに応札し
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ている。 競合相手は、Hyundai Development, Daewoo Engineering, Posco Engineering, 
Hanjin Heavy Industries。 韓国政府は、現在世界第 5 位のコンテナ取扱量を誇る釜山港

に、新たに 30 バースを建設し、8 百万スタンダードコンテナの取扱を目指す計画を有

している。 PSA は、既に Incheon に進出している。 港湾オペレーターのグローバル

プレゼンスが近年進展している。(channelnewsasia.com, 6/2/2005) 

 
 ヒルトングループ差し迫った合併を否定  

Hilton Hotels（米）の CEO Steve Bollenbach は、同社と米国以外の Hilton を運営してい

る Hilton Group の差し迫った合併の必要性を否定している。 Hilton は、1964 年に、現

在の 2 社に分割されたが、以来、両社は緊密な協力関係 ― 予約システム共有、高級

ホテル Conrad の共同運営など ― を保持している。 Bollenbach は、両社の合併は、

望ましい戦略であるが、喫緊のものではない、と語っている。 そして、自分が CEO
の職に止まる 2007 年の 12 月までには、実施しないと言っている。 
合併すると言うことになれば、Hilton Group の賭博事業 Ladbrokes の売却はもとより、

英国株主の賛成も取り付けなければならないなど、多くの問題が存在していると言う。

(FT.com, 6/2/2005) 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 

Orbitz が、Harley Davidson のレンタルバイク付きパッケージツアーを売り出した。 
 

Harley と言えば、昔は、性能が劣悪で、直ぐ壊れて動かなくなってしまう、オンボロバ

イクだった。  言わせて貰えば、大体、エンジンの設計コンセプトが間違っている。 

大容量のシリンダーを、進行方向に直列に 2 気筒並べて空冷にしたならば、前方の気筒

の熱気が、後方の気筒にモロに被って、直ぐにオーバーヒートを起こしてしまう。 
エンジンから後輪にトルクを伝える、ベルトチェーンもいけない。 
 

Harley には、何台もが隊列を組んで、部品を調達し合って、広大な米大陸を動き回らざ

るを得なかった、苦しい歴史がある。 何台ものバイクが、金魚の雲古のように一列に

なって、バイクツーリングを楽しむ習慣は、どうやら、この Harley の性能の悪さに由

来しているようだ。 
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その Harley の品質が、滅法改善されている。 日本の部品を調達しているからだ。 
Harley は日本製のバイクだと言う、口の悪い人達が居るくらいだ。 
 
 

トヨタの子会社のデンソー（嘗ての日本電装）は、トヨタへの部品提供は勿論のこと、

全世界の自動車メーカーに、トヨタに提供している高品質と同レベルの部品を供給して

いる。 敵に塩を送るような戦略を敢えて採用しているのだ。 
 

自動車部品は、最早コモディティーと考えた上での決断だったのだろう。 今では、当

たり前の事になってしまっているが・・・・。 
 
 

その部品メーカーを例示に挙げて、面白い事を言っていた、ある新聞の論説委員が居る。 
 

彼曰く、「国際競争の荒波を潜り抜けて来た日本の自動車メーカーでは、その子会社の

経営戦略もシッカリしている。 デンソーのように、親会社の競争相手にさえも部品を

供給し、最大利益の追求を行っている」、 
「規制で縛られて、保護されている業界では、数多の子会社を作っても、縦割りの身内

の仕事に専念させているだけだ」、「殻を破って、事業の外部への拡大を考えている子会

社は少ない」と。 ☆ 
 
 
 

先々週号の「情報 168」の編集後記で、Ted への国内線事業移管が、計画の半分しか進

んでいないと言う nytimes.com の記事“How to succeed in Business, Without really 
Succeeding” by Michelin Maynard を引用した。 
 

どうやら、これは正しくないようである。 
 

米コンサルタントに問い合わせたところ、Ted への事業移管は、スムースに進んでいる

ようだ。 彼曰く、 
① Ted は、当初の計画以上の A320 型機 54 機を保有し、路線網を拡大している。 
② Ted への移管のために、UA 本体の A320 型機が不足してしまっている位だ。 
③ Ted は、利益を計上している。（5 月 L/F は 87％） 
④ 1 便あたりの収入は、UA 本体の国内線を上回っている。 
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⑤ オンライン予約は、本体の倍。 25％が Flyted.com 予約。 
⑥ 航空券 1 枚当たりの平均運賃は、100 ㌦を少し上回るレベル。 

 

航空会社内航空会社は、今回は、成功しているようだ。  (H.U.) 
 

1990 年代の、米国航空会社内航空会社 4 社の正しいキャリア名は以下の通りである。 
Continental Lite  (1993 – 1995) 
Shuttle by United (1994 – 2002) 
Delta Express (1996 – 2003) 
US Metrojet (1998 – 2002) 
 
 
 

先週号 「情報 169」の訂正 
P.- 5 US Airways 

・・・2000 年から赤字に転落し、今では ▲210 億㌦ → 21 億㌦ （2,300 億円）の

累損を抱えるが、・・・・US 本来の累損は、▲310 億㌦ → 31 億㌦ （3,730 億円）

を突破する。・・・に訂正する。 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 170 （ 以 上 ） 
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