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Workers dismantled a conveyor belt yesterday at the Jetsgo ticket counter at Montreal-Pierre Elliot Trudeau International 

Airport. The low-fare carrier has 29 aircraft and has been under a safety review.（カナダ第 3 位航空会社突然倒産、 関

連記事 P. -15） 

 



nytimes.com, 3/7/2005 

1. On eBay, e-Mail Phishers find a Well-Stocked Pond 

イーベイでフィシャー詐欺横行 

 
eBay が、フィッシャーに狙われている。 何しろ、eBay は、全

世界に 1 億 3,550 万人のユーザーを抱え、昨年、前年を＋44％上

回るトランザクションで 342 億㌦（3 兆 7,620 億円）を売り上げ、

全米オンラインの 1/4 に近い購入が、eBay 経由で行われているの

だから、フィシャーから、格好のターゲットにされているのだ。 
 

コイン蒐集家でディーラーの Jay Alofs の場合は、彼の eBay と PayPal（eBay のオンライン

ペイメント・サービス）のアカウントがフィッシャーにハイジャックされて、知らない間

に、7,500 ㌦の家電製品購入と、78 万㌦の架空のコイン販売を、詐欺されてしまっている。 

Alofts は、フィシャーの巧妙な eBay を語った偽メールに対して、ばか正直にクレジット番

号から、センシティブな個人情報までを知らせてしまった為に、大きな被害に遭遇してし

まったのだ。  
 

オンラインオークション・ビジネスは、e メール通信に大きく依存しており、フィッシャ

ーの発信する詐欺メールが、eBay や PayPal 会員へ的中する確立は高い。 たとえば、10
億通のメールを出すと、1 万メールの内の 1 通は、eBay や PayPal の会員に的中する計算に

なる。 
 

eBay は、セキュリティー対策を公表したがらないが、（公表すると、フィッシャーに悪用

されてしまう）、 近、以下の三つの対策を取っている。 
（１） Window ベースのコンピューター向けに、偽 Web サイトにブラウズした時に、警告

をフラッシングする無料のツールバーを、数ヶ月前から提供開始した。 
（２） 先月、詐欺 Web サイトをブロックする、WholeSecurity の活動に参加した。 
（３） 今年、My Message と呼ばれている、Web メールサービス（ジャンクメール・フィル

ター）を導入した。 
 

しかし、これでは十分なセキュリティー対策が取られていない、と言う人達がいる。 eBay
は、オークションサイトへの出店が減る事を恐れて、的確なセキュリティー対策と、それ

に対する警告の通知を怠っている、と言う批判が上がっている。 営利主義の追求に走っ

ていると言うのだ。 
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Jay Alofs は、未だにフィッシャー被害の補償を得るのに成功していない。 彼の 30 年以上

に亘るコイン蒐集の趣味の、eBay での実現は、金輪際実施しないと言っている。 ■ 
 
 

 
TDR, 3/14/2005 

2. GDSs And GNEs Face Off 

GDS、GNE と対決 於 ResExpo 

 

今月アトランタで開催された ResExpo の「Multi-Channel Distribution」のパネルの場で、GDS
と GNE の両社が対峙し、夫々以下の通りの発言を行っている。 
（ResExpo のこのパネルのニュースは、先週の情報 158 の「GDS
連合、新規参入に結束対抗」にて、Travel Weekly の記事を掲載し

たが、この TDR 記事の方が、もう少し詳しくパネルの内容を報

道している。） 
 

Jeremy Wertheimer   ITA, CEO 
GDS のイノベーションなど見た事がない。 何故ならば、彼等は、古いモンスターのシス

テム（TPF）の維持に、金と時間を費やさざるを得ないから。 
ITA の新システムは、うまく動いているし、より安く、より速く、よりリライアブルであ

り、且つスケーラブルである。 GDS が数十年かけたシステムを、我々は、半年で開発し

た。 ITA システムを、多くの新規顧客が採用してくれているのは、テクノロジーだけの

為ではない。 GDS は、ブッキングフィーの 3 年間割引契約（poison cookie）で、航空会

社の GDS 離れを抑えている。 3 年後に、何社がこの契約を継続し、市場に対する機敏性

を犠牲にするか見ものだ。 
 

Alex Zoghlin   G2 SwitchWorks, CEO 
GDS は、旅行社のプロが使用する前提でシステムが作られている。 今日では、その前提

は通用しない。 GNE のシステムは、GUI インターフェイスなどにより、高度の操作知識

なしで、予約プロセスが完了するシステムとなっている。 G2 は、電話で、リアルタイム

のティケット交換発行も可能である。（ITA の 1U は、所謂グリーンスクリーン操作対応も

兼ね備えている。） 

G2 システムは、ユーザーが、より良いカスタマーサービスを提供出来る様にしている。 

LCC が GDS に参加しないのは、彼等が、LCC 自社サイトで利用可能な機能に匹敵するも

のを、提供していないからだ。 
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（WorldTravel BTIは、G2 SwitchWorksの流通プラットフォーム使用のためのLOIを締結し、

サプライヤー達と、システムインテグレーションの作業を開始した。 TDW, 3/14/2005） 
 

Chris Kroeger   Sabre Travel Network, North America, senior VP 
GDS は、変革していない訳ではない。 GDS が古いテクノロジーだと言うのは、作り話

に過ぎない。 Sabre は、革新的なビジネスモデルを開発している。 航空会社と個別にフ

ァイナンシャルな関係を持つ事の出来る、大手旅行社の為のホールセール・モデルや、航

空会社用以外では、ダイナミックパッケジングとクルーズ予約ツールを開発している。 
 

Sue Powers   Worldspan, CIO 
GNE の多くのテクノロジーは、大騒ぎしているけれど、Worldspan のそれと変わらない。 

Worldspan も、インタラクティブな新ホテルマップや、ブラウザーベース予約デスクトッ

プを開発している。 サプライヤーは、予約情報や、マーケティング情報を GDS から得て

いる事にも、注意した方が良い。 Worldspan は、システムの維持に、コストの 12％を注

ぎ込んでいるに過ぎない。 これに、決して大幅な費用をかけていない。 
 

Mitch Gross   Galileo, executive VP the Americas 
航空以外のサプライヤーに、特にホテルにフォーカスを当てる必要が有る。 GNE は、航

空会社の流通を取り扱っているが、自動化が進んでいないホテルとなれば、話は別だ。 い

ろいろなテクノロジーの良い所取りをすると、その統合がエライ事になる。 統合に必要

となる痛み（コスト）は、一体誰が負担するのだろう？ GNE がカスタマーエクスペリエ

ンスを改善しているとは思わない。 コンテントでは、GNE に負けていない。 GNE は、

PR マシンに過ぎない。（GNE にばかり注目が集まっているのは、GDS の PR マシンが動か

ない為だろう、と TDR は付記している。） 

 
Amadeus, senior VP North America 
Amadeus は、GDS と航空会社の関係を、正直に吐露している。 ディストリビューション

のシフトは、必ずしも GNE のテクノロジーのせいではない。 GDS が、航空会社を顧客

としてではなく、単なるサプライヤーとして取り扱って来たので、GDS は、航空会社より、

そのしっぺ返しを受けているだけの話だ。 GDS は、航空会社より、当然の報いを受けて

いるのだ。 ポイントは、航空会社に、変革と非効率な旧式システムからの移行の機会を

提供出来るかで、Amadeus はその準備が出来ている。 我々の戦略は、コントローラーか

らイネイブラーに移行する事だ。 ■ 
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TDR, 3/14/2005 

3. Search Experts Stomp On Commodization Charge 

メタサーチ、コモディティー化批判に反撃 

 
昨年以来、メタサーチが騒がれ始めている。 メタサーチの批判者は、彼等全てが、価格

ばかりを売り物にしている、と言って非難している。 旅行商品をコモディティー化して

しまっている、と言っているのだ。 以下に、サーチ擁護派（検索会社を含む）の人達の

コメントを羅列する。 
 

Kayak の共同創立者で CEO の Steve Hafner は、この批判は全く当を得ていない、と言って

いる。 オンライン消費者は、ショップアラウンドすると考えられているので、検索エン

ジンは、消費者に、彼等が求めているもの（experience）を提供している。 従って、Kayak
は、サプライヤーのプロダクトを、コモディティー化などしない、と主張している。 彼

は、「検索の世界は比較的新しいので、検索同士間よりも、オンライン旅行社との差別化に

腐心している」と言っている。 「検索は、何も売ろうとしている訳ではないし、消費者

が、何処で何を購入しようが気にしないし、我々のサイトの利用に、手数料も配達料も掛

かる訳ではない」と言っている。 
 

Essential Ideas のパートナーの Terry Jones は、検索は、現在の消費者行為を模しているの

で、成功するだろうと、ResExpo の基調演説の中で述べている。 その証拠に、検索エン

ジンは、消費者だけではなく、旅行社にも使用されている、と彼は述べている。 そして、

オンライン旅行社のサイトは、現在、トランザクション中心で、TripAdvisor や Travelzoo
のサイトが提供している、評価やリコメンデーションとは分離しているが、将来は、この

2 つのモデルは統合されるだろう、と彼は述べている。 
 

SideStep は、「コモディティー化の対局は、優良情報（コンテント）を意味するが、SideStep
は、良好な、簡明な、正確なコンテントを保有する様努力している」と、語っている。 
Travelzoo は、「価格でもって対応するのではなく（これだと業界の値ごろ感を低下させて

しまう）、積極的にお値打ち品を、何故お値打ちなのかの説明を付けて提供している」と、

語っている。 旅行社と違って、検索エンジンは、バイアスをかけていない。 
 

UA 航空は、検索は、UA の運賃が LCC の価格と同じレベルで有る事を示してくれるので、

コモディティー化の犯人ではなくて、寧ろ救済者だ、と言っている。 検索エンジンの為

に、コモディティー化が促進されているとは考えない。 それよりも、検索は、サプライ

ヤーにとって、より安い流通チャネルとなっている。 消費者にとっても、バラエティー
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を提供し、説明を与えた上で意思決定の機会を提供している。 
 

サーチ世界の新規参入者の一社である Mobissimo は、海外旅行コンテントに焦点を当てて

いる。 Expedia, Travelocity, Orbitz が取り扱っていない、小さな航空会社やホテルのプロダ

クトにフォーカスを当てている。 Mobissimo は、自分達を、消費者を分かり易いオファ

リングのセットに結びつける、インテリジェントなルーターであると言っている。 ■ 
 
 

 
TDR, 3/14/2005 
4. Kayak.com Gets Set To Beat Web Agencies At Their Own Game 

 カヤックドットコム ITA 検索エンジン採用 

 

Kayak.comが、ITA SoftwareのQPXエンジンを、同社の比較購入Webサイトに組み入れる。 

これにより、直接サプライヤーに予約しようが、オンライン旅行社を使用しようが、等に

は関係なく、消費者に、旅行のショッピング場所として選んでもらえる様になる、と Kayak
は期待している。 
 

「Kayakは、伝統的GDSでは利用できない、サプライヤーへのダイレクトアクセスに加え、

Orbitz の検索エンジンと、彼等が保有する全てのコンテントを手に入れた事になる」と、

Kayak 共同創立者の 1 人で、CTO の Paul English が語っている。 （Orbitz も ITA 検索エ

ンジンを使用している。） 
 

そして、検索スピードが速くなる。 ITA エンジン導入前は、45 秒の検索時間が掛かった

ものが、ITA のプラットフォームでもって、10 秒から 15 秒で、数百もの検索結果を取り

出す事が出来る様になっている。 「これで、Expedia 或いは Travelocity 並みのユーザー

エクスペリエンスを確保できる事になった」と、English が言っている。 
 

その他にも、ITA エンジンには、（スクレーピングしないので）サーバーのスクレーピング･

コストを無くしてしまう、利点が存在する。 航空会社のシステムは、Kayak のようなロ

ボットを取り扱うようには設計されていないので、スクレーパーによるコンタクトは、大

きな負担が掛かってしまう事になる。 ITA エンジンを使用することにより、Kayak は、

消費者のプロダクト選定後に、初めてサプライヤー･サイトをタッチする。 つまり、この

方式は、航空会社システムの負担を軽減する。 
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UA 航空は、「スクレーピング･サイトは、GDS コストに比べて極めてコストが安い」、「そ

の上、ITA エンジン導入により、スクレーピング問題が無くなるのであれば、使い勝手の

良いチャネルとなる」と、言っている。 
 

Kayak の English は、更に次のように述べている。 
（１） Kayak は、オンライン旅行社とは、 初の短期的期間内では競争関係にあるだろう

が、長期的には提携関係に入るだろう。 
（２） 旅行社にとって、Kayak は、彼等が、新しい現実の中での事業運営を理解する場合

に限って、コスト効率の良い宣伝チャネル（メディア）になるだろう。 
（３） 5 年前にオンライン旅行社がスタートした時は、消費者は、全ての航空会社にアク

セス出来ず、全ての旅行オプションに跨る検索を出来なかった。 旅行社にとって機

会を作り出して来た、これらの 2 つのアドバンテージは、 早存在しない。 従って、

旅行社は、自己改革しなければならなくなるだろう。 

（４） Kayak のアプローチは、消費者に複数のオファーを提供するために、ディストリビ

ューション･ディールとプラットフォームを整える事である。 
（５） ①直販チャネル選定の場合は、エクストラマイルが貰える、②この旅行社で予約

する場合は、レンタカー料金を▲10％セーブ出来る、等などの複数のオファーを提供

する。 
（６） QPX エンジンは、既に多くのオンライン旅行社が使用している。 Kayak は、こ

のエンジンにカスタマイズを施し、多くの改良を加えている。 ■ 
 
 
 
nytimes.com, 3/13/2005 

5. Fliers Find That Mileage Points Go Only So Far 

 航空会社マイレッジ使用困難増加 

 

過去 20 年間、旅行者は、FFP の全盛期をエンジョイして来た。 そして、マイルの蓄積を

夢中になって行って来た。 それは恰も、１万メートル上空の、フリー切符と F クラスア

ップグレードの見返りに、忠誠と航空券購入を迫る航空会社と、旅客の間の、恋愛関係の

ようであった。 
 

ところが、無料の機内食や枕の消滅と共に、マイレッジ･プログラムがおかしくなり始めて

いる。 今春、若しくは、今夏のマイレッジによる予約が、大幅に取リ難くなっていると

言う苦情が、航空会社に殺到している。 も安い運賃の目的地行きの予約は、第１希望
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も、第 2 希望も、第 3 希望でさえも、取り難くなっている。 

ある FFP 客は、予約を取るために倍のマイレッジを使用し、

ある人は、家族を複数便に分割搭乗せざるを得ない羽目に

遭遇している。  
 

大手の航空会社の未使用マイルを放棄して、LCC の

Southwest の様な、マイレッジではなくて、搭乗回数に基

づいてフリー切符を提供する航空会社に、乗り換えている

人達が増えている。 この傾向が続けば、クレジット会社

に、毎年数 10 億㌦（数千億円）相当のマイルを販売して

いる航空会社は、マイレッジ・プログラム収入を無くして

しまう事になるかもしれない。 
 

WebFlyer.com によると、現在、総計 9 兆マイルの未使用マイルが、存在すると言われてい

る。 これは、5 年前より+50％増加している。 事実、年間に提供されるマイレッジの

43%しか償還されていない。 この未使用マイルを全て、航空券に交換すると、（25,000 マ
イルで１フリーとして計算すると）3,600 万枚の無料航空券が発券される事になる。 これ

は、昨年の JFK の利用者数と一致する。 
 

マイレッジ・プログラムは； 
（１） 航空会社が、販売促進策として、マイルを多く提供すればするほど、 
（２） ますます未使用マイルが残存し、 
（３） 未使用マイルを消化しようとすると、その殺到に悲鳴をあげる航空会社は、使用

ルールを厳しくし、（マイルの「切り下げ」が行なわれている） 
（４） 結局、消費者の不満を増幅させてしまう、悪循環に陥っている。 
 

1994 年には、20,000 マイルで 1 フリーの航空券が提供されていた。 当時は運賃も高かっ

たので、1 マイルは 2 ㌣に相当した。 今日では、運賃が低下し、フリー切符に必要とさ

れるマイレッジが増加し為に、1 マイルは、1.4 ㌣に下がっている。（Idea Works コンサルテ

ィング Shorewood, Wis.） それに加えて、予約の取り辛さなどの“ハッスル･ファクター”

を考慮すると、マイレッジ･プログラムの価値は、今や半減している、と言うのだ。 
 
2002 年に需要が回復し始めると、メジャー航空会社は、規則を厳しくし、無料航空券への

基本交換マイルを＋5,000 マイル増加させた。 そして、昨年末には、チャプター11 企業

の US 航空は、2003 年よりも▲37%も少ない、無料航空券の発行規模を 400 万枚以下に設

定した。 そして、規則の柔軟性を増加するプログラムを追加する一方で、必要マイルを
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倍にした。 「マイルが無効になってしまうのでは？」と言う旅客の US の将来に対する

不安が、提携先企業の無料航空券発行を増加させている。（即ち、その分、US 無料航空券

の発行数が低下する。） 
 

或る NW の 40 万マイルを貯めた FFP 旅客の場合は、Las Vegas のフリー券獲得の為に、ナ

ント 9 万マイルを必要とされている。 その旅客の搭乗希望便は、25,000 マイルのフリー

券用座席が満席で、唯一使用可能は、F クラスのマイレッジ・バスター・プログラム（9
万マイルが必要）のみしか残っていなかったのだ。 11 月に NYC＝SHA 往復（NW）の

家族 3 人の旅行に、51 万マイルを使用させられているケースすら存在する。 必要マイル

数の嵩上げは、航空会社が収入増加策として、クレジットカード会社などの第三者に、多

くのマイレッジを販売した為である。 
 

Southwest の場合は、8 回搭乗でフリーを 1 枚発行しているが、搭乗禁止日は、年間タッタ

の 16 日（勤労感謝とクリスマス休暇時期に集中）のみしか存在せず、便毎の割当席数制限

は実施していない。 そして L/F も約 65%で、他社の 80%よりも低く、座席の確保が容易

に行える。 唯一厳しい規則は、無料航空券の有効期間 1 年間で、大手の 3 年間有効とは

大きく違っている。 JetBlue も同様の 1 年間有効期限方式を採用している。 彼等の場合

は、搭乗便の飛行距離に従ったポイント制に基づいて、100 ポイント毎に 1 枚の無料航空

券を発行している。 

 
そんな訳で、昨年は初めて、クレジットカードのショッピング･ポイントの償還対象が、無

料航空券ではなくなって、プラズマ TV や、Amazon の書籍などとの交換に変化している。 

そして、昨年第 2 四半期の、マイレッジ提携クレジットカードのオンライン新規加入者が、

25 万人と、前年同期に比べて、殆ど▲40%減少している。(comScore Networks) 
 

航空会社のマイルは、5 年前に比べて、マイルの価値が半減し、いつか将来には、更に半

減してしまうかも知れない。 どうやら、早く使うが勝ちかも知れない。 ■ 
 
 
 
nytimes.com, 3/14/2005 

6. Can Paper End the Free Ride Online? 

 オンライン新聞 有料化に踏み切れるのか？ 

 

消費者は、数百万㌦を、iTunes の音楽サービスや、Xbox Live のゲームサイトに費やしてい
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るが、ニュースとなると、ビタ一文も支払いたがらないようだ。 
 

現在では、オンライン新聞の人気が増して、その読者が、プ

リント版新聞の購読者を上回ってしまっている。 オンライ

ンサイトからの広告収入も増加し、それは、全収入の 2〜3%
の規模になっている。 
 

新聞社は、オンライン新聞の隆盛の一方で、プリント版購読

者の減少を心配している。 新聞者は、オンライン新聞を有

料化して、もう一つの収入源を確保すると共に、プリント版

購読者の減少を食い止める（注）事を検討している。（注：

オンラインが有料化になれば、プリント版からの乗り換え組が減少する。 これが、新聞

社にとって、 大の有料化のモチベーション。） 
 

全米に 1,456 の日刊紙が存在するが、今の所、オンライン新聞を丸ごと有料化している新

聞社は、Dow Jones & Company が発行している The Wall Street Journal 1 社と、40 の小さな

地方紙しか存在しない。 その他の新聞は、コンテントの一部、若しくは、オンライン・

サブスクライバー用の特別コンテントへのアクセスを、有料化しているところが存在する。 
 

New York Times は、ここ数年来、この問題の検討を続けて来ており、間もなく有料化の発

表を行うと見られている。 1 月の時点で、同紙の Web サイトは、毎日 140 万ユニークビ

ジターを保有し、プリント版の平均発行部数は、2004 年度で、1,124,000 部となっている。 

これは、1993 年の 1,176,000 部より、▲4.4%低下している。 タイムズ（NYT）は、既に、

オンラインのクロスワードパズルと、ニュースアラートとアーカイブを有料化しているが、

その他のコンテントの有料化には、ジャーナル（WSJ）モデルの様なチャージ方式を採用

しないと言っている。（WSJ は、79 ㌦を徴収している。 プリント版購読者には、年間 39
㌦でオンライン購読を提供している。） 
 

その他の各紙は、オンラインの傾向を調査中で、収入増は欲しているものの、一方で、有

料化によるオンライン購読者数の減少と、それが誘発するオンライン広告減収を恐れてお

り、なかなか有料化に踏み切れないでいる。 彼等は、WSJ 見たいな経済誌で、会社購読

が多い新聞とは異なり、有料化による購読者減少のデメリットの発生を恐れているのだ。 

Online Publisher Association の先週のレポートによると、2004 年に、インターネットユーザ

ーが、オンライン一般紙に支払った額は、$88m（96 億円）で、2003 年比僅か＋0.4%であ

った。 彼等は、ゲームや音楽などのオンライン娯楽には、前年を＋90%上回る、$414m
（455 億円）を消費している。 
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各紙は、1990 年代にオンライン新聞が出現した 初から、購読料を徴収しなかった事を悔

やんでいる。 無料に慣れたインターネットユーザーから、金を取るのは、今や、至難の

業となっているようだ。 NEWS は、“Not Ever Willing to Spend”なのだ。 ■ 
 
 
 
TDW, 3/14/2005 

7. Cendant Works With Orbitz On Direct-Connect Technology 

 センダン、オービッツ開発テクノロジーで GNE に進出 

 

Cendant は、年内にも、流通代替モデル（GNE）の運用を開

始する。 これは、Orbitz が開発した、法人予約ソリューシ

ョンと、航空会社 Web サイトと、旅行社デスクトップを含

む、ダイレクト･コネクト･テクノロジー（Orbitz 買収前は、

Third Party Supplier Link と呼ばれていた）を性能向上させた

もの。 航空会社、旅行社、ホテル、カー、CVB が、GDS
をバイパスして、サプライヤーのインベントリーと直接接続する事を可能にする。 
 

Cendant は、年内にも、少なくとも 1 つのポータルを、航空会社の Web サイトに掲載し、

ポータル経由で、ダイレクト・コネクト・テクノロジーによって、その航空会社の法人顧

客に、複数の航空会社へのアクセスを提供する。 このポータルでは、スケジュールのバ

イアス表示かニュートラル表示かの選択が出来る他、航空会社以外のインベントリーへの

アクセスを可能としている。 
 

Orbitz の航空予約の約半分は、Alaska, AA, America West, CO, NW, US, UA のダイレクト･コ

ネクト経由予約で、今年中には DL を含む 3 社が、新たにこれに加入する。 ポータル経

由予約には、Cendant に支払う手数料が必要となるが、その他の手数料の設定も可能。 
 

Cendant は、この GNE と、以前から保有している GDS（Galileo）の 2 つのチャネルを保有

する事になるので、他のディストリビューターより有利な立場に立つことになる。 尤も、

GNE が成功すれば、GDS 事業（Galileo）がそれだけ減少する筈であるが、Cendant は、市

場に一番に受け入れられるソリューション開発が、Cendant の使命であると言っている。 

なお、Cendant は、G2 SwitchWorks と、このダイレクト･コネクト･テクノロジーの盗用問

題で、法廷闘争を展開中である。 ■ 
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8. 其の他のニュース 

 
 For Labor, a Wal-Mart Closing in Canada Is a call to Arms 

カナダ、ケベック州 Jonquiere の Wal-Mart 店が、収入の低迷と法外な組合要求（会社側コ

メント）を理由に今春閉店される。 この店は、北米の Wal-Mart で 初の組合結成成功

（2004 年 8 月）の店で、労働運動の象徴的な店であった

が、Wal-Mart の反組合戦略の軍門に降ることになりそうだ。 

Wal-Mart は、組合要求を受け入れて、+30 人もの従業員を

追加した場合は、採算が取れなくなると言っている。 カ

ナダには、256 の Wal-Mart 店と 6 の Sam’s Club があり、

特に 47 店が出店している、労働組合活動の激しいケベッ

ク州での、労使関係緊張が予想されている。 ケベック州

の３店の Wal-Mart には、爆弾脅迫電話がかかったり、地

元の TV 局が、Wal-Mart をナチ呼ばわりしたりするなど、

カナダで、反 Wal-Mart 運動が展開されている。（TV 局は、

この放送後、不適切な表現を陳謝している。）(nytimes.com, 
3/10/2005) 

The Wal-Mart in Jonquière, Quebec, will close this spring because of 

what the retailer said were escalating union demands and falling sales. 

 

 Delta sees “substantial” net loss in 2005 
昨年、創業以来 75 年間で 悪の欠損▲52 億㌦（5,720 億円）を計上した DL 航空は、「▲

50 億㌦のコスト削減が成功したとしても、2005 年度も、大幅な欠損を計上するかも知れ

ない」と表明した。 コスト削減が上手く行かず、欠損の拡大が止められない場合は、

Chapter 11 申請を余儀なくされるだろうと、証券取引委員会への“10K”申請書の中で述べ

ている。 NSE の株価は、▲11.5％低下して、1 株 4.33 ㌦をつけている。 以下、この記

事のポイントを羅列する。 

・ DL の流動性は、営業活動からの流入に加え、American Express から獲得した$250m（275
億円）のクレジットファシリティー（3 月 1 日に引き出されている）により、当面は、

未だ安泰。 
・ 燃油費は、バレル当たり 1.22 ㌦の予算に対して、第 1 四半期実績は、平均 1.40 ㌦をつ

けている。 
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・ 8 月には、Visa/Master カードのプロセッシング契約更改が予定されており、支払保留金

の上積みなどが要求された場合は、流動性の悪化が発生する。 
・ DL は、事業運営と債務返済の為に、2004 年度に、24 億㌦の借り入れを行っている。 
・ American Express と General Electric 航空機リースからのクレジット･ファシリティーは、

契約不履行時には、DL に、全ての借入金の一括返済を義務付けている。 
・ リジョナル航空の売却による、$750m（825 億円）の資金捻出が、検討されている。 
(FT.com, 3/10/2005) 

 
 

 BMI enters long-haul Heathrow market 
BMI British Midland 航空が、ロンドンの LHR 空港から、インドとサウジアラビアの 2 路線

を、新たに開設する。 LHR 空港からの、BMI 長距離便は、これが初めて。 新路線は、

LHR=Mumbai 週 4 便 5 月中旬開設（Virgin 航空も、3 月 27 日から週 3 便を開設する。） 
LHR=Riyadh  週 3 便 夏頃開設予定（BA は、3 月 27 日に、サウジ線を運休する。） 
BMIは、手持ちのA330-200型機3機の内1機を、この新路線に転用する。 BMIは、Icelandair
の B757 を wet リースして、長距離便を拡大する予定。 4 年連続欠損の後で、BMI では、

今年、利益計上が予想されている。(FT.com, 3/10/2005) 
 

 InterContinental sells UK Hotels for ￡1bn 
世界 大のホテルチェーンである InterContinental Hotels（IHG）は、イギリスの 73 ホテル

を、Lehman Brothers が率いるグループに、10 億ポンド（2,000 億円）で売却する。 売却

により得る資金は、株主に還元される。 同時に、債務返済に 10 億ポンドが支払われる。 

IHG は、この内、63 ホテルを運営受託する。 「この売却は、伝統的ホテルオーナー＋オ

ペレーターから、ブランドオーナー＋オペレーターへの戦略的変換を意味している」、と

IHG は述べている。(FT.com, 3/10/2005) 
 

 PSA International’s full year net profit up 29.1% to S$881.3m 
シンガポールの国営港湾オペレーターは、2004 年度の純益が、前年を+29.1％上回る
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S$881.3m（566 億円）と、なったと発表した。 この好決算は、地域の貿易の拡大による。 

コンテナーの取扱量は、前年を+15％上回ったが、収入は+5％に止まっている。 これは、

港湾事業以外の部門の利益への貢献が弱かった為。(channelnewsasia.com, 3/10/2005) 
 

 Navigant acquisitions stall release of 2004 earnings report 
Navigant の、2004 年年次報告書の作成が遅れている。 これは、2001 年から 2004 年にか

けての企業買収のバランスシート上への反映方法について、証券取引委員会より明細の開

示が求められている為。 Navigantは、2001年に Sato Travel、2004年にはNorthwestern Travel 
Service などを買収している。 買収企業の評価やその申告更正を求められる場合は、過去

4 年間の損益計算書の修正が有り得ることになる。(DTW, 3/11/2005) 
 

 米国旅行社トップ 5 2003 Sales Employees 

1 American Express Travel $16bn N/A 

2 Carlson Wagonlit Travel 12.7bn 10,699 

3 InterActiveCorp 10.5bn N/A 

4 WorldTravel BTI 4.2bn 4,390 

5 TQ3 Navigant 4bn 4,200 

 

 US set to take over more United pensions 
米年金保険機構 PBGC は、UA 航空の地上職員（36,000 人）の年金を、21 億㌦と査定し、

その額の肩代わりを行うと発表した。 これは、昨年 12 月末の PBGC の、UA パイロット

年金肩代わり措置と同様の先制措置（pre-emptive action）。 UA の地上職員の年金は、3
年前に労使間で合意された、年金給付積み増し分+$139m（152 億円）が、3 月 14 日に確定

される。 PBGC は、この積み増し確定以前に、債務代行を宣言し、負債軽減に務めてい

る。 UA の整備組合は、これに猛反発、年金確保の為には、ストも辞さないと言ってい

る。(FT.com, 3/11/2005) 
 

 Pegasus Solutions enhances Global Reservation Service 
Pegasus Solutions は、Utell by Pegasus 会員ホテル予約の新しいコンファーメーション・サー

ビス —eConfirmation Service— を導入した。 eConfirmation Service は、全世界の 4,000 の

Utell by Pegasus ホテルで使用されている中央予約システム（CRS）と連動する。 このサ

ービスにより、旅行社は、www.UtellAgent.com 経由で、予約のコンファーメーションに、

即時アクセスが可能。 或は、予約若しくは変更後 2 時間以内に、登録したメール住所へ、

コンファーメーションを電送させる事も可能。 この他、予約スリップの発行が可能とな

っている。 これで、旅行社は、予約確認や、コンファーメーション・スリップの作成等

の、電話連絡や人手の掛かる労力から解放される。(asiatraveltips.com, 3/11/2005) 
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 Pegasus Solutions Launches New RateChecker Service 
Pegasus Solutions は、Utell by Pegasus 会員ホテルが、競争ホテルのレートをチェック出来る、

新しいツール RateChecker を開発した。 このサービスは、以下の３オプションの選択を

可能にしている。 
Bronze 5Web サイトで、5 競争ホテルのレートを、週単位でチェックする。 
Silver 7Web サイトで、7 競争ホテルのレートを、毎日チェック出来る。 
Gold 20Web サイトで、10 競争ホテルのレートを、リアルタイムでチェック出来る。 
その他、このサービスは、競争ホテルのパッケージ・ディールや連泊状況のモニターも行

う事が出来る。(asiatraveltips.com, 3/12/2005) 
 

 Marriott sale excites Whitbread’s shareholders 
総合レジャーグループの Whitbread は、Marriott Hotels の英国チェー

ン全て（52 ホテル）を、10 億ポンド（2,000 億円）で売却すると発

表した。 Whitbread は、Marriott International に支払うフランチャイ

ズ・フィーのコストを勘案し、運営管理の途は選ばず、フルディー

ルの売却を目指すだろう、と言われている。 Whitbread は、昨年 10
月の戦略レビューでは、売却益は、株主に返還すると申し出ていた

が、果たして、InterContinental Hotels と同様に、全額株主に返還されるかどうかは、疑問

視されている。 Whitbread は、この件については、コメントを避けている。(FT.com, 
3/11/2005) 

 

 The No.3 Airline in Canada Suddenly Grounds All Flights 
Jetsgo、カナダ第 3 位の定期航空会社（LCC）が、3 月 11 日、突然倒

産した。 この倒産は、昨秋、カナダ会社更生法を抜け出た Air Canada
と、躍進目覚ましいカルガリーの LCC, WestJet Airlines にとっては、

競争緩和を意味する事となる。 Jetsgo は、2002 年にモントリオール

で設立された非公開会社で、凡そ 10%のカナダ国内線シェアーを保

有していた、従業員 1,150 人、保有機 29 機のカナダ LCC。 路線網は、カナダ国内 20 都

市と、NYC、ラスベガス、フロリダを含む米国 10 都市を結ぶ。 燃油の高騰と、競争激

化が倒産の直接的原因と見られている。 カナダ運輸安全局が、Jetsgo の安全性検査を開

始した矢先の倒産。(nytimes.com, 3/12/2005) 
 

 Hawaiian Air Reorganization Plan Cleared 
Hawaiian 航空の再建計画が承認されて、早ければ、来月にも、同社の Chapter 11 からの離

脱が可能となる。 Hawaiian は、2 年前の 2003 年 3 月 21 日に破産法適用会社となったが、
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機材リース契約の見直しと、6 組合との 3 年間有効の新労働協約の締結（注）に加え、大

株主の Ranch Capital の大幅資本繰入で、危機をナントか乗り切る。 （注：パイロットと

客室乗務員の 2 組合のみが批准済み。）(nytimes.com, 3/12/2005) 
 

 Disney’s No2 Officer to take Charge in September 
ABC、テーマパーク、映画スタジを保有する、資産 540 億㌦（5 兆 9,400 億円）の Disney
の新 CEO に、現社長の Robert A. Iger（54）が就任する。 現 CEO の Michael D. Eisner（63） 

は、20 年間に亘る Disney のトップの座を降りる事になった。 後任の CEO 候補には、

Meg Whitman（eBay CEO）, Peter Chernin（News Corporation 
COO））, Tom Frteston, Leslie Moonves（Viacom の共同創立

者）の名前が上がっていた。 昨年の株主総会で、Eisner
に不信任を突きつけた Disney 創立者の甥の Roy Disney や

Stanley Gold（当時取締役会役員）からの新 CEO 賛成票が

得られるか？が注目されている。(nytimes.com, 3/14/2005) 

 

新 CEO の Robert A. Iger（54）左、 現 CEO の Michael D. Eisner（63）

右 

 

 US airlines raise fares by $5-$10 again 
米航空業界は、過去 1 ヶ月で 2 回目の運賃値上げ、片道 5 ㌦〜10 ㌦を、成功裡に実施した。 

2 回共、昨年は値上げには参加しなかった、NW 航空がリードしている。 3 月 9 日の値上

げには、殆どのメジャーが追随したが、先の四半期に唯一利益を計上した、Southwest と

jetBlue の両社は参加していない。 1 月に DL が導入した SimpliFares の値下げもあり、こ

の程度の値上げでは、バレル 55 ㌦のコスト増を相殺する迄に到底達していない、とアナ

リスト達が言っている。 （CO は、SimpliFares へのマッチングにより、前回の予測を$50m
上回る、▲$200m≒▲220 億円の減収インパクトが発生すると言っている。）(FT.com, 
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3/13/2005) 
 

 Disability issues a hot topic with airlines 
JetBlue は、新たに導入するブラジル製の Embraer 190 ジェット機（100 席）に、車椅子格

納スペース設置の法令の適用除外を要求している。 Embraer の如くの小型機に、車椅子

用のスペースを確保すると、座席の減少が大きく経済性を著しく減少させる、と言うのが

この要求の理由。 JetBlue は、車椅子は、全部の貨物収納場所に保管すると言っている。 

身体障害者の団体からは、専用の収容場所でないと、車椅子が損傷し易く、法令通りのス

ペースを確保するべきだと言う、非難が上がっている。  

DOT の、盲導犬に対するセカンドシート料金徴収案（注）についても、これらの団体から

轟々たる非難が上がっている。（注：障害者の足下に、他の旅客の邪魔にならない場合以

外は、航空会社は、盲導犬用にセカンドシート料金を徴収しても良い、と言うプロポーザ

ル。）(DTW, 3/15/2005) 
 

 ARC delays elimination of paper coupons by one month 
ARC は、エージェントクーポンの廃止を、4 月 4 日から 1 ヶ月遅らせて、5 月 9 日からと

する。 これは、4 月初旬から導入される ARC Document Retrieval System（DRS）に対す

る、ARC 承認旅行社、及び法人旅行部の慣熟期間を、1 ヶ月設ける為の措置。(DTW, 
3/14/2005) 
 

 Long Distance Calls when Traveling 
世界の多くのホテルが、ブロードバンドのインターネットアクセスを、無料か、リーゾナ

ブルな料金で提供し始めている。 そしてベストホテルの多くは、殆どのホテル内のパブ

リックエリアに無線ブロードバンドアクセスを提供している。 これ等のホテルを選んだ

場合は、人気が高まっているインターネット電話の Skype を利用すれば、もう、ホテルの

高額な長距離固定電話など使う必要がなくなってしまう。 Skype をダウンロードした PC
間同士のインターネット電話は、いくらかけても無料で、音質も、通話時間の 90%が良好

な通話状態を確保してくれる。 Skype から、通常の電話に、リーズナブルな料金で、電

話をかける事も可能。 これに加えて、Skype では、非居住の国の電話番号を購入する、

全く革新的なシステムが検討されている。 番号を購入した国で、この番号に電話すると、

購入した人の PC に、世界の何処に居ても、繋がると言うシステム。 海外出張が多いビ

ジネスマンは、Skype に加入せざるを得ない様だ。(asiatraveltips.com, 3/14/2005) 
 

 EU seeks “open skies” deals with Russia and China 
欧州委員会が、航空需要の成長が著しいロシアと中国への、欧州企業の乗り入れ増加の為

の交渉開始を計画している。 欧州委員会運輸コミッショナーの Jacques Barot は、3 月 14
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日、欧州連合 25 カ国に対して、ロシアと中国との航空交渉権限の、欧州委員会へのマン

デート（委任）を要求した。 幾つかの EU 加盟国は、特に英国は、この委員会の動きに

批判的で、委員会は、先ず米国との交渉に目処を付けるべきだ、と言っている。 ロシア

との関係では、年間 250m ユーロ（325 億円）に上る、シベリア上空通過料の支払の是正

が必要。 EU は、これは、国際法に違反していると言っている。（ロシアとの航空協定に

は、2013 年迄の是正（modernization）がうたわれている。） 中国とは、欧州中国間の直

行便供給が、現在、3 百万席に拡大されているが、依然として 21 路線にタッタの欧州 8 社

の乗り入れしか許可されていない。(FT.com, 3/14/2005) 
 

 Turn It Off 
携帯電話の機内使用についての政府規則の制定には、まだまだ時間がかかるだろう。 し

かし、ミシガン大学の、752 人のアンケート調査では、42%の人々が、パブリックスペー

スでの、携帯電話の使用を禁止するべきだと言っている。（nytimes.com, 3/15/2005） 
 

 Unholy row over Airbus superjumbo 
世界 大の民間航空機、A380 のペイント塗りと 終仕上げ作業

は、ドイツのエアバス HAM 工場で、今年の後半から予定されて

いる。 ところが、この工場に隣接している空港が、滑走路長の

不足と、セキュリティーエリアの狭隘の為に、このままでは、

A380 の離発着が出来ない事態が発生している。 HAM 市は、

滑走路延伸箇所の地主（農民）をナントカ説得して、土地収用に

は成功したが、セキュイティーエリアに所在する教会は、立ち退きを頑強に拒否している。 

教会立ち退きが成功しない場合は、A380 は、HAM へ飛来出来なくなる。 そして、全て

の作業が、フランスの Toulouse 工場で実施されてしまい、ドイツの面子が潰されてしまう

他、これは、ドイツの貿易収支に大きな影響を与える事になる。 EU の場合、航空機輸

出は、引き渡し空港の所在国に計上されるので、HAM 工場引き渡しが困難となる場合は、

ドイツの A380 輸出が丸々無くなってしまう事を意味している。(FT.com, 3/15/2005) 
 

 Bombardier nears loan deal for new aircraft 
カナダの輸送機器メーカーBombardier が、カナダと英国の政府の財

務的支援を受けて、新しい小型の民間旅客機、C シリーズ（100 席と

130 席の 2 タイプ）を開発する。 このプロジェクトの開発費総額は

21 億㌦で、これを、Bombardier、政府ローン、サプライヤー・コン

トリビューションの三者間で折半する。 競争会社の、ブラジルの

Embraer は、カナダ政府の明確な財務的支援のエビデンスが発見され

る場合は、WTO 提訴も辞さないと言っている。 この Bombardier の新機材は、A318 や
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B737-600 モデルとの競合機種となる。 Bombardier は、Embraer からも、70 席〜100 席の

リジョナルジェット機で競争を強いられている。(FT.com, 3/15/2005) 
 

 Tiger Airways launches flights to Manila 
シンガポールの LCC、Tiger Airways が、4 月 5 日から、マニラの Diosdado Macapagal 国際

空港（以前の Clark Field）に乗り入れ開始する。 当初は週 3 便でスタートし、今年 6 月

から週 4 便に増便する。 Tiger は、3 月 16 日から 23 日の間、片道 S$25.98（1,690 円）か

ら始まる格安運賃販売を実施する。(channelnewsasia.com, 3/15/2005) 

 
 台湾当局、中国の反国家分裂法を「ごろつき」と非難 

【台北＝石井利尚】台湾の対中国政策を担当する行政院

（内閣）大陸委員会は１４日、中国が採択した「反国家分

裂法」について声明を発表し、「ごろつきのゆすりと同じ

（中国の）やり方は強い反感を買うだけ」と強く非難した。 

声明を読み上げた呉ショウ燮（ご・しょうしょう）大陸委

主任委員（閣僚）は、中台直行チャーター便について中国

が提案した「祝日便」に応じる考えがないと表明。台湾が

望んできた「貨物便」協議についても、「（反分裂法採択

で）思いっきり殴った後に（これを癒やす）湿布を渡され

ても、台湾住民は受け入れられない」と述べ、当面は難し

いとの認識を示した。(2005/3/15/00:39 読売新聞) 

中国・全人代で、反国家分裂法が反対０

票で採択されたことを示す電光掲示板

＝１４日午前、北京の人民大会堂（共同） 

 

 Cathay, Dragon in corporation talks 
CX 航空が、中国の三大航空会社グループの１社である China 
National Aviation Holding（CNAH）と、幅広い提携交渉を開始し

ている。 CNAH は、Air China（中国国際航空）の 65.79%の株

式を保有している。（CX は、Air China に 10%出資している。） 

CNAH は、香港上場の China National Aviation Company（CNAC）
に 69%出資し、CNAC は、Dragon Air の 43.29％の資本を所有し

ている。（CX は Dragon Air に 17.79％出資している。） 香港コ

ングロマリットの英国 Swire Pacific が CX の株主である限り、Dragon Air の買収、若しく

は、合併の実現性は乏しいが、（中国政府は、Dragon Air を外国資本には売り渡さない）、
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CX と CNAH の交渉には、コードシェアリング、香港及び北京の空港スロットの共同使用、

整備技術提携などの、幅広いものが含まれていると言われている。(FT.com, 3/16/2005) 
 

 Jet Airways makes lukewarm stock market debut 
インド初の上場民間航空会社、Jet Airways の上場公募初値は 1,256 ルピー（3,014 円）と、

販売希望価格帯の 950〜1,125 ルピーを若干上回ったものの、高値を予想していたアナリス

ト達の期待を裏切る結果となった。 Jet Airways は、1993 年にインド国内線に就航、今で

は、45％のシェアーを有している。 インドの 10 億以上の人口を勘案すると、現在 1,500
万人の航空需要の潜在市場成長力は、凄まじいものが有ると言われている。

(channelnewsasia.com, 3/14/2005) 

 

 Air China rules out Cathay Pacific takeover 
中国国際航空は、「CX 航空の支配株を取得する意向は全くな

い」と、合併報道を否定した。 「中国国際航空、CNAC、CX
の三者間では、上場規則（Listing Rules）が開示を要求してい

る、契約若しくはアレンジメントの協議は持たれていない」と

する声明を、中国国際航空が、3 月 17 日、香港証券取引所で

発表した。 この声明は、South China Morning Post に、「中国

国際航空が CX を買収し、その中国国際航空のかなりの株式を、

CX の親会社の Swire Pacific が保有する計画がある」（つまり合

併して新会社を設立する？）と言う報道の直後に出されている。 

また、この報道は、「CX が Dragonair を先ず買収し、その後に

CX を新会社に吸収させる」とも報道している。

(channelnewsasia.com, 3/17/2005) 

 
 

 Qantas’ Jetstar Asia may sub-lease aircraft as growth strategy stalls 
QF 航空の、アジアのバジェット航空振興市場への参入計画が、

勢いをなくしている。 3 ヶ月前に設立された、QF の子会社

でシンガポールの LCC、Jetstar（QF49％、US$23.5m 出資）は、

中国及びインドネシアからの乗り入れ権益取得の難航に直面

しており、同社の A320（リース 4 機）の一部に、アイドル化

のおそれが発生している。 また、Sydney Morning Herald は、

3 月 17 日、Jetstar は、今年中に追加トラッフィクライトが取得

出来ない場合は、発注機の一部のサブリース化を検討せざるを

得なくなるだろう、と報道している。 Jetstar は、11 月に A320
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（4 機）を追加導入する計画であるが、同社は、既にこの 4 機全てのサブリースアウト先

の選定作業を開始している。 5 月に導入予定の A320（1 機）のリース機は、所有者の

International Lease Finance Corp (LAX)に、代替借り入れ航空会社の選定を依頼している。 

Jetstar は、現在、台北、香港、バンコック路線を展開中で、間もなくフィリピン線を開設

予定。(channelnewsasia.com, 3/17/2005) 
 

 Patrick poised to win control of Virgin Blue 
オーストラリアの輸送グループ Patrick は、19.9 億豪㌦（1,650 億円）の敵対買収ビッドへ

の弱い市場の反応にも拘らず、Richard Branson が 5 年前に設立した LCC の Virgin Blue の
支配権を獲得した模様である。 Patrick は、3 月 16 日、目標の 50.1%を若干下回る、49.03%
の株式を購入したと発表した。 マジョリティー取得後は、QF と Virgin Blue の寡占体制

のメリットを享受して、格安運賃競争を是正し、イールド向上を計画する予定と言ってい

る。(FT.com, 3/16/2005) 
 

 Airline industry body says EU laws impose 5.9 bln euro 
annual burden 

IATA の事務総長 Giovanni Bisignani（右）が、「欧州連合は、非

合理な法規制に基づいて、欧州航空業界に、年間 59 億ユーロ

（7,670 億円）の支払を余儀なくさせている」、とブリュッセル

の European Aviation Club で語っている。 IATA によると、

近 EU が導入した、航空便の運休若しくは遅延時の旅客コンペ

ンセーションルールは、業界に 6 億ユーロ（780 億円）のコス

ト増をもたらす事になる。 

この他に 9-11 後のセキュリティー対策で、年間 19 億ユーロ

（2,470 億円）のコスト増と、非効率なインフラと規則の為に

年間 34 億ユーロ（4,400 億円）を支払っていると、IATA は言っている。 Bisignani は、

①欧州域内オープンスカイ、②空港の地上ハンドリング業務を含むエアラインサービス規

制緩和、③鉄道への政府補助中止、④時代にそぐわないシカゴ･コンベンション（1944 年

制定）など協定廃止を訴えている。(channelnewsasia.com, 3/17/2005) 
 

 Hopes rise at US Airways 
US 航空に、今度は、Republic Airways と Wexford Capital が、$125m（137 億円）を投資す

る。 この投資は、2 週間前の、Air Wisconsin Airlines が所有する投資グループ、Eastshore 
Aviation の$125m ファイナンシャル・パッケージに次ぐ投資。 US は、これで、Chapter 11
離脱に必要な$350m（385 億円）のファイナンス調達に、後一歩（アト$100m）にまで漕ぎ

着けた。 US は、4 月 15 日に、再建計画を破産裁判所に提出し、6 月末には、Chapter 11
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を離脱する予定。（GE との契約上、US には、このスケジュールの履行義務が発生してい

る。） 米航空業界では、財務的疲弊企業に、倒産してもらっては困る取引業者達からの

ファイナンスが続いている。 
リジョナルキャリア、American Express、General Electric 航空機リース、達が、ファイナン

スに応じているのだ。(FT.com, 3.16/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 
 

今週号でも、多くの GNE の話を掲載した。 
 

Cendant は、買収した Orbitz のテクノロジーを利用して、GNE を開発していると言う。 そ

して、航空会社の Web サイト上に載せたポータルで、GNE のダイレクト･コネクト･テク

ノロジーを、その航空会社に利用させ、法人顧客に、複数の航空会社へのアクセスを可能

にする計画だと言う。 そして、このポータル経由予約について、ペイパークリック如き

のフィーを課金する、ビジネスモデルを構築すると言う。 俄かには、これが一体全体ど

のようなものか？ 字面は追えても、なかなかそのイメージが浮かばない。 
 

しかし、想像するに； 
（１） 複数航空会社を予約できて、（これで航空会社サイトのアキレス腱＝「他社情報と

の比較が出来ない」が、無くなる！） 
（２） （将来は）航空会社以外のサプライヤーにもアクセスできて、 
（３） そして、それらの予約から手数料を貰える、 
ものだとすれば、航空会社にとっては、もう 1 つの収入源を確保できる事になる。 
 

JR は、乗降客の多い駅で、駅舎内に売店やレストランのテナントを入れて、駅ビル（アト

レ）をブッ建てて、鉄道旅客事業以外の収入源を確保している。 
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年間数千万人を輸送する航空会社の Web サイトは、鉄道会社の乗降客が多い“駅”（バー

チャルな）と考えられない事は無い。 サイトを利用する顧客（乗降客）を対象に、他社

の航空便や、ホテルや、パッケージや、旅行グッズのオンライン販売を実施するという考

えが浮かんで来る。 Cendant が展開する、新しいビジネスモデルのように。 オンライ

ン JAL Plaza が出来上がる。 オンライン広告だって載せられない事は無い？ 
 

以前の「編集後記」で、米国航空業界 3 大発明は、①CRS（GDS）、②H&S、③FFP の三つ

だと書いた記憶がある。 今では、CRS も H&S も従来の勢いをなくし、頗る健在なのは

FFP だけだと書いた。 ところが、この FFP も、 近は、人気が落ち、おかしくなり始め

ていると言うのだから驚いた。 
 

尤も 1980 年頃の発明は、四半世紀も経てば、消滅してしまう短いライフサイクルしか持

ってないのだろう。 マーケティングの発明なんて、そんなものなのだろう。 移ろいの

早い時代では、所詮長続きするものでは無い。 
 
 

新たな収入源の確保が出来る、バーチャル駅ビルは、建てられないのだろうか？ （H.U.） 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 159   （ 以上 ） 
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