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PhoCusWright; Channel, 3/3/2005 

1. It’s A Whole New World In Travel Distribution – Again 

旅行流通 再び全く新しい時代の幕開け 

 

2004 年旅行流通の全ての出来事 — M&A、検索、規制緩和、サプライヤーの攻撃的対抗、

GDS バイパス、オンライン広告の復活、 —などを踏まえ、市場は、これにどう対応して、

そして 2005 年及びそれ以降にどう展開して行くのだろうか？ 
 

PhoCusWright は、市場に大きな影響を与え、旅行・ツーリズム・ホスピタリティーの業者

の販売方法を変化させる、以下の七つの出来事を予想している。 
 

（１） 法人旅行販売とレジャー旅行販売の境界線の喪失 
（２） コンテント、コンテント、コンテント 
（３） 規制緩和と変質（transformation） 
（４） サプライヤー対仲介業者： 勝負はついていないが 
（５） 海外旅行販売： オンライン成長の唯一の方策 
（６） 旅行コングロマリット停まらず 
（７） メタサーチ、ブログ、ポッドキャスト、ナノテック： 実現するのか？ 
 

（１）法人旅行販売とレジャー旅行販売の境界線の喪失 
法人旅行市場とレジャー旅行市場の垣根が取り払われ出している。 その具体例は以下の

如く、枚挙に遑が無い。 
・レジャーオンライン旅行社が法人旅行市場に進出している 

Expedia: Expedia Corporate Travel 
Travelocity: Travelocity Business 
Orbitz: Orbitz for Business 

・法人旅行管理会社大手の American Express が、消費者サイトを再び立ち上げている。 
・中小企業が、法人のネゴレートにアクセス出来る様になっている。（Expedia Business 

Advantage） 
・法人出張者が、レジャー旅客用の低運賃にアクセス出来る様になっている。（DL や AA
の土曜日滞在や間際購入規則の撤廃） 

・オンライン旅行社が、レジャー用マーチャント・ホテルレートの法人旅客適用を開始し

ている。 
・一方で、旅行者は、その他の旅行者と同様のリソースにアクセスし、意思決定を行って

いる。 
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・目的地情報とそのリコメンデーションは、客観的な情報を豊富に流し、従来に見られな

い様な方法で、競争条件を均一化させている。 
 

今や法人チャネルとレジャーチャネルの両方を持つ事になったディストリビュターのマー

ケティングへの挑戦は、チャネルや価格ではなくて、選好性（preference）で法人旅客とレ

ジャー旅客をターゲットする事を学ぶ事だ。 
旅行の販売業者（travel sellers）は、セグメンテーションの改善と特別なグループ、たとえ

ば中小企業の出張者、豪華ツアーの旅行者、婦人同伴の法人役員、などの標的に一層の力

を入れる必要がある。 
“法人”と“レジャー”の定義は、2005 年のプロダクト・ディベロプメントとマーケティ

ング戦略には、あまりにも広範囲かつ不正確になってしまっている。 旅行会社は、パッ

ケジングのマーケターを雇い、オンラインやオフラインでのブランドのポジショニングと

浸透の為に、マネジメントの 大のチャレンジとして、旅行者の行動を熟知する必要があ

るようだ。 
 

「マーケット・セグメンテーション、或は、行動マーケティング（behavioral marketing）、
CRM との統合、ダイナミックパッケジング、コンテント・マネジメントが不可欠だ」と、

PCW のアナリスト Susan Steinbrink が言っている。「市場の成長が緩慢となっている現在、

シェアーやプロフィットや顧客ロイヤルティーの獲得の為には、以前より余程の戦略的マ

ーケティングの展開が必要になって来ている」、「にも拘らず、旅行の販売業者の現実は、

短期的な視野に立った、トランザクションの増加に血眼で、顧客の旅行体験の改善や、顧

客とのリレーションシップの構築に手が回っていない」と Steinbrink は、言っている。 
 

（２）コンテント、コンテント、コンテント 
旅行購入の意思決定に影響を及ぼす新しいコンテント群が出現している。 Web ログ、或

は、ブログ、Trip Advisor や IgoUgo などの旅行者の体験談やリコメンデーションの掲載サ

イトが、旅行購入の意思決定に影響を及ぼしている。 ホテル客室の清潔さ、特別のオケ

ージョンの 適レストラン、必見の場所、やって見る価値のあるアクティビティー、等の

情報を得るのに、これ以上の情報源は無いのだ。 Amazon.com の様に、検索結果に、顧

客が実施したレーティングとかレビューの結果を付けているサイトが増加している。 

Travelocity.com は、顧客が実施したレビューやレーティングをホテル検索に付けている、

オンライン旅行社では初めての一社になっている。 Expedia も、顧客のレビューとレーテ

ィングをホテルに付けている。 
 

SideStep, FareChase, Kayak のメタサーチが、旅行をコモディティー化してしまっていると

言う全ての批判の中で、コンテントが、今や大きな差別化の要因となっている。 メタサ
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ーチサイトを他の競争敵から、より良くさせるのは何なのだろうか？ オンライン旅行社

と対抗する為には、メタサーチに、一体何をさせたら良いのだろうか？ 他と、価格やレ

ートを区別する為に、サプライヤーは、何をしたら良いのだろうか？ 答えは、コンテン

ト、コンテント、コンテント。 
 

（３）規制緩和と変質（transformation） 
唯一 GDS 規制緩和が有るからこそ、サプライヤーは、直販の改善と流通経費の削減のイニ

シャティブを継続している。 早、オーナーシップの規制に囚われずに済むし、法的に

も、航空会社は、自由に GDS と値段交渉が出来る様になったのだ。 そして、交渉相手に

は、ITA Software, G2 Switchworks, Farelogix 等の“GDS 代替”の新種が含まれている。 こ

れ等の生まれ出て来た新流通会社は、GDS 価格のホンの僅かな料金で、サプライヤーにコ

ネクティビティーを提供する。 航空会社は、GDS 代替を、文字通り、GDS の代替とし

て活用し始めている。 UA 等は、GDS 代替を使用する旅行社へ、トランザクション当り

凡そ 5 ㌦の節約に対して、コンペンセーションの支払を実施すると発表している。 UA
のアクションは、航空会社が、まるで旅客がオンライン予約システムを駆使して旅行社を

迂回するのと同様に、コストセーブのために、Web ベースシステムを喜んで使用する、と

いう事を示めしている。 
 

GDS 規制緩和は、トレンドでは全くなくて、その他の、シリーズの出来事の結果であると

言える。 PCW のアナリスト Douglas Quinby は、「GDS 規制緩和は、結果そのものであっ

て、変化を促進させるものでなく、変化の現実を反映するものだ」と主張している。 「全

てニュースになった出来事 — G2/ITA アナウンスメント、IHG 対 IAC、オンライン旅行

社への NW 対抗と試験的な手数料の導入、Web 運賃の消滅、メタサーチの誇大宣伝、GDS
プライシングモデルの変更、Worldspan の上場失敗、Amadeus の未公開株売却ペンディン

グ、サプライヤー（ホテル、航空会社）のオンライン旅行社からのインターネット管理権

の奪還 — などは、全てが重要なトレンドを表している」、「古い流通モデルは死にかけて

おり、業界の全てのプレイヤー達は、流通の新しい経済モデルを探している」、「流通は、

早、サプライヤーのみによりファンディングされる訳ではない」と Quinby が述べている。 
 

（４）サプライヤー対仲介業者 勝負はついていないが 
サプライヤー達は、オフライン旅行社を痛めつけて来た。 今度は、オンライン旅行社の

番なのだろうか？ ホテルや航空会社は、 低料金保証を、自分達の新しい改良したサイ

トに載せて、記録的なオンライン旅行購入者数を自社サイトに惹き付けている。 そして、

次世代検索は、どうなるのだろうか？ 彼等も、オンライン旅行社を閉め出してしまうの

だろうか？ 答えは NO だ。 閉め出しはしないが、多分、少しばかり痛めつけるだろう。 
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特に、航空会社やレンタカー会社が、自社サイトに顧客を誘導する事に成功している。 

PCW の推定では、航空会社は 61%、レンタカー会社は 57%のオンライン販売を、自社サ

イト直販で達成している。 ホテルも直販に努力しているが、依然として、多くの客室販

売を、オンライン旅行社経由に依存している。 
 

全ての点で、サプライヤー直販チャネルの、消費者の認知度が改善している。 ２年前に

比べて、オンライン旅行社が、ベストプライスを提供していると信じている消費者は、少

なくなっている。 2004 年に、45%のオンライン旅行者が、オンライン旅行社が 低価格

を保有していると考えている。 これは、2002 年の 59%から低下している。 一方、38%
のオンライン旅行者は、サプライヤーが 低価格を提供していると考えている。 これは、

２年前の 14%から増加している。 
 

しかし、仲介業者が消滅してしまう等と考えるのは早計だ。 PCW の CEO Philip C. Wolf
は、「仲介業者は決して無くならない、何故ならば、彼等は、顧客の大きな問題を解決して

いるからだ」、「むしろ、 前線に展開する歩兵軍団ではなくて、ますます超洗練されたテ

クニカル・アニマルとなって行くだろう」と言っている。 
 

しかし、今日のフルサービス旅行社と比較してみて、一体何処が違うと言うのだ。 次世

代検索は、単一 Web サイトが、顧客を、サプライヤーの予約システムやカスタマーサービ

スやフルフィルメントに、直接接続させてしまう事を約束している。 メタサーチは、オ

ンライン旅行社を閉め出しはしない。 しかし、将来のコンビネーションとかバリエーシ

ョンとなれば、話は違って来る。 或る日、検索とパーソナリゼーションとトランザクシ

ョンが、より密着して統合された時の、Google と ITA Software のタイプのコンビネーショ

ンがもたらすダメージを想像してみたら良い。 Amazon は、A9.com を使用して、検索を

通じて学んだ顧客の選好性を利用し始めている。 Expedia, Travelocity, Orbitz は、必ず、検

索とダイレクトコネクトのコンビネーションがもたらす潜在的インパクトを、少なくとも

考えなければいけない。 或は、彼等が、メタサーチの領域に跳び込んでしまうかも知れ

ない可能性を。 
 

旅行社にとって良いニュースは、オンライン旅行者の 63%が、通常は、旅行をオンライン

で購入し、40%がオンライン旅行社を、23%がサプライヤーサイトを選好している、と言

っている。 この強力な選好性は、2005 年の年内には崩れる事はなさそうである。 
 

（５）海外旅行販売： オンライン成長の唯一の方策 
グローバルなオンライン旅行市場は、未だ新生児か乳幼児の段階だ。 しかし見誤っては

いけない。 必ず成長する。 PCW は、欧州や、豪州、日本、インドやその他の市場に於
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ける成長のサインを、既に見てとっている。 米国の旅行会社は、強力な二桁の成長率を

維持する為に、海外展開が不可欠となっている。 PCW によれば、米国に於けるオンライ

ンのレジャーと非管理ビジネス需要は、今年+25%増加すると予測されている。 これは、

欧州の成長率の半分でしかない。 オンラインサービスは、海外旅行の手配とサポートを

可能にしなければいけない。 そして、米国内と海外のギャップを、至急解消しなければ

いけない。 
 

欧州オンライン旅行市場では、米国の侵入が顕著だ。 欧州の 3 大オンライン旅行社の内

2 社（Cendant の ebookers と IAC の Expedia）は、間もなく米企業の手に落ちる事になる。 

しかし、欧州の旅行大手達が、降参すると考えてはいけない。 国際的なプレイヤー、例

えば、ドイツのツアーオペの TUI が、多分、買収か提携でもって、米国市場参入を狙って

いる。 
 

その他のマーケットでは、「アジア太平洋地区で、IAC Travel, Cendant, Sabre などのグロー

バルオンライン旅行ジャイアンツが、リジョナルベースで、継続した投資を行っている」

と、PCW のアジア地区アナリストの Ram Bardinathan が述べている。 近の Cendant の
Gullivers Travel Associates/Octopus Travel.com の買収は、アジアのカバレッジを手に入れる為

とも言われている。 Travelocity は、2006 年にアジア太平洋サイトの Zuji.com の 100％オ

ーナーとなる計画を有している。 IAC は、 近中国の eLong の株式を買い増している。 
 

「中国やインド市場は、将来の電子的旅行流通のキーマーケットになるだろう」と

Bardinathan が言っている。 
 

（６）旅行コングロマリット停まらず 
コンソリデーションを除外しては、2005 年の旅行業界を占う事が出来ない。 結局の所、

一連の買収と再編成が、Cendant, Sabre, IAC（間もなく Expedia に改名される）の三つの系

列（keiretsu）を作り出している。 彼等は、欧州の Amadeus を加えて、旅行の販売業者も

バイヤーも、両方が、究極的には全てのレベルのサービスで、（4 社の内の）1 社を選ぶだ

ろうと考えている。 
 

幾つかの 近の買収劇は、それ等の旅行流通大手の、将来の組織的構成を、更に暗示して

いる。 たとえば、Sabre の、ホテル・マルチチャネル・インベントリーとプライス管理の

テクノロジープロバイダーSynXis の買収や、Amadeus の、これもホテルテクノロジープロ

バイダーの Optims の買収が、その例である。 ホテルにとっては、ホリゾンタルな顧客グ

ループと垂直的に接続されていると言う事は、旅行社、旅行プランナー、旅行手配者、消

費者自身が、電子的な繋がりを通じて、GDS、スイッチ、第三者サイト、ブランドサイト、
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チェーンやレプレゼンタティブ会社やホテル自身の CRS の何れかに、接続している事を意

味している。 
 

Cendant や Sabre は、迫り来る変化に対して、良い立場に立っている。 何故ならば、GDS
の金のなる木（cash cow）が先細りになり、ホールセリング、ホテルコネクティビティー、

法人旅行サービスが、それに取って代わる事になるのだから。 代替する事業を、誰か他

に取られてしまう前に、自分で切り開く必要が有るのだ。 
 

一方、Expedia は、ブランドカードを切っている。 ここで言うブランドとは、依然として、

Travelocity の 2 倍以上もあるグロスブッキングベースの市場シェアーの事である。 

Expedia は、ハワイやメキシコのカリブ海で、アクティビティー・デスクやキオスクを運営

し、これ等のサービスの、その他の市場への展開を計画している。 LAX では、カフェを

保有し、バーチャルな世界と、座って、コヒーを飲みながら、人間と、フェイスツーフェ

イスの会話を楽しむ場の、融合を試みている。 
 

オンライン旅行のリーダー達の間では、コンソリデーションは停まらない、少なくとも現

時点では。 極 近、余り知られていない RCG が、Amadeus と Terra から OneTravel.com
を買収した。 幾つかのポイントでは、どん欲な買収意欲が少しは残っており、そして企

業家精神が再び生じるだろう。 しかし、今年は、フルスピードの競争が展開されている

中では、旺盛な買収劇は発生しないだろう。 とは言うものの、旅行のリーダー達は、B2B
と B2C の両方と、そしてビジネスとレジャー顧客の両方のカバレッジを提供する為に、継

続して会社を獲得し続けるだろう。 マルチレイヤーのサービス、各種のインベントリー、

優先サプライヤーとのダイレクト接続能力を含むチャネルやリソーシスとのコネクション

を提供するプロバイダーを、1 社、選択する事が出来るかって？ 現実は、この全てを、

レジャー旅行者に提供出来る会社は何処にもいない。 しかし、法人旅行の分野では、よ

り多くの、コンソリデーションの確実な機会が存在するが、チョイスは減少している。 
 

（７）メタサーチ、ブログ、ポッドキャスト、ナノテック、実現するのか？ 
検索は、絶対必要なものである。 しかし、その意味する所は何なのだろう？ メタサー

チ、次世代検索は、顧客がサイドバイサイドの価格比較を実施する為に、複数のサイトに

同時に立ち寄らせる以上の事を意味している。 良い検索は、コンテント、価格、アベイ

ラビリティー、各種のサプライヤーとアグレゲイターからの情報のマルチレイヤーに跨が

る履歴と選好性を備えている。 現状でもって、検索の力を判断してはいけない。 まだ

出現してはいないが、メディアとトランザクションの交叉の可能性だってある。 Yahoo! 
の FareChase 買収、AOL の Kayak 投資、SideStep の再起、Mobissimo の立ち上げ、そして

Google の旅行への参入がその証拠だ。 しかし、今見ている事は、将来、実現するとは限
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らない。 
 

その他の現象として、ブログが増殖し、多くのビジネスモデルに挑戦するだろう。 現時

点では、情報過多の問題が有るが、多分、ブログのより有効な使い勝手を可能にする、将

来の検索機能の改良が行われるだろう。 
 

「個人よりは、人々のグループ思考の方が優秀な考えが生まれ出て来る、と言う前提に立

てば、そして、人は、関係を持っている人達の意見を尊重する傾向が有り、グループ思考

が行き渡らないのであれば、ブログの使用と参加は増加するだろう」と、Steinbrink は述べ

ている。 「大きな疑問は、会社にとってのブログのマーケティング価値である」、「にも

拘らず、企業は、旅行者とバイヤー達に関係を持たせ、旅行プロバイダーとの経験を積ま

せるように、ブログを活用する方法を見出して、旅行への使用を試みるべきである」と、

彼は主張している。 
 

ポッドキャストは？ 確かに、iPod により多くの旅行アプリケーション（位置や、デステ

ィネーション情報、或は、セルフガイドツアーを耳で聞く事が出来る能力を含む）が、間

もなく生まれて来るだろう。  
 

これで、少しは今年の占いが出来るだろう。 勿論、以上の七つに加えるものが、未だ存

在する。 PCW のアナリスト達が言う、幾つかのその他のキートレンドを上げてみると： 
 

Dot Com Trust. 
ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティーファンドの増加と、より現実的な市場

のバリュエーションが、再び旅行の世界の起業家を育てるだろう。 しかし、今回のそれ

は、企業の実績（パーフォーマンス）が絶対条件になる。 これ等の企業は、大手の企業

の、より迅速なプロダクトやサービスや機能の開発を促進させるだろう。 
 

Sorry, The Internet is Busy. 
Voice Over Internet Protocol（VoIP）が、音声通信を激変させるだろう。 地上や、携帯電話

よりもズーと安い料金で、インターネット上で電話がかけられるとなれば、このテクノロ

ジーは、旅行者のより大きなロイヤルティーを獲得する為に、オンラインとオフラインチ

ャネルの橋渡しを支援する事が出来るだろう。 これは、消費者に、旅行データとリソー

スに対する、柔軟性と、“場所を問わないアクセス性”を提供する。 
 

Too Much Data. Not Enough Information. 
法的な要求（即ち Sarbanes Oxley 法）とセキュリティー対策の強化により、企業は、多く
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のデータを管理しなければならなくなっている。 増加するデータ管理の見直しは、エク

スペンス･トラッキングと旅行管理を必要とする。 
 

All Offshore That’s Going Offshore. 
コストプレッシャー、グローバルな旅行販売、以前のオフショアーの試みの成功、を理由

に、オフショアーと国際間提携が増加している。 旅行の分野では、より多くの企業が、

コールセンター業務、プロファイル管理、アプリケーション開発、カスタマーサービス、

その他の旅行ファンクションなどの IT 関連支出を、オフショアーに持って行っている。 
 

Trials and Tribulations. 
一つの大きなトレンドは、実際には、ミニトレンドと、旅行流通経済の変化を理解する為

の、そしてその実効性の確認する為の、全ての領域に跨る多くの枝分かれしたテストと試

行の、集まりである。 一つや二つの現在の主要なモデルが、力を得るかどうかを想像す

るのは困難である。 少なくとも短期間では。 
 

そして、その他の予言として： 
・クルーズラインが本気になって消費者直販サイトに投資し・・・・・ 
・嘗ての支配的巨大企業（即ち Expedia, eBay, AT&T）が、競争と新しい市場の現実に直面

させれて・・・・・ 
・オンライン広告が爆発し・・・・・ 
・旅行会社が、何処に於いてもインターネットのアクセスを補助し・・・・・ 
・米国で LCC が、これ以上存在しなくなり・・・・・ 
・Cendant が IAC の分社化をフォローし・・・・・ 
 
 
 

Conclusion 
 

2005 年は、事が安定して一息つける年と考えている、旅行、ツーリズム、ホスピタリティ

ーのプロフェッショナル達に警告したい。 航空会社はかってないほど大胆な手を打ち、

新規参入者が大手に食いつき、次世代テクノロジーが再びルールを変更し、旅行支出が増

加し、資本市場がバブリーとなり、そして、旅行者は、より良い、より早い、より安い方

法を切望しているのだから、2005 年も忙しい年となるだろう。 ■ 
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Forrester; TRENDS, 2/25/2005 

2.  The Web Site Content that Matters To Travelers 

旅行者 コンテント重要視 

 

説明的な旅行コンテント（descriptive travel content）は、略全ての米国オンライン旅行者に

とって重要である。 も関心が高いものは、運賃規則詳細、デスティネーション･アクテ

ィビティー、オプショナルツアー、VeriSign などのセキュリティー団体との提携等の、旅

行の明確さ（透明性）に関する情報だ。 旅行コンテントを保有する、旅行社もサプライ

ヤーもポータルも、以下に述べる、説明的なコンテント管理の五つのルールを守り、旅行

者のコンテントのアクセスと使用を、円滑にさせる事に配慮しなければならない。 
 

Web 旅行コンテントは、①トランザクションに関するものと、②説明的なものの、主要な

二つに分類される。  
 

① のトランザクションに関するものには、アベイラビリティーとかプライシングの

如くの、プロダクトのショッピングに直接関連する情報を言う。 
② の説明的な情報とは、写真、地図、ローカル・アクティビティー情報、OpenTable.com

の如くのダイニング予約サービスなどの、幅広い情報を含んでいる。 
 

今年、636 億㌦（6 兆 9 千億円）の旅行が、オンラインで購入されると予測されているので、

業界は、十分なトランザクションに関する情報を、サイトに掲載している。 しかし説明

的な情報となると、略全てのオンライン旅行者が欲しているにも拘らず、十分に的確な情

報が消費者に伝えられていない。 消費者が欲している説明的情報には、Fig.1（P.-12）に

図示した通りの情報群がある。 
 

説明的な情報をキチンと提供すれば、オンラインレジャー旅客で 24％、ビジネス旅客で

33％しかロイヤルでない顧客を掴む事が出来、彼らに対するアップセリングのチャンスも

増すだろう。 以下が、説明的なコンテント管理の五つのルールである。 
 

（１） サイトナ・ビゲーションで、確実にコンテント表示を行わなければいけない 
（２） 英語以外の言語にも気を配らなければいけない 
（３） 得意分野の情報は自分で作り、その他は、信頼置ける外部より購入する 
（４） セキュリティー・プログラムに参加して、その詳細を説明しなければいけない 
（５） 運賃規則などのルールの説明を、消費者に分かりやすく実施しなければいけない 
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（１） サイト・ナビゲーションで、確実にコンテント表示を行わなければいけない。 
旅行者は、デスティネーション情報や同様のコンテントを、探し辛いと言っている。 サ

イト設計者は、座席マップや、客室のレイアウト等の説明的な情報を、消費者の身になっ

て分かりやすく、サイトに配置しなければいけない。 Alaska Airlines や American Airlines, 
Travelocity 等は、ホームページやサイトの全ページに、ナビゲーションタブ、或いは、リ

ンクを張って、説明的コンテントの表示を確実に実施している。 
 

（２） 英語以外の言語にも気を配らなければいけない。 
全てのサイト訪問者が英語を母国語としていると思ってはいけない。 重要なコンテント、

地図や、ホテル客室仕様、運賃規則などについては、サイトがカバーする地域の言語で表

示する必要がある。 Starwood Hotels & Resorts Worldwide は、5 ヶ国語（英･仏･独･日･西）

のプルダウンメニューを儲けて、言語ごとの異なったページの作成を回避している。 
 

（３） 得意分野の情報は自分で作り、その他は、信頼置ける外部より購入する。 
客室仕様などの基本情報は、自分で作成し、インハウスで保有していない情報は、外部よ

り購入する必要がある。 Four Seasons は、平面図とアメニティーの情報を含めて、客室

仕様の詳細を上手く作成している。 デスティネーション情報のような、自分のコアコン

ピタンス以外の情報は、ローカルの CVB、或いは、Gayot や Sasquatch Book’s Best Places
の如くの評判の高い出版社から購入する。 第三者にコンテントを作らせる場合は、編集

管理と、そのコンテントの自社サイトに使用する権利の確保を、確実なものにしなければ

いけない。 

 
（４） セキュリティー・プログラムに参加して、その詳細を説明しなければいけない。 
TRUSTe, BBBOnLine, VeriSign のロゴマークをホームページ上に表示し、サイト訪問者の安

心を確保しなければいけない。 InterContinental Hotels Group は、全ての個人情報入力ペー

ジや料金支払フォームのページに、同様のシンボルを表示している。 
 

（５） 運賃規則などのルールの説明を消費者に分かりやすく実施しなければいけない。 
運賃規則などの込み入った複雑な情報を、分かりやすく旅客に伝えなければいけない。 そ

うすれば、問合せの電話が減少したり、消費者の安心が増したり、の効果が必ず生じるだ

ろう。 決して、業界用語や専門家だけしか分からない言葉を、社内のマニュアルなどか

らそのまま引用して、サイトに使用してはいけない。  
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TDW, 3/3/2005 

3. Kayak.com chooses ITA Software to supplement air searches 

カヤック、ITA 検索エンジン採用 

 

Kayak.com は、3 月 3 日から、ITA Software の航空運賃検索エンジン（QPX engine）の使用

を開始した。 このエンジンで、オンライン旅行社への依存を減少させると共に、サプラ

イヤーの Web サイトへの負担を軽減させる。 技術的には、消費者の検索の段階では、

Kayak は、航空会社やオンライン旅行社の Web サイトをスクレープしないで済ませられる

が、予約の段階では、依然として Kayak は、サイトをスパイダーしなければならない。 

（Travel Wire 3 月 8 日は、QPX は、直接航空会社に接続するので、オンライン旅行社の検

索手数料 20 ㌦を、セーブすることが可能と報じている。） 
 

Kayak の CEO Steve Hafner は、旅行検索とショッピングサイト比較は、少なくとも今のと

ころは、現行の方法で実施すると語っている。 即ち、Kayak は、幾つかのサイトに継続

してリンクを張り（spider）、XML アプリケーション･プログラム･インターフェイスにより、

その他の運賃にアクセスし、そして Orbitz と OneTravel.com のサイトに聞きに行く。 
 

Hafner は、「ITA との提携は、これで、オンライン旅行社に頼ることなく、欲していた包括

的性（comprehensiveness）を得る事が可能になったので、極めて大きな提携である」と言

っている。 
彼は、「Kayak は、Orbitz との提携の継続を希望しているが、この関係が切られても、決し

て驚かない」と語っている。  
彼は、幾つかのサプライヤーが、Kayak が送り込むユーザーのボリュームについて（前世

代の Web 検索とスリーンスクレーピングに付いて）に反対している事を認めた。 ■ 
 
 
 
DTW, 3/7/2005 

4. ResExpo: GDSs unite in defense against new entrants 

GDS 連合、新規参入に結束対抗 

 

アトランタで開催された ResExpo 会議の席上で、4 大 GDS が結束して、GDS 新規参入者

（GDS 代替）に対する過大評価を批判し、自分達のレガシーシステムを弁護している。 

Farelogix の CEO Jim Davidson（元 Amadeus 北米会社の CEO）は、「4 大 GDS が、これほど
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までに結束した事は、見た事がない」と言っている。 
 

GDS の固い防御は、パネルディスカッションの場で、新テクノロジーの Jeremy Wertheimer 
(ITA Software CEO)と、Alex Zoghlin (G2 SwitchWorks CEO)が、GDS のテクノロジーとビジ

ネスモデルを、容赦ないほど酷評した後で、表明されている。 
 

Sue Powers (Worldspan CIO)は、「ITAやG2や Farelogixや、その他の新規参入者達の熱狂は、

確かに新しいビジネスモデルに基づいているが、そのテクノロジーは、ベールに閉ざされ

ている」、「GDS テクノロジーが、時代にそぐわないものとなってしまった訳ではない」と、

言っている。 そして、Orbitz 誕生前のコードネームの T2（Travelocity Terminator）を捩っ

て、GDS が旅行社に一部還元しているサプライヤーのブッキングフィーと関連づけて、「新

規参入者達は“Inducement Terminators”と呼ばれるべきだ」と言っている。 
 

Mitch Gross (Galileo 北米クライアントサービス部長)は、「新規参入者達が自慢するテクノロ

ジーは、彼等が解決する以上の問題を起こしている」、「彼等が開発したマシンは、PR マシ

ンでしかない」とこき下ろしている。 
 

ResExpo の冒頭の基調演説で、EDS 副社長の Mike Hulley は、「GDS は、レガシーテクノロ

ジーに基づくメインフレームの、オープンシステムへの一層の移行の為に、数百億円の費

用に遭遇する事になるだろう」と述べている。 
 

レガシーシステムの擁護派は、彼等のテクノロジーのかなりの部分は、既にメインフレー

ムから移行済みで、GDS は、誰よりも早い革新的プロダクトとサービスの導入者である、

と主張している。 
 

Chris Kroeger (Sabre 上席部長)は、GDS がオープンシステムに移行していないと言うのは、

作り話にしか過ぎないと言っている。 彼は、「Sabre は、過去数ヶ月の間に、ホールセー

ルモデル（サプライヤーが GDS に支払うのではなくて、旅行社がサプライヤーにブッキン

グフィーを支払う）を含む五つのビジネスモデルを開発し、新規参入者達に対抗する、十

分な準備を終えている」と、言っている。 そして、「他の GDS と同様、Sabre は、幾つ

かの GDS 機能のためには、依然としてメインフレームのプラットフォーム（TPF）が必要

である」と、言っている。 
 

Peter von Moltke (Amadeus 北米上席部長)は、Amadeus も、新規参入者との競争の準備は万

全で、「何時でも掛かって来い」と言っている。 彼も、ITA や G2 は、ビジネスモデルで

しかないと言っている。 航空会社をカスタマーでなく、サプライヤーとして取り扱った
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為の競争は、GDS は、当然受けて立たなければならない、と言っている。 
 

一方、新規参入側の ITA Software は、「ITA のデスクトップ 1U を試してみたい人達が、殺

到している」、「今後の、1U の国際システム化計画に対して、海外から多くの問合せが舞い

込んでいる」と語っている。 G2 は、ベンチャーキャピタルなどから Series A 資金$10m
（11 億円）を、集め、これを、旅行社へのシステムの展開費用に充当する。 G2 は、「既

に幾つかの旅行社へ展開中で、大手の旅行社達への展開に要員をつぎ込んでいる」と、言

っている。 

Farelogix は、Series C ファンディング$6m（6.6 億円）を Sandler Capital Management から受

け取り、システムの販売促進費に充当する。 ■ 
 
 
 
DTW, 3/7/2005 

5. Delta, Continental Favor Emergence Of Alternative GDSs 

デルタ、コンチ両航空 GDS 代替歓迎 

 

DLとCOの両社の幹部は、GDS代替の出現を歓迎すると、ResExpoの“Alternative Approaches 
to Travel Distribution”のパネルの場で表明した。 そして、18 ヶ月以内に予定されている

伝統的 GDS 契約失効後には、両社は、より広範囲な流通チャネルのオプションを保有する

事になる、と述べている。 
 

彼等は、①幾つかの GDS は、航空会社のインベントリーを保有出来ない可能性があり、②

スタータップの ITA や G2 や Farelogix は、市場の牽引力を有し、シェアーを確保するだろ

う、と語っている。 
 

Sabre の Direct Connect Avilability-3 契約の如くの GDS との契約は、航空会社を 3 年間縛り

付けている。 しかし、この契約が失効する 2006 年中頃には、GDS 規制緩和により、航

空会社は、4 大 GDS の全てに、インベントリーを提供する義務から解放される。 DL は、

流通コスト構造の変革の為に、主要な戦略的提携先を絞り込んで、インベントリーを提供

する事になるだろう、と言っている。 GDS は、過去数年間、毎年＋4％〜＋6％ブッキン

グフィーを値上げして来たが、航空運賃は、その間▲25％値下がりしている、と DL は言

っている。 
 

GDS 代替と LCC は、どちらも変化を強いている、と言う点で、類似点を持っている、と
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DL は言っている。 彼等は、ブッキングフィーの値下交渉を、GDS と始めている。 そ

して、GDS 代替ともディール交渉を行っている。 
 

CO の流通部長の John Slater は、積極的に GDS 代替と関わって行く、と語っている。 伝

統的 GDS に触れて、航空会社のコンテントを持てる GDS と、持てない GDS が出て来る

だろう、と言っている。 
 

DL と CO のコメントは、数週間前の UA の、大手旅行社並びに法人顧客の GNE（GDS new 
entrants）使用に対するインセンティブ支払表明後に、発表されている。 ■ 
 
 
 
DTW, 3/8/2005 

6. Do Worldspan Owners Want Out? 

ワールドスパン自社株購入 オーナー売却希望？ 

 

Worldsapan は、約１ヶ月前に、自社株およそ$247m（270 億円）を買い戻すつもりであっ

た事を明かした。 どうやら、オーナーである Teacher’s Merchant Bank と Citigroup Venture 
Group Capital Partners は、2003 年に 11 億㌦（1,210 億円）で買収した Worldspan を手放した

い意向が有る模様。 通常は、この手の買い戻しは、負債を拡大させる事になるが、

Worldspan の経営陣は、 終的には、プライベート・エクイティー・オーナーへの売却を

考えているのかも知れない。 ■ 

（Amadeus との合併の可能性が残っているのだろうか？） 
 
 
 

7.  其の他のニュース 

 

 中国「反分裂国家法」、草案が公表 

中国の国会に当たる全国人民代表大会で８日から、「反分裂国家法（国家分裂に反対する

法）」の審議が始まった。 この法案は、第10期全国人民代表大会３次会議第２次全体会

議で、王兆国・全国人民代表大会副委員長が説明した。 14日に表決が行われる予定。 
この法律の草案は、「台湾独立が中国からの分裂を招く」「台湾が中国から分裂する重大

な事変が発生する」「平和統一の条件が完全に失われる」の３つの条件が成立した場合、
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非平和的方式またはその他の必要な措置を採用することができると規定している。 
 

草案は、台湾問題を中国の内戦が残した問題だと位置付けるとともに、台湾問題の解決、

国家の完全統一を中国の内部事務とし、この問題

においていかなる外国勢力の干渉も受けないと強

調している。 また、両岸交渉は段階的に進める

ことが可能で、多用な方式を効果的に活用するこ

とができると指摘している。交渉内容は、両岸間

の戦争状態の終結、両岸関係発展の企画、平和統

一の計画、台湾の政治的地位、台湾の国際活動な

どが含まれると述べている。 
Great Hall of the People, Beijing 

これに対して台湾の邱義仁・国家安全会議秘書長は８日、「反分裂国家法」に対応するた

めの会議を開催し、中国当局が正式に条文を公布し、公式の解釈を提出するまでは、過度

な反応を行わないことを決議した。 政府高官によると、台湾側は、中国当局が「台湾独

立」に対して明確な定義を行うかどうか、そして国際的な反発にどう対応するかに注目し

ている。 

謝長廷・行政院長は８日、立法院での答弁で、中国が「反分裂国家法」を成立させた場合

でも、陳水扁総統は「４つのノー、１つのなし※」の承諾を実行すると指摘した。 ただ

し、「反分裂国家法」の制定後、両岸が「武力を使用しない平和状態」に当たるのかどう

かについては、総統による解釈を尊重することになると語った。 
 

（※陳水扁総統が2000年５月20日の就任演説で表明した「私は任期内に独立を宣言せず、

国号を変更せず、二国論を憲法に入れることをせず、現状を変更させる統一・独立の住民

投票を推進せず、また国家統一綱領と国家統一委員会を廃止するという問題もない」とす

る保証）＜中・聯A1＞＜自由１＞(日刊台湾通信、2005年３月９日) 
 

 UAL: Ted to grow by 20% with nine additional planes 
UA は、低運賃事業部門の TED のフリートを、+9 機の A320 を追加して、（UA 本体から割

愛）47 機から 56 機編成に、+20％拡大する。 TED は、この増機を使用して、Denver, 
Washington (Dulles), Chicago から Florida, Mexico, Caribbean の路線を増強する予定。(TDW, 
3/4/2005) 

 
 Youth and budget Web res firm acquires WorldRes 

若者とバジェット旅行専門のダブリンの Web Reservations International（WRI）は、ホテル･

ディストリビュターの WorldRes（San Mateo, Calif.）を買収した。 この買収により、WRI
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は、WorldRes が保有する 35,000 軒に上るホテルと、Opodo, Lastminute.com, SAS.com, 
Hotels.de を含む 2,000 店のオンライン･ディストリビュターとの関係を、WRI プラットフォ

ームに追加する。 WRI の既存ブランドには、Hostels.com, Hostelworld.com, Trav.com が存

在する。 WRI は、Rail Europe, Ryanair, Lonelyplanet.com, Flybe.com に予約テクノロジーを

提供している。 買収後も WorldRes ブランドは温存される。(DTW, 3/4/2005) 
 

 “Hometown” airline emerges in Pa.’s Lehigh Airport deal 
Eastern Pennsylvania の Lehigh Valley が、全く新しい方式で、ホームタウンの航空会社を保

有した。 Lehigh Valley Air と呼ばれるこの会社は、Atlanta のツアーオペ Aviation Advantage
が管理し、飛行機は、チャター会社の Pace Airlines から乗員付と整備付きで借りて来る。 

Lehigh Valley 飛行場は、コールセンターを担当し、Lehigh Valley は名前を提供する。 そ

して、3 月 24 日から、フロリダの FLL と St. Petersburg の 2 路線で、定期的パブリックチ

ャター便を運航する。 この新方式は、便数削減とオフライン化に悩む中小空港の、今後

の生き延びる方法を示しているのかも知れない。 
 

空港が、航空会社の便誘致の為に、インセンティブを支払う事は、何も珍しい事ではない

が、Lehigh の場合は、並ではない。 初年度の宣伝販促金 46 万㌦（5 千万円）、着陸料の

半年間免除（コスト削減▲10 万㌦に相当）、地上サービス費の大幅割引、ジェット燃料実

費精算、の援助を行う。 また、これに加えて、同空港は、Web サイトとコールセンター

を立上げ、6 人のレズエージェントを雇い、このサービスを、これも実費ベースで提供す

る。 Aviation Advantage は、Lehigh の他に、4 空港で、同様方式による航空会社の設立を

計画している。(DTW, 3/7/2005) 
Queen Mary 2 151,000  

Voyager of the Seas* 142,000

Carnival Conquest* 110,000

Grand Princess* 109,000 

Costa Fortuna 105,000 

Carnival Destiny* 101,353 

Norwegian Dawn 91,740 

Norwegian Star 91,000 

Radiance of the Seas* 90,090

Carnival Spirit* 88,500 

* One in a series of similarly sized ships

 
 

 Royal Caribbean wants third Ultra-Voyager vessel 
Royal Caribbean Cruise (RCCL)が 16 万トン 3,000 人乗りの巨

艦クルーズ船を建造する。 完成は 2008 年初頭。 RCCL
は、既に 2 隻の巨艦クルーズを建造中で、この大型クルーズ

船のシリーズを、Freedom of the Sea と呼んでいる。 シリー

ズ 1 号船は、2006 年の春、2 号船は 2007 年の第 2 四半期に、

夫々処女航海予定。(DTW, 3/7/2005) 

右表は、gross registered tonnage 順による世界の大型クルーズ

船の Top 10、2004 年 Travel Weekly Power List。  

情報 158（平成 17 年 3 月 11 日）  TD 勉強会 18



 

 Boeing Chief Is Ousted After Admitting Affair 
世界再 2 位の航空宇宙メーカーで、ペンタゴンの 2 番目のサプライヤーであるボーイング

の CEO Harry C. Stonecipher (68) が、突然辞任した。 理由は、ボーイング社員の行動倫理

規定の違反（社内の女性と関係を持ったと言われている）。 Stonecipher は、同社の元 COO
で、ペンタゴンとの空中空輸機商談のスキャンダルと、民

間航空機販売では、欧州のライバルであるエアバスにトッ

プの座を奪われた、災難続きのボーイング再起の為に、

2003 年 12 月に、CEO として呼び戻された人物。 同氏の

18 ヶ月間の在任中に株価は+50％上昇し、ペンタゴンの取

引中止措置も解除され、再起に向けた施策が漸く芽を吹き

出した時点での退任劇。 ボーイングは、またまた、災難

に遭遇している。(nytimes.com, 3/8/2005) 
Harry C. Stonecipher was called out of retirement in 

December 2003 to restore Boeing's tarnished image. 

 Former Aer Lingus chief to head BA 
BA は、同社の CEO Rod Eddington (55)の後任に、元 Aer Lingus の CEO Wille Walsh (43)が就

任すると発表し、周囲を驚かせている。 Walsh の経歴は以下の通り。 
1979年  17 歳で Aer Lingus にパイロット訓練生として入社 
1990 年  キャプテン昇格 
1998 年  Aer Lingus スペイン子会社 Futura CEO 
2000 年  Aer Lingus COO 
2001 年  Aer Lingus CEO（再建計画の成功、 倒産寸前の Aer Lingus を、欧州内の

高利益計上航空会社の 1 社に育て上げる） 
2004 年  Aer Lingus 退職 （マネジメントバイアウトの失敗、

民営化のスピードアップ失敗、合理化策に対する政

府及び組合の離反）（2005 年 1 月退職？） 
2005 年  British Airways CEO 5 月指名、9 月就任 

Walsh は、従業員 3,500 人、保有機 33 機の小規模航空会社から、一挙

に従業員 46,000 人、保有機 293 機の大規模航空会社のヘッドに踊り

出る。(FT.com, 3/8/2005)                Willie Walsh will become chief of BA. 

 

 Airline Discusses Purchase of Delta Unit 
米 大の independently owned コミューターの SkyWest が、DL のコミューター部門（Comair
若しくは Atlantic Southeast）の買収を計画している。 輸送旅客数ベースで、Comair が
大のコミューター。 以下 SkyWest、Atlantic Southeast が続く。(nytimes.com, 3/8/2005) 
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 Sidestep Goes National With Newspaper Network 
オンライン検索エンジンの Sidestep が、新聞編集者のオンライン事業部の Knight Ridder 
Digital と提携して、Herald.com, Mercurynews.com 等を含む、Knight Ridder Digital ネットワ

ークの 31 の新聞サイトに、エアー・ホテル・カーの検索ケーパビリティーを提供する。 

Knight Ridder Digital は、月間 940 万人のユニークビジターを保有している。(Travel Wire, 
3/8/2005) 

 

 McDonald’s sales weakens in Europe 
McDonald’s の 2 月の販売は＋1.6％で、これで、22
ヶ月連続前年比プラスを達成した。 しかし、欧州

の販売に勢いはなく、そこでのシェアーを▲2.13％
低下させている。 セームストアー販売ベースでは

＋4.6％であったが、欧州では▲3.4％減少。 近

の肥満に関する訴訟の矢面に立たされている世界

大のファースフードチェーンは、バランスの取れ

たアクティブなライフスタイルのキャンペーンを、

世界的規模で宣伝展開する。(FT.com, 3/8/2005) 
A new campaign from McDonald's uses athletes 

like the tennis stars Venus and Serena Williams to 

encourage their customers to exercise. 

 

 Delta to Quit Selling Food; Cost Cuts Hit Pillows, Too 
DL 航空は、機内食販売を中止し、枕の搭載を中止する。 DL は、2003 年から、飛行時間

3 時間超の便のコーチクラスで、シナモンロールやピザを、2 ㌦～10 ㌦で販売しているが、

タッタの 25％の旅客しかこれを購入していない。 殆どの旅客は、食べ物を持ち込むか、

何も食さない。 機内販売は、却って非効率性を増すため、中止に踏み切る、と DL は言

っている。 DL の低運賃部門の Song は、今まで通り、販売を継続する。 

枕の搭載中止は、既に AA、NW が実施済みの策。 アンケートによると、旅客は、自前

の枕を持参している場合が多く、搭載中止による影響は軽微と、DL は判断した模様。 毛

布の搭載は継続される。 
 

DL の East Coast Shuttle が、間もなく、LCC の jetBlue により競争を挑まれる事になる。 

JetBlue の CEO David G. Neeleman は、同社が新たに導入するブラジル製の Embraer 機（100
座席）を NYC=BOS 間のシャトルに投入し、何処よりも安い運賃、往復 100 ㌦で販売する

と、3 月 8 日、表明した。 
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(nytimes.com, 3/9/2005) 
 

Southwest 航空は、3 月 9 日で、現在 18 種の飲み物とピーナツとプレッツェルに加えて、

長距離便を対象に、新たに 100 カロリーのナビスコの Cheese Nips を無料で旅客に配ると発

表した。(Southwest press release, 3/9/2005) 
 

 SimpliFares has its good and bad points 
DL 航空が導入した SimpliFares は、 低運賃と 高運賃のギャップを埋め、walk-up fare の
大幅カットを行い、コーチ運賃の 高額を 499 ㌦（F は 599 ㌦）にキャッピングし、土曜

日滞在規則を曜日に拘らない 1 泊滞在に変更した。 AA は、略全ての路線で、その他の

メジャーは、彼等の決めた路線で、これにマッチングした。 その結果、ビジネス旅客が

良く使用する公示運賃で、▲7％の低下が見られている事

が、全米ビジネス旅行協会（NBTA）の調査で判明した。 

この調査は、ノーマル Y を購入しないビジネス旅客の実際

のセービングは、▲17％に上るとも報告している。 悪い

ニュースとしては、平均シティーペアーに於けるフェアー

ベース･コードが 75（12 月 29 日）から、99（2 月 6 日）

に増加した事である。 同様に、ブッキングクラス毎のフ

ェアーベース･コードも 6.4 から 8 に増加している。 企

業のトラベルマネジャーの航空券管理が複雑になってい

る。(DTW, 3/7/2005) 
A print ad in the new campaign 

promoting lower Delta fares. 

 

 Mark Travel enhances VAX system 
Mark Travel の 4 ブランドは、VAX VacationAccess レジャー予約システムを補佐する、2 つ

のツール Set Your Commission（SYC）と Charter Destination Search ツールを導入した。 こ

のツールは、4 ブランドである Funjet Vacations, Mountain Vacations, TransGlobsal Vacations, 
Vacations by Adventure Tours のための VAX の開発者であり運営者の、Trisept Solutions によ

り開発された。 SYC は、VAX ダイナミックパッケジング･エンジン使用旅行社に、手数

料を追加させるツール。 Charter Destination Search は、旅行社に、チャーター便の一覧を

表示する。(DTW, 3/7/2005) 
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 Uniglobe program increases membership 

Uniglobe USA の New Millennium フランチャイズ･プログラムが立ち上げられてから、丁度

1 年が経過している。 Uniglobe は、「以来、全てのオリジナル会員 300 社と、新規会員の

42 旅行社がプログラムに参加し、彼等の平均販売は $8m～$9m（9 億円～10 億円）となっ

ている」、と発表した。 Vacation.com 旅行社会員のためのアフィリエート･プログラムで

ある、2003 年に立ち上げた Uniglobe V プログラムは、85 社の Vacation.com 旅行社を獲得

している。 この内 12 社が、New Millennium にアップグレードしている。(DTW, 3/7/2005) 
 

参考までに、Travel Weekly 作成の、米旅行社のフランチャイズとコンソーシアムのリスト

を添付する。 
 
 

Top agency consortia and cooperatives 

  Locations  Volume 

Vacation.com* 7,200  $25 billion 

Travelsavers*  2,830  $18.3 billion 

Giants*  1,500 N/A 

IT Group **  1,253 $2.6 billion 

AustinCoast  700 $1.75 billion 

Cruise & Travel Stores  540 $1 billion 

Virtuoso*  516 $3 billion plus 

Signature Travel Network 300 $1 billion 

Cruise Shoppes 175 $150 million 

Westa  160  $450 million 

Cruise & Vacation Specialists  150  $60 million 

MAST Vacation Partners  130 $400 million 

Jurni Network***  35 $210 million 

* Roughly 10% or more are non-U.S. locations 

** Excludes recent addition of MART Group 

*** Includes Nexion, which hosts more than 700 mostly home-based agencies  
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Top agency agency franchise groups 

Franchisor Locations  Volume 

American Express* N/A  N/A 

Carlson Wagonlit Travel Associates** 835 $2.3 billion 

Results Travel  741 $1.6 billion 

Uniglobe***  729 $1.9 billion 

CruiseOne****  443 $120 million 

Travel Network*** 254 $630 million 

Cruise Holidays***  128 $194 million 

* American Express does not release numbers for its representative network. It counts 1,700-plus full-service, 

predominantly leisure locations worldwide selling $16 billion in travel; these totals include all outlets, corporate or leisure, 

franchised or corporate-owned.  

** . Carlson Leisure Group’s company-owned locations are excluded.  

*** Some locations are outside the U.S. 

****Most locations are home-based.  

 
 
 
 
 
 

編集後記 
 

メタサーチ、GDS 代替、GNE（GDS new entrant）、新規参入者・・・数多の呼び名は有る

けれども、そのテクノロジーの実態が、もう一つ良く分からない。 
（勉強会では、これからは、なるべく“GNE”を使用する。） 
 

この GNE が、 近、業界紙等を賑わせている。 多分にメジャーが、煽っているのだろ

う。 GNE に移行する、すると言って、GDS から、ブッキングフィーの大幅値引きを獲

得しようとしている算段が丸見えである。 
 

何しろ、GNE のセグメント当たり費用は、40 ㌣と言うのだから、現行の GDS の 1/10 程度

でしかない。 費用が 1/10 で、テクノロジーに遜色ないものであれば、GDS バイパスが

現実のものになって来る。 
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GDS は、GNE の動きを、巧手傍観している訳ではない。 勿論。 
彼等は、プライシングを変更して、GNE レートにマッチングするだろう。 まさか現行の

ブッキングフィーを 1/10 にしてしまう訳ではないだろうが。 
GDS は、航空会社毎との交渉により、プライシングを決定して行くのだろう。 当然予約

ボリュームの大きい航空会社（若しくはアライアンス社）が、良いレートを獲得する事に

なるのだろう。 
 

GDS の新しいプライシング制度が、GNE のそれと比して、釣り合いの取れるものになる

のであれば、GDS の支配的ポジションは、揺るがない事となる。 何故って、GDS は； 
（１） カスタム･ソリューションを提供している。 

（航空会社は、GDS に、特別なコンサルティング･プロジェクトや、ソフトウエア

ー･アプリケーション、個別のツールの開発を依頼している） 
（２） GDS データを提供している。 

（大手航空会社は、GDS から、MIDT や CRM データを購入している。） 
（３） パッシブセグメント機能を提供している。 

（旅行社は、パッシブを使用して、PNR データを、自社のバックオフィス･システ

ムに取り込んでいる。 GNE を使用する航空会社は、PNR の取り込みのために、

旅行社に GDS のパッシブを使わせなければならない。 GDS は、この場合は、パ

ッシブを有料化すると言っている。） 

（４）長年付き合ってきたサブスクライバー（旅行社）の、大きな販売リーチを確保して

いる。（尤も、ブッキングフィーの値下げの為に、GDS は、旅行社に支払っている

インセンティブを減少、若しくは、廃止しなければならなくなる。） 
 

GDS の市場支配が、揺るがないのであれば、今度は、GNE は、どうなってしまうのだろ

う？ GDS に吸収されてしまう？ 
 

Yahoo! や Google などの検索大手と一緒になって、検索とトランザクションの融合に努力

して行く？ そうなれば、本当に、これは GDS にとって怖い存在となる。 （H.U.） 
 
 
 
 

    TD 勉強会 情報 158 （ 以上 ） 

情報 158（平成 17 年 3 月 11 日）  TD 勉強会 24


