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A JetBlue plane is refueled at Oakland International Airport in California. Airlines have been raising fares as a result 

of the rapidly increasing price of fuel, but the latest round is in question. 

（jetBlue のダイナミックパッケジング P.-10 参照） 



PhoCusWright 
1. Amadeus Expands Hospitality Distribution Reach 
 アマデウス、ホテル流通に進出 
 
2 月 14 日、Amadeus が、ホスピタリティー業界のテクノロジー･プロバイダーである

Optims の買収を完了した。 この買収は、18 ヶ月前に、Optims 株の 30%を購入した時

点から開始されている。 Amadeus の他の買収、プロパティーレベルの流通管理強化の

必要性、欧州及びアジアの分散化されたホスピタリティー市場、大手 GDS の同様の買

収、などの状況下での Optims 買収は、Amadeus の大胆な経営戦略と言えるだろう。 
 

過去 3 年間に、Amadeus は、オンラインとホテル流通市場におけるポジションの強化の

為に、アクションをとって来た。 欧州 大の Amadeus は、 近のマネジメント･バイ

アウトによって、AF、LH、IB の持株をマイノリティーとし、システマチックに欧州オ

ンライン市場でのシェアーの維持ないし向上を画策している。 
 

2001 年には、Amadeus は、法人旅行テクノロジー企業の e-Travel を買収し、法人管理ビ

ジネスの欧州およびアジアへの展開を拡大した。 2003 年には、ドイツの大手レジャ

ー･パッケージと旅行流通の START（現 Amadeus Germany）を買収、そして 近では、

米国の Orbitz（現在は Cendant が所有）の欧州版である、Opodo の支配株を獲得してい

る。 Orbitz が米メジャー達により創設されたように、Opodo は、欧州の大手航空会社

のグループにより作られたオンライン仲介業者であり、エアーに加えて、ホテルとレン

タカーを提供し、現在、欧州オンライン旅行社市場の 6％のシェアー（PCW 推定）を

有している。 

Optims 買収により、Amadeus は、ホテル業界（Hospitality Industry）に対する、IT サー

ビスの欧州リーディング･サプライヤーを所有する事になる。 そして、70 市場（その

殆どが欧州とアジア）の 6,000 以上のホテル･プロパティーに、ホテル流通テクノロジ

ーを提供する。 
 

米国のメジャー仲介業者は、流通/予約/統合したチャネル/イールド管理システムを提供

する数社のメジャーチェーンが、殆ど 70％の全ての北米三ツ星プロパティーをサポー

トしている、恵まれた環境でホテルの販売を行っている。 それに引き換え、欧州のチ

ェーンは、全欧州プロパティーの 20％以下しか押さえていない。 Optims の買収によ

り、Amadeus は、多数拡散している、中小のチェーンと独立プロパティーに、イールド

と流通管理ソリューションを含む、流通サービスのポートフォリオを提供する。 
 

Optims は、ホスピタリティーや旅行とツーリズムの、IT ソリューション･プロバイダー
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である。 レベニュー管理、プロパティー･マナジメント（飲食を含む）、GDS スイッ

チを提供する中央予約システム（CRS）、コールセンターとオンライン流通の統合を提

供する。 
 

同社のソリューションは、Accor の様な大手の国際ホテルチェーンから、小規模のホテ

ルチェーンやグループや独立プロパティーに至るまでの、幅広いホテル群の為に設計さ

れ、そして使用されている。 又、ASP として、彼等にプロダクトを提供する事も可能

にしている。 この ASP は、必要とする時だけダウンロードさせたり、或いは、アプ

リケーションにアクセスさせたりする事を可能にし、小さなユーザーから、ライセンス

ベースでの購入･インストール、そして維持する為の大きな負担を取り除いている。 
 

Amadeus の Optims 買収は、ライバル社の Sabre Holdings の、ホスピタリティー･システ

ム･ソリューション買収と似通っている。 Sabre は、2004 年に、同社の GDS と消費者

ポータル Travelocity（Travelocity Europe を含む）に加えて、SynXis を買収した。 Galileo
やOrbitz、Cheap Tickets、Lodging.comを保有しているCendantも、ホテルスイッチWizCom
と、予約と運営管理会社（representation company）である欧州の Trust International を所

有している。 Cendant は、Trust International を通じて 900 近く、WizCom 経由で 4,000
のプロパティーと取引を行なっている。 これらの Amadeus のライバル社は、 も人

気の高いシームレス・コネクティビティーを提供していると言っているけれども、彼等

自身では、イールド管理システムとプロパティー管理システムを所有していない。 彼

等は、Optims のその他のサービスの多くを提供しているが、大きな違いは、Amadeus
が欧州ベースのディストリビュターであると言う事である。 Amadeus は、欧州ベース

の“地の利”を活かして、Optims 経由で、ライバル社よりも、よりサポートの行き届

いたディストリビューション･サービスを、より多くのプロパティーに提供する事が出

来る。 
 

この買収により、Amadeus は、欧州に於ける、単なるメジャーの GDS ホスピタリティ

ー･ディストリビュター以上のものになる。 オンライン･ポータルの Opodo と e-Travel
を保有し、大手チェーン、選別した小規模チェーン、それに独立プロパティーをサポー

トする体制を整えた上で、今度は、Optims 経由で、幅広い総合流通サービスと管理シ

ステム群を、大手チェーンと、欧州やアジアの小規模チェーンや独立プロパティーの大

部分に提供する。 Amadeus の Optims 買収は、成長する世界ホスピタリティー流通サ

ービスのチェスゲームの“大手詰み”（checkmate）とは行かないまでも、“大手”（check）
となり得るものである。 ■ 
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Forrester, DATA OVERVIEW, 3/16/2005 

2. The European Online Consumer 

 欧州オンライン消費者の現状 

 
欧州 5 ヶ国（英･仏･独･伊･西）のオンライン消費者の現状を、Forrester Research の紙芝

居レポート DATA OVERVIEW, 3/16/2005 から以下を抜粋する。  
欧州 5 カ国のオンライン消費では、英国とドイツが、フランス、イタリア、スペインを

上回っている。 依然として、南北のテクノロジー・ディバイドが見られる。 
ブロードバンドの展開が進展している。 2004 年では、3 人に 1 人がブロードバンドを

使用している。 ドイツでは ISDN の普及により、ブロードバンド化が遅れている。（ブ

ロードバンド化率 20％強） 

 

■ 
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Forrester, DATA OVERVIEW, 3/16/2005 
3. Who Purchase Tickets Online 
 米チケット･オンライン販売の現状 
 

昨年、1/3 のオンライン消費者が、イベント･チケットをオンライン購入している。 性

別差は殆ど無いが、35 歳以下の若年層が、それ以上の年齢層よりも活発に、チケット

のオンライン購入を実施している。 オンラインチケット購入の、52％がコンサートの

チケットで、以下、スポーツと映画のチケットが、それに続く。 Cendant が保有する

Ticketmaster.com が、63％の圧倒的なシェアーを有している。 

オンラインチケット販売は、2004 年に 54 億㌦（5,940 億円）に達し、2010 年には、94
億㌦（1 兆 340 億円）に成長するだろう。 
 

 
 

 

■ 
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FT.com, 3/21/2005 

4. IAC Agrees To Buy Ask-Jeeves In $1.85bn Deal 

IAC 検索サイト アスクジーブズ買収 

 
IAC/InterActiveCorp が、Google, Yahoo!, MSN, AOL に次ぐ検索業界第 5 位の Ask Jeeves
を買収することで合意した。 （Nielsen/Netratings によると、検索会社のシェアーは、

Google 44.9%, Yahoo! 32%, MSN 25.2%, AOL 17%, Ask 7.8%となっている。） 
IAC は、この買収により、オンライン広告と検索市場に進

出する。 この買収は、Expedia や HSN（home shopping 
network）などを抱える IAC の、旅行と e-コマース･サイト

の巨大なポートフォリオを更に拡大する事になる。 

IAC は、1 ヶ月 4,200 万のユニークビジター持つ Ask Jeeves
の検索ボックスを、4,400 万ユニークビジターを保有する

IAC のサイト群に据付ける事になる。 買収価格の、18.5
億㌦（all-shares deal, 2,035 億円）は、2005 年の予想利益比

タッタの 18 倍で、 近のこのセクターの買収の 20 倍から

30 倍に比べて、低いマルチプルを形成している。  
Some shareholders of Ask Jeeves.com said IAC/InterActiveCorp, 

whose chief executive is Barry Diller, bid too little for the company. 

Stanford Group エクイティー･リサーチのアナリスト Clayton Moran は、次のようにコメ

ントしている。 
・ IAC の買収は、ホームランだ。 
・ 買収価格が、安い株価に基づいている。 
・ Rupert Murdoch の News Corporation のような、大手のメディ

ア会社が、オンライン広告を拡大する為に Ask Jeeves の対

抗買収に乗り出して来てもおかしくない。 
・ New York Times は、先月 About.com を＄440m（484 億円）で、Dow Jones は、

ファイナンシャル情報 Web サイトの MarketWatch.com を、夫々買収している。 
・ 米国のオンライン広告の 36％は、検索サイトが稼ぎ出している。 
・ Merrill Lynch によれば、オンライン広告は、今後 5 年間で、各年＋24％拡大す

るだろう。 
・ Ask Jeeves のテクノロジーは、他の検索とは違って、自然な言語による会話形

式で検索出来る点で優れている。 

情報 160（平成 17 年 3 月 25 日）  TD 勉強会 6 



 

IAC 会長の Barry Diller は、「Ask Jeeves は、インターネットの世界で、或いは、ワイア

レスの世界で、どのような機器上でも、どのような事でも検索する、偉大なブランドの

1 つになるポテンシャルを有していると確信している」と言っている。買収は、Ask Jeeves
株 1 株に対して、IAC1.2268 株の新規発行株による交換により実行される。 後刻、IAC
は、少なくとも、この 60％以上を買い戻して、新株発行によるダイリュージョンを抑

止する。 3 月 20 日の Ask Jeeves の株価は、+13%以上急騰して 27.46 ㌦をつけ、反対

に IAC 株は、▲4%以上値下がりして、21.28 ㌦を付けている。 ■ 
 
 
 
FT.com, 3/21/2005 

5. IAC Expands With Launch Of Gift-Shopping Website 

IAC ギフト･ショッピングサイト立ち上げ 

 
インターネット･コングロマリットの IAC が、リテール強化の為に、ギフト･ショッピ

ング･サイト Gifts.com を立ち上げた。 このサイトの立ち上げは、今月、＄720m（792
億円）で買収した、リテール･カタログとオンラインサイトの Cornerstone Brands の買収

に続くものである。 この新しいサイトは、IAC にとって、ここ数年間で、初めての組

織的な成長ブランド（organically grown brand）で、デートサイトの Match.com や、旅行

社の Hotwire.com 等の、サイト買収による成長とは性質を異にしている。 
 

オンライン･ギフト購入は、今年、90 億㌦（9,900 億円）市場に成長し、オンライン･リ

テールのトランザクションの、10％～20％を構成すると予測されている。 Red Envelope
の如くのギフトWebサイトが、単純なギフトの提案リストを掲載しているのに対して、

Gift.com は、贈り先の嗜好や選択に基づいて、カスタマイズ出来る様に工夫されている。 

Gift.com は、ギフトの贈り主がギフトを選択した時点で、そのギフトのリテーラーから

手数料を徴収する、殆どの比較ショッピング･サイトがそうであるように、ペイパーク

リック方式のビジネスモデルを採用している。 
 

Gifts.com は、高級新案小物販売の Sharper Image, Macy’s 百貨店、Restoration Hardware、
Spafinder、スペシャリティー店の Vermont Teddy Bear、Mrs Fields クッキーなどの数百の

リテーラーと提携する。 IAC グループの商品、例えば、Expedia のパッケージなどの

販売についても、検討が加えられている。 ■ 
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＜関連ニュース＞ 
・ AF・LH・IB の 3 社は、欧州バイアウト会社の BC Partners と Cinven と、新会

社 Wam Acquisition を創設し、この新会社が、1 株当たり 9.86 ㌦で Amadeus 株
全株購入の公開買付を実施する事に合意した。 これで、航空三社の持分比率

は 44％となる。 

・ Amadeus は、Opodo の出資比率を 55.4％から 74％に拡大した。 Amadeus は、

一方で、既に保有している Web サイトの eViaggi と Travelink に$86m の投資を

行なっている。 (DTW, 3/18/2005) 
 
 
 
DTW, 3/21/2005 

6. AOL Search Tool, Pinpoint.com, Debuts 

アメリカンオンライン 旅行検索開始 カヤックと 

 

American Online は、3 月 21 日、Kayak と協同して、旅行検索サービスの Pinpoint.com を

立ち上げた。（βテスト） これは、AOL の、会員サービス事業に加えての、Web リテ

ェーリング進出戦略。 これで、検索エンジンを良く使用する、価格コンシャスな消費

者の獲得を狙う。  
 

Pinpoint は AOL のブランドで、既に PinpointShopping、PinpointTravel が立ち上がり、今

後レンタカーと不動産の Pinpoint 版が予定されている。 
 

検索は、ITA Software が開発した検索エンジンを使用し、航空会社の Web サイトをスク

レーピングせずに（注）、航空便と運賃を取り出して来る事が可能。  
（注： 検索は、殆どが ITA エンジンで実施されるが、一部は、Web スパイダーする＜

つまりスクレーピングする？＞、と Kayak は言っている。） 
 

全ての検索結果は、予約可能であるが、必ずしも航空会社の直販サイトにダイレクトコ

ネクトして予約される訳ではない。 例えば、Kayak が関係を持たない航空会社の予約

の場合は、コードシェアー便の提携先航空会社、Orbitz、OneTravel.com のいずれかにリ

ンクされ、そこで予約すると言う事になる。 PinPointTravel.com では、自身では、一

切予約を行なわず、消費者を、サプライヤーに、或いは、オンライン旅行社サイトに送

り込む事になる。 
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ホテルの場合は、検索結果には、ホテルのイールド管理結果が反映される。（ホテル自

社サイトより安価の表示は行なわせない。） 消費者は、有料のリスティング順位を取

消し、ノンバイアスのリスティングに変更する事が可能。 
 

AOL は、既に 1999 年から、Travelocity と、Travelocity 予約エンジン使用の排他的契約

を締結し、AOL Travel を運営して来ている。 昨年、この排他条項が見直され、AOL
への支払が、クオータ未達成の場合は、年間$13m（14 億円）に変更されている。 AOL 
Travel は、Travelocity 経由で、年間凡そ 5 億㌦（グロスセールス）を売り上げている。 

これは Travelocity のグロス総売上の約 10％に相当する。 この販売貢献は、Pinpoint.com
の立ち上げにより、減少必至と見られている。 なお、Sabre Holdings の総収入に占め

る Travelocity 売上の割合は、略 22％。 ■ 
 
 
 
DTW, 3/21/2005 

7. jetBlue Plans Dynamic Packaging 

ジェットブルー ダイナミック･パッケジング導入検討 

 

jetBlue 航空が、EzRez Software とのテクノロジー･ライセンス契約により、ホテル･カー･

クルーズのサプライヤーと直結した、ダイナミックパッケジングによる、パッケジツア

ーを売り出す。 パッケジングされる目的地は、フロリダ、カルフォルニア、カリブの

3 箇所で、今年の夏のツアーから販売開始される。 

JetBlue は、クルーズや、ゴルフ、スキーのバケーションの造成を検討している。 
 

JetBlue は、他のサプライヤーとは違って、バケーション･ビジネスの第三者へのアウト

ソースは行なわず、自社直営形式を採用する。 同社の販売マーケティング部長は、「直

営とする事で、ホテルやレンタカー会社との直接交渉が可能になり、より jetBlue ブラ

ンドに相応しい内容のパッケージ造成が出来る事になる」と、言っている。 勿論、直

営の方が、大きな利幅を確保できる事になる。 
 

また、jetBlue のパッケージは、他のパッケージとは異なり、唯一、jetBlue Web サイト

上のみで販売される。 「仲介業者を排除する事で、ホテルの価格の統一性に、よりマ

ッチングする他、マーチャントモデルの採用も、スムースに行なえる」と、jetBlue は言

っている。 
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ホノルルに本社を有する EzRez とのライセンス契約は、5 年間有効で、jetBlue は、ダイ

レクトコネクトでサプライヤーにアクセスする外、サプライヤーや Pegasus Solutions や
GDS に、EzRez のインターフェイスを使って、コネクトする事が出来る。 EzRez は、

パッケージの、アベイラビリティー、シートマップ、ブッキング･ファンクショナリテ

ィー、インベントリー管理システムを、リアルタイムで提供する事が可能。 jetBlue
は、このシステムをコントロールし、サプライヤーとの交渉を自分自身で実施する。 
 

なお、同社のホテル及びカーの、Expedia のプライベート･レーベルである WWTE 経由

販売は、継続される。 ■ 
 
 
 

8. 其の他のニュース 

 
 Company offers smart solution to sightseeing in five cities 

各目的地の複数のアトラクション･パスをスマートカード化して売り出している Smart 
Destinations が、新たに 5 都市（Seattle, Chicago, Orlando, San Diego）のスマートカード(Go 
Card)を発行する。 この会社は、2003 年に創立され、現在、BOS（Go Boston Card, 60
アトラクション入場券つき）と SFO（Go San Francisco Card, 32 アトラクション）のカー

ドを発行している。 カードは、ガイドブックと地図とデスティネーション情報付きで、

アトラクション入場の割引券を備えている。 カード価格は、1 日～7 日間有効の別が

あり、目的地や有効期間に従って 39 ㌦から 139 ㌦で販売される。(DTW, 3/17/2005) 

 
 Continental warns of first quarter loss 

CO 航空は、3 月 17 日、第 1 四半期決算は赤字となる見通しで、期末使途自由資金と短

期投資の合計は、13 億㌦から 14 億ドルになるだろう、と発表した。 この期末資金は、

2004 年度末の 14.6 億㌦よりも減少している。 HOU ベースの米第 5 位メジャーは、今

年度決算が、赤字転落となるだろうと、繰り返し述べている。 第 1 四半期で、元本返

済とキャピタル･リース支払で、$110m（121 億円）がキャッシュアウトされている。 米

国内線は、L/F が 6 ポイント向上しているものの、イールドが▲5％～▲6％低下してい

る、と CO は言っている。 大西洋線は、L/F は横這いなるも、イールドは+4％～＋5％
向上している、と言っている。（FT.com, 3/18/2005） 

CO は、3 月 30 日までに、組合が、暫定コスト削減協定を批准しない場合は、悲惨な結

果を招く事になるだろうと、組合に対して警告した。 これらの結果の中には、 
① 賃金とベネフィットの追加削減、或いは▲$300m（330 億円）追加コスト削減、 
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② B737 型機の▲24 機の売却 
③ 相当数のパイロット・客室乗務員・整備員のレイオフ 
④ 新型機 B787 型機 10 機発注の内の▲1 機減を含む発注機の取消し。(DTW, 3/18/2005) 
 

 Good news, bad news in FAA’s annual prediction 
FAA は、2005 年の航空需要は、ピークの 2000 年を上回り、史上 高になると予想して

いる。 RPM が+4.3％増加すると予測している。 一方、イールドについては、FAA
は、国内線ではタッタの+0.8%と、国際線では+1.7％の増加を、それぞれ予測している。  
燃油費については、2005 年バレル 46 ㌦（現在は、 高のバレル 57 ㌦を付けている）、

2006 年 41 ㌦、2007 年 38 ㌦と予測している。 バレル 40 ㌦～45 ㌦の間では、航空会

社の利益計上は難しいだろうと、FAA は言っている。 
50 ㌦では、倒産（liquidation）、或いは、メジャーの路線構造の、一層の削減が発生する

と、FAA は予想している。(DTW, 3/18/2005) 
 

 NWA puts domestic growth plans on shelf 
NW 航空は、今年予定していた、米国内線の供給拡大+2%～+3%を、

全て取り止める。 ①燃料高騰と、②DL 航空の SimpliFares の影響、

③供給過剰がその理由。(DTW, 3/18/2005) 
 

 Continental Airlines to launch Flights to Beijing in June 2005 
CO 航空は、EWR＝北京の直航便を 6 月 15 日より開設する。 使用機材は B777-200ER
（283 席）。 スケジュールは、EWR 発 12:00、北京着は翌日の 13:50 の飛行時間 13 時

間。 北京発 15:50 発、EWR 着 17:15 着の 13 時間 25 分。(asiatraveltips.com, 3/18/2005) 
 

 US threatens return to WTO over Airbus subsidies 
米国と欧州連合の、エアバスとボーイングへの政府補助金支給廃止交渉で、米国側は、

「欧州側が、先の 1 月に合意した ― 協議期間中の政府補助金支給の凍結 ― を遵守

しないならば、WTO 提訴に踏み切らざるを得ない」と 3 月 18 日、欧州側を激しく非難

した。 米国と欧州連合は、1 月に、1992 年バイラタラル協定見直しのための 3 ヶ月間

協議に合意し、WTO 提訴に走るよりも、当事者間協議を尊重するとしたばかり。

(channelnewsasia.com, 3/19/2005) 

 

 Google sued by Agence France-Presse (AFP) over copyright infringement 
AFP は、Google News が無断で AFP ニュースを掲載した為に、コピーライトが侵害され

たとして、Google を WAS の裁判所に提訴した。 AFP は、損害は$17.5m（19 億円）

に上ると言っている。(channelnewsasia.com, 3/19/2005) 
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 Southwest aims at 10% expansion 
Southwest 航空は、今年＋10％の供給拡大を、社員 32,000 人体制に、

大幅な人員追加無しで実施する。 30 年間以上も連続して利益を計

上している、超優良企業の Southwest は、昨年の第 4 四半期に、燃

油のヘッジが成功して、辛うじて利益を達成している。 労務費は、

現在同社の総コスト 40％を構成し、人件費比率が も高い航空会社

となっている。 労務費と、高騰著しい燃油費の合計では、全体の 60％を占めてしま

う。 Southwest は、2005 年の燃料の 85％を、バレル 26 ㌦でヘッジしている。 労務

費管理では、昨年に 1 機当りの社員数を 85 人から 74 人に削減し、更に 70 人にする目

標を掲げている。（DL128 人、UA116 人） (FT.com, 3/21/2005) 
 

 House passes budget resolution in support of Amtrak funding 
米連邦議会の下院は、3 月 17 日、Amtrak の 2006 年度予算案（補助金 12 億㌦）を通過

させた。 下院可決の 1 日前の 3 月 16 日には、上院は、52-46 で、Amtrak に対する補

助金 14 億㌦を含む、2006 年度予算決議案を否決している。(DTW, 3/21/2005) 
 

 Gas Money 
先月の 2 回の値上げに引き続いて、メジャー航空会社は、

3 回目の片道＋10 ㌦の運賃値上げを実施している。 先週、

CO が値上げの先頭を切り、週末にその他のメジャーがマ

ッチングし、LCC の Southwest（+1 ㌦値上げ）や jetBlue
が参加した。 しかし、今回は、値上げが成功するかどう

か、分からなくなって来ている。 昨日 DL が値上げを撤

回し、CO も値上げを諦めている。 

燃油の高値が継続される限り、航空運賃は、より一層の値

上げが行われるだろう、とアナリストが予想している。 

既に、幾つかのレジャー用運賃は、2 月 1 日のレベルから

＋50 ㌦も値上げされている。(nytimes.com, 3/22/2005) 
 
 
 

 PAMPERING MORE FLIERS 
AA 航空は、他の航空会社とは正反対に、MD-80 型機のファースト座席を増席する。 現

在 16 席を＋4 席追加して、総席数 20 席とし、増加しているマイレッジ旅客のアップグ

レードのリクエストに対応する。 増席改修は、6 月初旬迄には終了する。(nytimes.com, 
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3/22/2005) 
 

 NEW NONSTOP TO THAILAND 
TG 航空は、5 月 1 日から、JFK=BKK 直行便を開設する。 使用機材は、A340-500 型

機（C60 + premium Y 42 + Y 113）で、飛行時間は、17 時間。(nytimes.com, 3/22/2005) 
 

 Marriott puts new bedding plans in motion 
Marriott International が、＄190m（200 億円）をかけ

て、Marriott の全 8 ブランド･ホテルの 628,000 のベッ

ドを、年末までにアップグレードする。 5 年前に

Westin Hotelが展開したHeavenly Bed計画を皮切りに、

ホテルのベッド改良競争が開始されている。 Marriott のベッド改良計画は、大手ホテ

ルチェーンでは、 後に実施される計画で、その分改良具合が大幅に向上していると、

Marriott が言っている。 顧客は、ファンクションばかりでなくスタイルによってホテ

ル客室を評価するようになっているので、Marriott は、ステレオタイプのスタンダード

追求から、高品質のアメニティーグッズとサービスを提供する、戦略の大転換を遂げて

いる。 

例えば、フルサービス･ブランドのホテルチェーンでは； 
① 上掛けシーツ（毎回洗濯する）でカバーされたダウン入りの羽毛蒲団、 
② ベッド 上部と 下部のシーツは織り目 300 の苛性処理リネン（柔らかさが増す）、 
③ マットレスはより分厚くし、 
④ その上に 2～4 インチのマットレス･トッパーが敷いてある。 
シーツなどのリネン類（枕カバーを含む）は、一部屋 3 セット（使用１＋洗濯１＋配送

１＝３）が用意される。 枕は、1 部屋に 5 枕が用紙される。(DTW, 3/22/2005) 

 

How customers view improvements - in hotels, for example - matters in tracking prices. 
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 Ch, Ch, Changes At Cendant 
3 月 14 日のリリースによると、Cendant は、旅行と不動産の２つのバーティカルな市場

に於ける事業運営部門を編成し、これに属さない税務・モトゲージ・車両管理等のサー

ビスを含むノンコア事業から撤退する。 旅行部門は、Travel Content と Travel 
Distribution の２つのグループに分解される。(Travel Wire, 3/21/2005) 
 

 CLIA Claims 2004 A Record Year 
Cruise Lines International Association（CLIA）会員クルーズ船客は、2004 年、1,050 万人

となった。 これは、過去 高記録。 この内北米船客は 890 万人で、2003 年の 800
万人より、＋10％以上増加している。 好調な 2004 年実績をベースに、2005 年は 1,100
万人以上の船客需要が見込まれている。(Travel Wire, 3/21/2005) 
 

 Europe’s airlines feeling mutual attraction 
AF の KL 買収に続く、LH の Swiss International Air Lines の買収

により、少しずつではあるが、欧州航空会社間のコンソリデー

ションの絵姿が、形を作り始め出している。 AF の KL 買収は、

買収とは言われるものの、オランダ権益維持の為に、KL の 51％
の議決権が、オランダ側に死守されている。 LH の Swiss 買収

も、AF+KL の事例を見習う事になるだろう。 複雑な、二国間

航空権益の確保の為には、効率性やコスト削減効果は半減する

が、国際アライアンス形成の折衷案の方が、完全な企業買収よりも好まれているようだ。 

大のアライアンスは、Star で、LH, UA, US, SQ, AS, SK, BMI, LOT 等が加盟している。 
Sky Team には、AF, KL, DL、One World には、BA, AA, QF, CX 等が加盟している。 現

在、BA と IB、AF と AZ、SN と Virgin Express 間の話し合いが行なわれている。(FT.com, 
3/21/2005) 
 

 Pegasus ponders commission processing for other sectors 
ホテルのコミッションを取り扱っている Pegasus Solutions は、ホテル以外の、レンタカ

ー、クルーズ、パッケジツアーのコミッション精算処理に、乗り出す事を検討している。 

この他には、Pegasus は、ホテルのマーチャント販売に付随する前払い金の取り扱いに

も食指を伸ばしている。 また、Pegasus は、今まで月ベースで行なわれていた旅行社

に対するコミッション支払を、3 月 31 日から、週単位の支払ペースにスピードアップ

する。 Pegasus の CEO, John Davis は、以下をコメントしている。 

・ ホテルは、航空会社のコミッションカットをフォローしないだろう。 
・ 何故ならば、ホテルは、群雄割拠していて、余りにも多くのオーナー達が、顧
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客の争奪戦を演じている。 従って、競争環境が厳しいホテル業界にあっては、

コミッションはなくならない。 
・ ホテルの旅行社売上は 12％～15％と、航空会社比べて低い依存率である。 従

って、コミッションカットの効果は小さい。 
(DTW, 3/21/2005) 
 

 SIA’s leasing arm to buy up to 40 Boeing 737 planes 
SQ 航空のリーシング･アームである Singapore Aircraft Leasing Enterprise（SALE）が、

B737-800 型機を 40 機まで購入する。 確定発注 20 機に購入権付き 20 機で、2006 年の

第 4 四半期から、2009 年までの期間のデリバリー。 購入契約の詳細は明らかにされ

ていないが、この商談は、リストプライスベースで、26 億㌦（2,860 億円）に上る。 SALE
は、「より小型の B737-700 型機、若しくは、より高能力の B737-900X へのコンバート

が可能な契約となっている」と、言っている。 SALE は、現在、A320 型機を 11 機発

注中であり、2006 年までに全機導入される予定。Channelnewsasia.com, 3/22/2005) 
 

 Ho and Packer plan joint casino 
澳門のカジノ王 Stanley Ho（右）が支配する Melco が 10 億㌦以上を出資して、オース

トラリア 大の大金持ちの Kerry Packer の Publishing & Broadcasting（PBL）と提携し、

澳門に新しいカジノを建設する計画が進んでいる。 この計画は、Las Vegas の Sands
の 12 億㌦プロジェクトに対抗する。 

高額賭博主流の伝統的な澳門カジノとは異な

り 、 Melco/PBL が 建 設 す る カ ジ ノ は 、

“mass-market”カジノとなる模様。 Melco

以外に、Stanley Ho は、澳門の 17 カジノの内、

依然として 15 のカジノを所有し、高額賭博

（high-roller＝1勝負の掛け金がHK$200,000～
HK$2m≒2,722 千円～27,220 千円）市場を押さ

えている。(FT.com, 3/22/2005) 
 

40 年間、澳門のカジノを牛耳って来た Ho ファミリーは、2002 年の規制

緩和策で、遂にカジノ独占権利の放棄を余儀なくされた。 何かと噂の

耐えない Ho ファミリーは、ビジネス倫理に厳格な米カジノ資本に嫌わ

れ、その代わりに、オーストラリアの Packer と提携したと言う事か。 

 

 Wal-Mart to move Asian headquarters to China’s Shenzhen 
世界 大の小売業 Wal-Mart が、アジア地区本社を香港から、中国の Shenzhen（深川）
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に移転する。 中国は、2004 年に WTO に加盟し、中国市場に進出する海外小売業に門

戸を開放した結果、現在では世界のトップ 50 リテェーラーの内、35 社が中国に進出し

ている。 Wal-Mart は、19996 年以来、北京、上海、深川を含む中国で 40 店を展開し

ている。(FT.com, 3/22/2005) 
 

 Dragonair boosts China Flights in Summer Schedule 
香港の Dragon Air が、今夏、中国本土 6 路線を増強する。 路線ごとの増便規模は次の

通り、週間 40 便から、同 57 便に便数ベースで+43％増便する。 Dragon Air は、香港

＝中国本土間に、週間 304 便（上海線増便後時点）を運航する、他を圧倒する、 大の

航空会社（non-China airline）。 

上 海  12→15 
北 京   8→14 
混 明   8→ 9 
Chengdu   3→ 5 
Chongquing  7→14 
Changsha  2→ 3 
この他、香港＝JFK 週 2 便貨物便の開設、及び、香港＝関西 貨物便週 3 便が週 6 便

に増便される。(asiatraveltips.com, 3/22/2005) 
 

 Avis plans aggressive growth strategy over next three years 
Avis が、向こう 3 年間で、少なくとも 300 のローカル店を開設する。 ローカル市場の

伸びは著しく、Avis は、この需要増に対応する為に、飛行場店からローカル店重視の戦

略に転換する。 2004 年 7 月以来、Avis は全米の郊外型ローカル店を 67 店新設してい

る。(DTW, 3/23/2005) 
 

 Outrigger plans first foray into Southeast Asia 
Outrigger Hotels & Resorts は、東南アジア初のホテル Outrigger Bali（98 スイート）を、

Kuta Beach と Seminyak の中間地点に建設する。 ＄35m（38 億円）のプロパティーの

開業は、2006 年が予定されている。 建築業者は、インドネシアのディベロパーPT Ocean 
Permata が請け負う。(DTW, 3/23/2005) 
 

 Expedia’s biz unit unveils tool to help firms reign in travel 
Expedia Corporate Travel（ECT）は、出張規程管理を重視する企業用に、出張申請とそ

の事前許可、および旅費審査のツール、を導入する。 このツールは、TripController
と呼ばれるもので、EPX テクノロジー・プラットフォームに組み込まれ、企業のマニュ

アル処理されていた、出張管理プロセスを自動化する。(DTW, 3/23/2005) 
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 Farelogix, Fetch partnership enables “one-stop access” 
Farelogix は、Fetch Technology と提携して、Web 検索と予約機能を開発し、3 月末まで

に、Farelogix のテクノロジー・プラットフォーム（FLX プラットフォーム）に、これ

らの機能を組み入れる。 Farelogix の FLX プラットフォームは、4GDS、Web、ダイレ

クトコネクション経由で、インベントリーを集積（aggregate）する事が出来る。 UA
航空は、Farelogix にダイレクトコネクションするサプライヤーの 1 社。 これにより、

大手のレジャー及び法人旅行取り扱い旅行社は、複数のソースからの旅行データへ、“ワ

ンストップ・アクセス”が可能になる。 Farelogix のクライエントには、Carlson Leisure 
Group, American Express Canada, Navigant Canada が存在する。(DTW, 3/23/2205) 
 

 Indonesia to limit budget airlines 
インドネシアが、外国 LCC のインドネシア乗り入れを規制する、新法の制定を検討し

ている。 ジャカルタ、メダン、バリ、スラバヤの 4 地点への、外国 LCC の乗り入れ

が禁止される模様。 この措置は、自国航空会社の保護政策で、明らかにシンガポール

の LCC 乗り入れ阻止を意図したもの。 Tiger Airways（シ）と Jetstar（シ）が、この

4 地点から閉め出される事になる。 既に乗り入れている、

Valuair（シ）と AirAsia（マ）は、現行路線の継続が許される。 

小都市の Padang（西スマトラ）、Manado（北 Sulawesi）への乗

り入れは規制されない。 Jogjakarta 及び Semarang への外国航

空会社の乗り入れ禁止は継続される。 LCC を 3 社も略同時設

立して、シンガポールのアジア空路のハブたらんとする構想は、

需要の太いインドネシアから、肘鉄を食らっている。(FT.com, 
3/23/2005) 

 

 Holiday Inn begins testing self-service reception kiosks 
InterContinental Hotels Group (IHG)ブランドの Holiday Inn Hotels & Resorts が、チェック

イン、チェクアウト、航空便の搭乗券印刷までの全てを処理出来る、フルサービスのキ

オスクの試験運用を、ショージア州のDuluthのHoliday Inn Gwinnett Centerで開始した。 

このシステムは、Kinetics Inc との提携により Micros Systems が IHG 用に開発したもの。

(DTW, 3/24/2005) 

 

 Korean Air may set up low-cost carrier 
大韓航空が、短距離国際線運営の為に、LCC の設立を検討している。 短距離国際線、

特に日韓路線での競争激化に対応するために、LCC を設立すると、大韓航空が言って

いる。 大韓航空は、航空貨物で世界第 3 位、旅客輸送では世界第 15 位の航空会社で、
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2004 年決算では、+4,720 百万ウオン（472(channelnewsasia.com, 3/24/2005)億円）の利益

を計上している。(channelnewsasia.com, 3/24/2005) 
 

 Malaysia’s AirAsia secures right to fly to six China destinations 
マレーシアの LCC, AirAsia の CEO, Tony Fernandes が、「中国 6 地点

に乗り入れる運輸権を取得した」と、発表した。 Xiamen（アモイ）

以外の 5 地点は、明らかにされていない。 BKK=Xiamen 路線は、

来月開設されるが、その他の路線は、年内の開設が予定されている。 

この他にも、AirAsia は、ラオス、ベトナム、カンボジアへの運輸

権も取得しているが、路線開設は、機材の導入状況により、年内に

は開設される模様。 同社は、エアバス 40 機を確定発注済で、これを、60 機に拡大す

る事を検討している。 導入は、 初の一群が、

9 月ないし遅くとも 12 月までにデリバリーされ

る。 AirAsia は、現在、マレーシア、タイ、イ

ンドネシア、フィリピン、澳門へ運航している。 

12 月までの、上半期決算で、AirAsia は、54.85
百万リンギ（15.4 億円）の利益を計上している。

(channelnewsasia.com, 3/24/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 
 
 

Google ニュースが、無断で AFP の記事を掲載したとして、著作権侵害で、AFP に提訴

されている。 AFP によると損害額が 19 億円にも上るらしい。（P.-11） 
 

TD 勉強会の掲載記事も、煩い事を言えば、著作権の問題が無い訳ではない。 TD 勉

強会の今までの生い立ちと、著作権の問題の整理を以下にしておく。 
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TD 勉強会は、今から 3 年チョイ前の 2001 年 12 月にスタートした、旅行流通（Travel 
Distribution＝TD）の任意の勉強会である。 発足当初は、米国のオンライン･トラベル

流通のレポートの要約を、JAL 及び関連会社からの参加者（30 人程度）を前に、毎月 1
回開催した勉強会で報告した。 この報告会形式の勉強会は、都合 7 回開催されたが、

2003 年の 6 月開催を 後に終了し、以下の週刊メルマガの発行に切り替えられている。 
 

2003 年 1 月より、米国オンライン･トラベル業界紙 Travel Distribution Report（TDR）の

和訳を、「TD 勉強会 情報」と言う題名で、週刊メールマガジンとして、ナンバリング

を打って発行開始した。 その後、TDR に加えて、以下の情報源に、ニュースソース

先を拡大し、現在に至っている。 メルマガのテーマは、飽く迄“TD”（米国中心）で

あるが、TD を使用する側のサプライヤー、特に航空会社（メジャーおよび LCC）にも

焦点を当てて、ニュースを選別している。 
 

① Forrester Research  米オンライン･コンサルタント （有料） 
② PhoCusWright  米オンライン旅行コンサルタント（有料） 
③ Travel Distribution Report 米オンライン旅行業界紙（隔週発行･有料） 
④ Financial Times, FT.com 英経済日刊紙 （有料） 
⑤ New York Times, nytimes.com 米日刊紙 
⑥ Daily Travel Weekly  米旅行業界紙 
⑦ channelnewsasia.com  シンガポール 日刊紙 
⑧ その他 
 
 

著作権の問題は、以下の事情を斟酌して、特段の問題はないと判断している。 
 

① 営利を目的としたものではない。 
② メルマガの配信先が、JAL 及びグループ関連会社の読者に対する、極めて

限定したサークル内に限られている。（現在の配信先数は、約 100 名） 
③ ニュースソースを必ず明記している。 
④ 和訳は、意訳であり、複数のニュースソースを TD 勉強会で編集している

場合もあり、全てが著作権の対象とは必ずしもならない。 
⑤ コンサルタントの有料レポートの場合は、その都度、編集元から、和訳の

メルマガ配信の特別な許可を受けている。 
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以上の整理により、TD 勉強会では、著作権の問題は発生しないと判断している。 
 

特に注意を有するのは、このメルマガが、極めて限定されたサークル内にのみ、配信さ

れていると言う点である。 この前提が崩れると、著作権の問題が発生しかねないので、

「TD勉強会 情報」のサークル外への転送ないし持ち出しは、厳禁されている。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 160（ 以上 ） 
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