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Eberhard Schöneburg, the chief executive of the software maker Artificial Life Inc. 

of Hong Kong, holds an image of Vivienne. She can handle English, Chinese, 

Japanese, Korean, German, Spanish and Italian.（関連記事 P. - 9 参照） 



DTW, 2/21/2005 
1. Sabre Value Pricing Plan Takes Some Heat 

セーバー、プライシング･プラン変更 

 
Sabre Travel Network は、バリューベースプライシング･プランを、今年中に、航空会

社 100 社に導入する。 そして、2006 年（略全ての Sabre DCA3 契約が失効する年）

には、この新しいプライシング制度を、航空会社全社に導入する。 Sabre は、このプ

ライシング･プランの概要について多くを語っていないが、単純な予約については値下

げをし、複雑な機能を必要とする予約については、高いプライシングにする、と言って

いる。 そして、キャリア毎に、個別に、プライシンング契約の協議を実施すると言っ

ている。 
 
GDS 代替（1U）の ITA Software は、複雑な予約であろうと、単純な予約であろうと、

料金は、単一料金（セグメント当り 40 ㌣と言われている）を提供する。 
G2 SwitchWorks は、同社の GDS 代替の、具体的な立上げ時期を明らかにしていない

が、皆が予想しているよりも早い時期にカットオーバーすると言っている。 G2 は、1
月から、既に米航空会社 7 社のライブ予約をプロセスしている。 
 
G2のGDS代替を使用しているNWは、NWの旅行社専用サイトを使用した旅行社に、

5 ㌦のインセンティブを支払っている。 この他、Orbitz 予約については、Orbitz に 4
㌦、GDS 代替については 4 ㌦～5 ㌦（GDS 代替 1 ㌦＋旅行社ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ 4 ㌦）の、航空

券当りのフィーを支払っている。 そして、GDS フィーについても、これに見合う 5
㌦とする事を要求している。 NW は既に幾つかの旅行社と、GDS 代替使用に関する、

具体的協議を開始している。 
 
しかし Sabre は、パッシブセグメントを大々的に使用している、旅行社や航空会社の

厳重な管理を実施すると言っている。 旅行社は、オンライン予約を、バックオフィス

のシステムに取り込むために、パッシブセグメントを使用している。 Sabre は、今の

ところ、このパッシブセグメントに課金していない。 
America West は、 近、旅行社の HPAgentLink の Web サイト予約にパッシブセグメ

ントを作る機能を追加している。 Sabre は、実予約の一定割合を超えるパッシブセグ

メントについては、課金する事を考え始めている。（関連 情報 153 P.-6） America 
West は、「Sabre は、パッシブに対する課金の当然の権利を持っている」、「だから

America West の HPAgentLink 予約に対して、インセンティブを支払わない」と、言

っている。 ■ 
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DTW, 2/23/2005 
2. Adding Up: Site59’s Departure Cities Total 151 

トラベロ サイト 59 ホテルパックの実際 

（これがダイナミックパッケジングだ！） 
 
Site59 の間際週末パッケージ販売がカバーする都市が、20 追加されて、合計 151 都市

となった。 米国以外の都市は、カナダの Quebec City と Halifax, Nova Scotia の 2
都市。 Site59 は、Travelocity の Last Minute Deals を動かしている。 
 
http://travelocity.lmdeals.comの実際を以下に順番を追って解説する。 
 

 

3 月 4 日（金）発、6 日（日）帰り

の、2 泊 3 日の Las Vegas 行きの 
エアー＆ホテルパックを申し込む。 
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この旅程のパックは売り切れ。 
Flight + Hotel では 3 月 7 日発、9 日

帰りの$287 が、 低価格パック。 

3 月 4 日（金）発、6 日（日）帰りは、売り切れであるが、出発

日を変えた、代替パックを数種類表示する。 
ここでは欠けて見る事が出来ないが、目的地を変えた代替パック

も表示している。 

そこで、2 月 28 日発、3 月 5 日帰りの

5 泊 6 日パックを申し込む。 
2 月 27 日の予約にも拘らず、翌日 28
日出発のパッケージを受け付ける。 
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8 ホテル（追加$72/泊～追加$662 泊＝Hyatt Regency）
の中から追加なしの The New Frontier を選択する 

 
 
ホテル選択後に、航空便予約画面が出てくる。 これも、往復とも 低運賃の便（ベス

トディール）を選択する。 低運賃の為か、選択可能な便は、7 便全て US 航空の

NYC 発午後便で途中寄航 1 回。 帰りは、これも US 航空の 2 便/経由便（01:15/11:21 
or 12:25/22:01）からの選択となる。 ベストディールを選択しない場合は、Site59 が

契約している航空会社、数社のスケジュールが表示される。 
 
航空便の予約画面（往路、復路各 1 画面）は、メールの容量オーバーの為に割愛した。 
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ホテルと航空便を選択すると、 低価格を

検索条件にしたためか、パック価格が、

527.63 ㌦から 488.75 ㌦に低下する。 

そして、レンタカーの予約画

面が出て来る。 レンタカー

は必要ないので、「No Car, 
Thank You」をクリックする。 
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レンタカー予約を“No Car, Thank You”する

と、レストランの夕食案内が 3 種類出てくる。 
これも“No Extra, Thank You”する。 

中国料理 39 ドルのほか 
西洋料理（40 ㌦、59 ㌦）の 3 種類

のレストランのメニューがリスト

されている。 
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NYC からの LAS パック（Air + Hotel）5 泊 6 日、1
人 489 ㌦が、高いか安いかは、俄かに判定できない

が、2 泊 3 日の 低価格パックの 287 ㌦は、日本の

国内エアー＆ホテルの 2 泊 3 日パック、ニッキュー

パー（29,800 円）と、丁度一致する。 

予約を済ませると、以下の通り、購入者

の名前、住所、クレジットカード内容を

書き込むフォームが出て来る。 
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nytimes.com, 2/24/2005 
3. Sad, Lonely? For a Good Time, Call Vivienne 

バーチャル･ガールフレンド“ビビアン”登場 

 
香港の Artificial Life Inc.（社長 Schoneburg）は、第 3 世代（G3）携帯電話上で、バ

ーチャル･ガールフレンドの“ビビアン”と遊べる TV ゲームを開発した。 7 ヶ国語

の対応が可能で、月 6 ㌦の使用料（通話料別）で売り出す。 このゲームで、ビビアン

を、映画やバーにデートに誘ったり、彼女に、花やチョコレートを送ったりする事が出

来る。 但しバーチャル･プレゼントは有料で、プレゼントごとに月額 50 ㌣から 2 ㌦

が必要。 彼女は、ジムでの露出度の高いウエアーを着用することはあるが、決して裸

にならず、投げキス（或いはバーチャル･キス）以上の関係は持たない。 彼女とバー

チャル結婚すると、義母が、深夜に携帯に電話をかけて来て、「娘と上手くやっている

か？」と聞いて来る。 しかし、結婚に至るまでには、多くのプレゼントや、それなり

の努力が必要だ。 彼女には、全く手が掛かるが、ガールフレンドが居ない（持てない）

負け組み男性達を、癒してくれるガールフレンドとなってくれる。 
 
ビビアンは、コンピューター合成言語、ストリーミング･ビデオ、テキスト･メッセージ

を使用したプロダクトで、新しい G3 携帯電話のハイテクを利用している。 Artificial 
Life は、ビビアンの次に、女性達のボーイフレンドや、ゲイのゲイフレンド、レスビア

ンのガールフレンド、の各種シリーズを開発する予定。 
G3 携帯電話の出現により、大量のデータを高速に送る事

が可能となった結果、高画質の TV 番組や音楽ビデオや

新の映画の予告編を、ダウンロードする事が可能にな

っている。 これに似た携帯電話ゲームは、日本や韓国

で既に販売されており、着せ替え、ヘアースタイルの変

更や、人々が持っているイメージの、人形への反映を可

能にしている。 しかし、ビビアンの場合は、三次元画

像で、18 の異なったセッティング（レストラン、ショッ

ピングモール、空港など）で動き廻る事が可能ほか、彼

女は、以下の多くの能力を有している。  
 

Eberhard Schöneburg, the chief executive of the software 

maker Artificial Life Inc. of Hong Kong, holds an image of 

Vivienne. She can handle English, Chinese, Japanese, 

Korean, German, Spanish and Italian. 
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① 哲学から芸術まで 35,000 トピックスの会話相手となる事が可能。 
② 銀行業務に関して、ビビアンの口座に関する 70,000 近くの Q&A（スイスのプライ

ベート銀行が開発）が用意されている。 
③ ガールフレンドと通訳の二役を演じる事が可能。 英語で入力すると、中国、日本、

韓国、ドイツ、スペイン、イタリアの各言語に通訳してくれる。（その他言語の翻訳

プログラムが開発中） 翻訳は、音声とテキストの両方で回答されるが、質問の場

合は、音声認識能力を有していない。 「What is chicken soup in Chinese?」と入

力すると、ビビアンが、大きな声で中国語に翻訳してくれる。 
 
これ等のプログラムは、容量が重過ぎて、携帯のチップでは動かす事が出来ない。 携

帯が通信するサーバーが動かす事になる。 サーバーは、会話の為の所謂エクスパート

システムを使用している。 これは、嘗てドイツ軍のエクスパートシステムに取り組ん

で来た、人工頭脳と神経ネットワークの元教授 Schoneburg の専門だ。 Artificial Life
は、当初、このゲームを、クリスマスにアジアと欧州で販売開始する予定であったが、

マレーシアなどのイスラム教国に配慮して、体の露出部分やピアスをなくす修正等を加

えて、5 ヶ月遅れの 4 月末にシンガポールとマレーシアで販売する。 西欧での販売は

今春末、アメリカ販売は、可能であれば今年末を予定している。 この販売時期の遅れ

は、3G のテクノロジーと、それを利用するビジネスが直面している幅広い問題を暗示

している。 ユーザーは、①電池の消耗が早い事、②霧や雨天時の通信中断や、③割高

な通話料金（携帯電話サービス会社が、他の商品の利益で埋め合わせて価格調整をしな

い場合）、に不満を持っている。  
 
そんな事が影響してか、3G 携帯の契約が進んでいない。 現在、世界の携帯利用者の

2％以下しか G3 を利用していないが、業界のスペシャリストは、利用者は、急速に増

加するだろうと言っている。 「初期投資が完了すれば、携帯のシステムオペレーター

は、通常のシステムよりは、ズーッと安いコストで、データに加え音声の電送を行なう

事が可能になる」と、北京のテレコミュニケーションコンサルタント会社 BDA China
の社長 Duncan Clark が述べている。  
 
Artificial Life は、裕福な親を持つティーンエージャーへの販売を考慮して、このゲー

ムからポルノに関連する内容を一切省いている。 しかし、同社は、ポルノやその手の

業者からアプローチを受けており、彼等に、ソフトのライセンス販売する事を検討して

いる。 又、1 日 1 時間以上、ビビアンと遊べないようにして、ゲームにのめり込まな

い様にさせている。 ■ 
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nytimes.com, 2/26/2005 

4. Even for Sickest of Airlines, Financial Skies Can Be Friendly 

決して死なない チャプター11 航空会社 

 
Chapter 11 航空会社 4 社（Aloha, UA, US. ATA）が、生き延びているのは、以下の政

治的、経済的な理由によるものだ、と NYC タイムズの 2 月 26 日に記事が伝えている。 
 
① 多くの従業員を抱えている航空会社を、破産に追い込んだと言われたくない連邦政

府の政治的思惑（ATSB は、UA を除いて、全 C-11 キャリアに政府の融資保証を

与えている。） 
② 政府融資保証を与えている ATSB は、破産による融資の焦げ付きを心配している。 
③ 破産法弁護士、コンサルタント、ファイナンシャル･アドバイザー達が、C-11 キャ

リアから多額の金を得ている。（UA の、1 月のこれらの関係出費は、$13m≒14
億円に上っている。） 

④ C-11 キャリアに融資している金融機関は、銀行借り入れ金利に+4.5%ポイント上

乗せした金利（UA の場合）を稼いでいる。（Southwest の借入金利は、銀行借り

入れ金利+0.5％ポイント）（UA の+4.5％上乗せ金利は、 近、+5.0％ポイントか

ら▲0.5%ポイント低下した金利。） 
 
要するに、C-11 航空会社は、そこに融資している金融機関などにとっては、儲かる投

資対象（リスクは有るが）となっているようである。 だから、26 ヶ月もの長い期間

C-11 に居座り続けている UA に、4 社もの貸し手が、20 億㌦～25 億㌦もの融資（C-11
離脱の為のエクジットローン）にビッドし、2 年間に 2 回もの C-11 申請を行なった US
に対して、Air Wisconsin の投資団が、$125m（137 億円）の融資に応じた訳である。 

そして、その融資を得る為に、C-11 キャリアは、人件費を中心に大幅なコストカット

を実施しているのだ。 
 
NYC タイムズは、この記事の 後に、S&P のアナリストの談として、「若し、C-11 の

支援無しでナントか運営して来ている航空会社が、C-11 キャリアのコストセービング

にマッチングすると決意したならば、米航空業界は、数社の同時倒産の可能性を秘めて

いる」と言うコメントを掲載している。 ■ 
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TDR, 2/28/2005 
5. Alternative Gain Ground On More Than Just Price 

 GDS 代替 価格以外の“売り”模索 

 
低流通コストの実現が、GDS 代替の一つのターゲットである事は間違いない。 ITA
が開発した GDS 代替 1U は、ナント、セグメント当り 40 ㌣のブッキングフィーまで

値下げしている。 これに加えて、彼等は、価格以外の付加価値を見つけ出す事を考え

ている。 
 
GDS 代替の批判者達（GDS 達が主であるが）は、1U や G2 SwitchWorks や Farelogix
は、サプライヤーの方ばかり向いて、市場のニーズに応えていない、と言っている。 確

かに、航空会社は、流通経費の削減に必至になっている。 UA などは、法人旅行の管

理会社達を集めて、彼等に、GDS 代替の利用促進を促している。 Jupiter Research
のアナリストは、「航空会社が、リテールの GDS 決定に口を挟むのは、極めて新しい

事だ」と、言っている。 
 
現在の GDS 代替への傾斜は、単純な、航空会社の GDS フィー値下げの圧力そのもの

であるが、それで話が終わる訳ではない。 「Cendant が ITA（1U）を、或いは、Sabre
が G2 若しくは Farelogix を、買収するシナリオも考えられない事ではない」と、Travel 
Tech Consulting の社長 Norman L. Rose が述べている。 しかし、それでも、誰か他

の者達が、GDS に再挑戦して来るだろう。 伝統的流通プレイヤーが市場の進歩を遅

くしようとすれば、それは、必ず誰か他の者達が、市場の進歩を促進させる事になる。 
 
Farelogix の CEO Jim Davidson は、以下を言っている。 
① 開発の真のドライバーは、FLX プラットフォームのマルチソーシング化にある 
② GDS も多くのソースの一つにしか過ぎない 
③ Web ディストリビューション（Web サービスの事を言っている？）が現実だ 
④ そして、ダイレクトコネクション（彼は private distribution network と呼んでい

る）が明らかに確固たる地盤を築いている 
⑤ その結果、バイヤーは、全てのそれ等のチャネルを網羅する、一つの管理されたソ

ースを欲している 
⑥ Farelogix は、将にそれを提供している 
⑦ 独立したフェアリングエンジン（faring engine）を保有し、マルチソースのディス

トリビューション･アウトレットを、提供している 
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低コスト以外に、GDS 代替のバリューには、どんなものが有るのだろうか？ 「サプ

ライヤーが販売したい様に、販売できるシステムを開発するのが究極的な目的だ」、「サ

プライヤーが、適正なタイミングで、適正な価格で、適正な顧客に販売できるシステム

とする必要がある」と、Davidson は言っている。 例としては非現実的であるかもし

れないが、現在の GDS の流通システムでは、X 列目の真中座席の航空座席販売は出来

ない。 ブロードウエーの劇場は、座席の位置で入場料金を違えて販売している。 サ

プライヤーは、特別な料金制度に基づいて、顧客タイプをターゲット出来ないし、消費

者に対するバリューに従った、プロダクトタイプを提供することが出来ないのだ。 

GDS 代替は、このような類の販売を可能にして、価格以外の付加価値を高める事を考

えている。 
 
現時点では、GDS 代替は、流通コスト削減に熱心な航空会社をフォーカスしている。 

そして彼等が航空会社に、彼等のバリューを認めさせることが出来れば、他の旅行サプ

ライヤー達も、GDS 代替に、キット目を向けて来るだろう。 そして、それには余り

時間がかからないだろう。 特にホテルは、2004 年に、マーチャントモデルからの自

立し、これからは、如何にして GDS コストを抑制して行くかを試みるであろう。 
 
Jupiter Research のアナリスト Diane Clarkson は、以下をコメントしている。 
① Sabre は、新規参入者達と比較して、如何に上手く振舞っているかと、空威張りし

ている 
② 競争が激しくなって来れば、向こう数年間、彼等が持ち堪えられるのかどうか、疑

問がある 
③ 問題は、彼等は、まだ本格的な競争をせざるを得ない局面には立たされていないの

だ 
④ 新規参入者達の低コストとハイテクは、GDS たちの脅威となるだろう。 
 
Rose は、以下の見解を述べている。 
① GDS にとっての重要な競争問題は、“時間”である。 
② 彼等は、サービスオリエンテッドなアーキテクチャーへの転換を、声高に喋ってい

るが、それが何時実現されるのか、具体的なスケジュールには触れていない。 
③ GDS の重要な問題は、何時になったらメインフレームから離脱出来るのか？と言う

事だ。 
■ 
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TDR, 2/28/2005 
6. Sabre’s Chris Kroeger Maps The Way Forward 

セーバー今後の戦略 北米事業上席部長語る 

 
伝統的 GDS は、活力を維持できるのだろうか？ 伝統的 GDS は、どのように変革す

るのだろうか？ Sabre Travel Network の北米事業部の上席部長 Chris Kroeger が、

以下のように答えている。 
 
① 旅行社は、e-コマースの到来で、大きな影響を受けているが、その一方で、e-コマ

ースは、強力な多角化した旅行社を作り上げている。 
② コミッション収入に加えて、旅行社は、手数料収入モデルや、その他の収入ソース

を模索している。 
③ 伝統的チャネルからのシフトのペースは、緩慢な速度で進んでいる。 
④ Sabre は、旅行社チャネルが、依然として流通に力を発揮出来る様に、旅行社にバ

リューを提供する事に努力する。 
（彼は、GDS インセンティブの削減、若しくは、消滅などには触れていない。） 
⑤ Sabre Holdings の一部のプロダクトを旅行社に提供する。 具体的には、Sabre 

Vacations のパッケジング･ファンクショナリティの提供、Agent59 経由 Site59 間

際コンテントの活用、Travelocity のダイナミックパッケジング機能の旅行社用改修、

等がそれらである。 
⑥ この旅行社に対するマルチ･リソース･アプローチは、サプライヤーにも効果がある

と期待している。 
⑦ 伝統的 GDS、ダイレクト･オンラインチャネル、間際販売、或いは法人デスクトッ

プ予約等を含むマルチ･チャネル･ディストリビューションのバリューを高めて行く。 
⑧ Sabre Holdings 傘下の会社間のシナジーと、社外の会社との良好な提携関係を継続

して行く。 
⑨ 具体的には、（イ）Sabre の Expedia との GDS 契約、（ロ）Cendant 旅行会社群と、

Sabre の Jurni Network との優先サプライヤー契約、（ハ）GetThere と Travelocity
の旅行社契約、（ニ）Travelocity と American Express 間のプライベートレーベル

提携、等の“coopetition”（cooperation + competition）。 
⑩ これに加えて、旅行社に、GetThere テクノロジーを、彼等の法人顧客に再販売さ

せるプロジェクトを復活させる。 そして、そのためのリソースヘルプを、旅行社

に提供する。 
⑪ そして、Sabre は、旅行社にマーケティング･ケーパビリティーを提供し、旅行マー

ケティングシステムの先導的役割を果たして行く。 
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⑫ 旅行社への生産性向上とマーケティングツールの提供は、究極的には、サプライヤ

ー達のベネフィットにも繋がる事になる。 ■ 
 
 
 
DTW, 2/28/2005 
7. Orbitz Takes G2, Employees To Court 

オービッツ、企業秘密スパイで G2 提訴 

 
Orbitz は、2 月 22 日、Orbitz の企業秘密と知的財産をスパイしたとして、G2 と、6
人の G2 社員（何れも元 Orbitz 社員）、それに、コンサルタントを、イリノイ州の Cook 
County 巡回裁判所に提訴した。 
Orbitz は、航空会社とのダイレクトコネクションである Supplier Connect テクノロジ

ーを基盤とした、GDS 代替システムを開発中であるが、この技術が、ソックリ G2 に

模倣されていると主張している。 開発中のシステムは、現在、初期のフィールドテス

ト中で、Orbitz は、その将来は約束されたものがあると、自信の程を仄めかしている。 
盗まれた企業秘密ないし知的財産には、Supplier Link テクノロジー、Navitaire が開

発した検索エンジンの Orbitz 分析、Orbitz の航空会社契約、が含まれていると Orbitz
は主張している。 
 
一方、G2 は、彼等のプライベート･ネットワークのアーキテクチャー及びソースコード

には、Orbitz の如何なる秘密情報、ソースコード、知的財産も使用していない、と反

論している。 G2 が使用しているコアテクノロジーの殆どは、Navitaire と ITA 
Softwareからライセンス購入したもので、Navitaireの部分は、Orbitzの Supplier Link
の開発以前のものである、と G2 は言っている。 G2 は、事態の解決に向けて、Orbitz
と幅広い協議を行なっていたが、Cendant の Orbitz 買収後に、この協議は行き詰まっ

てしまっている、と言っている。 ■ 
 
関連記事： Norwest Venture Partners と Texas Pacific Group（CO, America West, 
Hotwire 投資会社）は、3 月 2 日、G2 SwitchWorks に$10m（11 億円）の出資をした

事を明らかにした。 G2 は、この資金を使って、旅行社（トップ 5 社の内の 2 社）へ、

システム展開を実施する。 G2 の株式は、社員がマジョリティーを保有し、この出資

2 社は、マイノリティー株主を構成する。(DTW, 3/2/2005)   
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8. 其の他のニュース 

 
 Food groups get taste of fear 

もしかすると、米大手食品メーカーが、肥満症の原因を作り

出したと言う理由で、再び、訴訟に直面するかもしれない。 

訴訟対象となる企業には、 General Mills, Kellogg’s, 
McDonald’s, Kraft Foods, Coca-Cola などが含まれると見ら

れており、これらの会社は、煙草訴訟と似たような結果にな

る事を怖れている。 
 
米国では、30％の人々が太りすぎで、肥満症が引き起こす疾病の為に、州財政（医療扶

助制度）が大きな影響を受けていると言う。 肥満に関する訴訟は、2003 年に NYC
在住の 10 代の少年 2 人が、McDonald’s を提訴したケースがあるが、裁判所はこの訴

え＜McLawsuits＞を退けている。（＜McLawsuits＞＝Chicken McNuggets の健康上

のリスクを McDonald’s が隠蔽したとして、10 億㌦以上の損害賠償を求めたケース。） 

その際の世論調査では、80％が、何を食べるかは、個人の裁量であり、大騒ぎすること

ではないと言っている。 しかし、先月、US 控訴裁判所は、先の裁判は十分な証拠集

めが行なわれていないとして、McLawsuits の裁判の一部再開を決定している。 州検

事は、州財政軽減の為に、訴訟に積極的な姿勢を示しており、特に、学校に於けるスナ

ックや清涼飲料の自動販売機と肥満症の因果関係に注目している。 全米には、この手

のベンディングマシンが 3 百万台（100 人に 1 台）設置されている。(FT.com, 2/23/2005) 
 

 Expedia, Hertz expand preferred relationship 
Expedia と Hertz 間の提携が強化される。 Hertz は、Expedia と優先サプライヤー契

約を結び、自社サイトと同額の料金を Expedia に提供する。（MFN 契約） そして、

Hertz のレートが、Expedia の検索結果画面の 初のページに表示される。(DTW, 
2/23/2005) 
 

 US Airways to alter capacity in May 
US 航空が、5 月より、B737(11 機)をリースバックし、Panama City 及び San Salvador
を含む 14 便を運休する。 この措置は、弱い収入と燃油高騰の対処の為。 11 機の減

機は、リジョナルキャリアによる代航もしくは手持ちのフリーﾄの稼動向上でカバーし、

減機の影響を、タッタの▲14 便の運休に止める。 ▲11 機後も、5 月供給は、前年同

月比で＋4％～+6％拡大すると US は言っている。(DTW, 2/25/2005) 
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 UAL Corp. reports $324M loss in January 
UA 航空は、1 月決算で、▲$326m（358 億円）の欠損を計上した。 この欠損には、

$138m（151 億円）の再建コスト（reorganization expenses）が含まれている。 UA
は、1 月は、繋ぎ融資の融資条件を遵守できなかったので、特別承認を融資団から貰っ

ている。（DTW, 2/25/2005） 
 

 Workers at Wal-Mart in Colorado Reject Union 
Wal-Mart Stores Inc.が運営しているイリノイ州 Colorado スーパーセンターのタイヤ

売り場の店員が、組合結成に反対投票を行なった。 この投票結果（17-1）は、組合編

成に努力している Wal-Mart 従業員に、更に逆風を与える事になるだろう。 Wal-Mart
は、 近カナダの店で組合が誕生し、団体交渉を求められた為に、その店を 5 月に閉店

してしまう。 Wal-Mart に於ける組合結成は、過去 10 年以上、殆ど成功していない。 

United Food & Commercial Workers Union は、投票に、Wal-Mart の不正介入があっ

たとして、National Labor Relations Board にコンプレーンをファイルしている。

(nytimes.com, 2/25/2004) 
 

 中国、次は「祝日便」提案＝台湾との貨物チャーター便にも前向き 

【北京 25 日時事】中国国務院台湾事務弁公室は 25 日、記者会見し、今年の春節（旧正

月）に実施した台湾との直行チャーター便運航を踏まえ、中国の伝統的な祝日などに範

囲を拡大して同様のチャーター便を飛ばすことを提案した。 

同弁公室の唐怡経済副局長は「4月の清明節（彼岸）に、両岸（中台）の航空業界が春

節チャーター便方式で運航できるよう早期の合意達成を希望する」と呼び掛けた。 

一方、台湾の陳水扁総統が先に中国との貨物チャーター便実現に意欲を見せたことに対

し、唐副局長は「積極的に検討する」と前向きな姿勢を示した。（時事通信 2月 25 日） 

 台湾側は静観の姿勢 
【台北 25 日竜口英幸】中国政府が清明節（Tomb Sweeping Day）に台湾との直行チャー

ター便の運航提案をしたことについて、台湾の中国担当部門、大陸委員会の邱太三スポ

ークスマンは 25 日、「双方の理解が深まってこそ具体的な計画ができる」と述べ、当面

静観する姿勢を示した。中国が 3 月の全人代で「反国家分裂法案」を審議することから、

この動きを見届けた上で対応方針を協議するものとみられる。 

一方、野党第一党・国民党の連戦主席は同日、「（与党の）民主進歩党はできないと言う

だけだ」と批判、国民党の立法委員（国会議員）団を早急に中国に派遣し、中国政府と

協議を開始するよう指示した。（西日本新聞 2 月 26 日） 
 

 More US airlines raise fares 
メジャー及び LCC は、2 月 25 日、燃油費の高騰と損失補填の為に、一斉に運賃値上げ
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を行なった。 UA, AA, CO, DL は、NW の 2 月 22 日の+20 ㌦値上げ（北米内の殆どの

往復運賃が対象）に追随した。 この値上げには、America West, Independence Air 他、

LCC 数社がマッチングしている。 今まで運賃値上げにマッチングして来なかった NW
の値上げは、同社の収支改善努力の“必至さ”を業界に示している。 また、1 月に

大で▲50％値下げの発表したばかりの DL の追随は、業界を驚かせている。 大の問

題は、LCC の 2 強である Southwest と jetBlue の追随があるかどうか。 彼等は、燃油

のヘッジ買いで財務的優位に立っているが、次第に収支が悪化し始めている。(FT.com, 
2/26/2005) 

 

 Some Sympathy for Paris Hilton 
Hilton Hotelチェーンの創立者Conrad Hiltonの遺産相続

人で、リアリティーTV 女優、商品販売セールスガール

（product pitchwoman）の Paris Hilton の、ハイテク玩具

Sidekick（電話、システム手帳、e-メール及びインスタ

ントメール送受信ができる）がハッカーに襲われて、

メル友のアドレスや、その通信内容が暴露されてしま

った。 彼女と思われるトップレスのヌード写真や、

いかがわしい交信内容までが、インターネット上で暴

露されてしまっている。 彼女の交信相手には、セレ

ブも多く、彼等は、エッチメールの殺到に悲鳴をあげ

ている。 
 

この記事は、もう一方で、

クレジットカードの与信業務を担当している会社

ChoicePoint（190 億の記録を保有）が、145,000 人のセン

シティブな個人財務情報を、正規のバイヤーを語った犯

罪者に売り渡してしまった事を伝えている。 個人情報

漏洩の怖さを伝えている。 
(nytimes.com, 2/27/2005) 

A T-shirt expresses the plight 

of the socialite's friends. 

 Continental wins sweeping labor concessions 
CO 航空は、全ての組合から、労務費削減に関する暫定合意（譲歩）を得る事に成功し

た。 労務費の削減額は、年間で▲5 億㌦に上り、CO は、この見返りに、$10m（11 億

円）のストックオプションを提供する。 S&P のアナリストは、CO の組合合意は、伝

統的航空会社の中では、記録的な、 も短い期間の合意である、とこれを賞賛している。
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（通常はエンドレスな労使交渉が継続する） 見返りに提供するストックオプションは、

発行株式の 15%に相当する。 CO は、先に、業界で も良い条件のプロフィットシェ

アー（ 初の税引前利益$250m の 30%、次の$250m の利益の 25％をシェアーする）を

組合に提供している。 パイロットと客室乗務員の 2 労組は、3 月末までに、この暫定

合意の組合員に対する批准投票を実施する。(FT.com, 2/28/2005) 
 

 Virgin Blue rejects bid from Patrick Corp 
Richard Branson が保有する Virgin Group は、Patrick Corporation（豪）の業界を驚かした

Virgin Blue TOB を拒否した。 Patrick は、Virgin Blue の 45.4％の株式を保有し、1 月に、

1 株 A＄1.94 で株式の公開買付けを実施すると発表していた。 1 月末に Virgin Group
は、A$10.1m（8.28 億円）を投入し、Virgin Blue 株を買い増し、出資比率を 24.6％から

25.1％に引き上げている。（FT.com, 2/28/2005） 
 

 PSA International completes purchase of two HK port terminals for S$630m 
シンガポール公営港湾オペレーターの PSA が、ヤットの事で、香港 Kwai Chung 港の

No. 3 コンテナーターミナルと No. 8 West ターミナルに進出する。 これは、NWS 
Holdings が保有する資産の買収で、PSA は、NWS に HK$30 億㌦（400 億円）を支払う。 

この買収により、PSA は、中国巨大市場の南のゲートウエーを確保する。 PSA は昨

年 11 月より、香港への進出を 2 回目論んだが、いずれも既株主の先取特権により資産

買収を拒まれていた。 今回の NWS の資産買収でも、Dubai Ports の拒否権行使による

買収断念が危ぶまれたが、その実行が回避された結果、PSA の香港進出が漸く成功した。

(FT.com, 2/28/2005) 

 

 US Airways feels the heat from low-fares 
2004 年半ばの Southwest 航空の Philadelphia 乗り入れ以前は、同空港発の航空旅客は、

全米平均よりも+20％高い運賃を支払わされていた。 乗り入れ後は、▲2％安い運賃で

済んでいる。 この結果、Southwest 効果と呼ばれる、劇的な需要増加が発生している。 

Southwest は、更に Philadelphia 乗り入れ便数を拡大する。 

US は、この他にも、LCC やメジャー（DL）から、以下の攻撃を受けることになる。 
・ 5 月の Southwest の Pittsburgh 乗り入れ 
・ AirTran ないし Independence Air の Charlotte 乗り入れ/増便 

(Charlotte 発旅客は、現在、全米平均運賃より＋39％も高い運賃を支払わされて

いる。) 
・ Charlotte 空港の LCC 誘致活動（Charlotte 空港の 85 ゲートのうち US は 73 を押

さえているが、これらのゲートの内 36 ゲートしか US 専用となっていない。） 
・ DL の運賃値下げ（SimpliFares） 
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Embry Riddle Aeronautical 大学の客員教授 Darryl Jenkins は、「Charlotte の攻防が、US の

将来を決する程の大きな影響力を有している」と語っている。(DTW, 3/1/2005) 
 

 TSA to ban lighters in airports, on planes beginning April 14 
米運輸保安局（TSA）は、4 月 14 日から、航空機内へのライター持込を全面的に禁止す

る。 この措置は、旅行者以外にも、セキュリティーポイント後の空港ショップにも適

用される。(DTW, 3/1/2005) 
 

 Singapore Airlines and pilots’ union sign collective agreement 
SQ 航空と、パイロット組合（ALPA-S）は、2 月 28 日、向こう 3 年間有効な、新しい

団体労働協約を締結した。 この新協定は、パイロット間の 高と 低の給与格差を是

正するとともに、生産性に基づく支給部分を拡大する。 このため、年間 高飛行時間

を、現行の 900 時間から 1,000 時間に拡大する他、年休を 28 日から 32 日～36 日に増加

させている。 SQ の CEO Chew Choon Seng は、「この協定は、世界の航空業界の自由

化による競争激化と、増加する LCC への対抗に質する為のものである」と言っている。 

この協定は、昨年の 2 月から 1 年の長期に亘る労使間交渉を経て、漸く締結された難産

協定である。(channelnewsasia.com, 3/1/2005) 
 

 Singapore receives 19 bids for its first casino 
シンガポール初の公営カジノ建設プランの公募に、19 の世界の賭博関連企業が入札し

た。 この入札の勢いは、シ政府の賭博場建設決定に、大きな影響を与える事になるだ

ろう。 Lee Hsien Loong 首相は、カジノの建設是非を巡る国民投票は、必要ないと言

っている。 入札者には MGM-Mirage, Harrah’s Entertainment, Wynn Resort, Eighth Wonder
の米 4 社のほか、南ア、マレーシア、香港、豪州から各 1 社がビットしている。(FT.com, 
3/2/2005) 

 

 Investors propose Cendant pay curbs 
Cendant の株主が、同社の高額な役員報酬に異論を挟んでいる。 彼等は、取締役の退

職慰労金を、幹部クラスの給与とボーナスの 2,99 倍以下に納める事や、CEO の報酬

（compensation）を、非管理職の年収の 100 倍以内に納める事を提案している。 CEO 
Henry Silverman の 2004 年のボーナスを含む報酬は、＄24m（26 億円）になった事に反

発している。 Silverman の給与は、$15.28m のボーナスと、$5m の給与に加え、Cendant
のプライベートジェット使用料$102,697、彼の契約交渉の弁護士費用$165,013 等が存在

する。 なお、彼のベース給は、2002 年から＄3.3ｍに凍結されている。(FT.com, 3/2/2005) 
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 EasyJet ups competition in Germany 
easyJet が、ベルリン基地（Schonefeld 空港）を増強する。 BER＝ROM（Ciampino）
BER=MIL（Linate）BER=LON（Gatwick）の 3 路線を追加し、ドイツの LCC、Air Berlin, 
DBA, Germanwings（LH が 49％出資）に対抗する。 easyJet の Shonefeld 空港基地は 27
路線を保有する欧州大陸 大基地で、ロンドンの Luton, Stansted よりも多くの便数を運

航する。（easyJet の 大路線数は、Gatwick の 28 路線。） easyJet は、2005 年に、Shonefeld
空港に、同社の 10%の日間 70 便を配置して、3 百万人を輸送し、同空港のシェアーNo.1
の維持継続を計画している。 3 路線の開設は、今年の 9 月を予定している。(FT.com, 
3/2/2005) 

 

 Jetstar Asia to start daily flights to Bangkok from Mar 23 
Jetstar（シ）が、SIN＝BKK 毎日 2 便を 3 月 23 日から開設する。 これで、SIN=BKK
路線には、シンガポールの LCC 3 社全て（Valuair, Tiger Airways, Jetstar）と、Thai AirAsia
の合計 4 社の LCC が乗り入れる事になる。 BKK 線乗入れで、Jetstar は、SIN=Pattaya
の毎日便を運休する。(channelnewsasia.com, 3/2/2005) 
 

 Eurotunnel silent as creditors seek debt talks 
英仏海峡トンネル会社の Eurotunnel は、債権者の、64 億ポンド（1 兆 2,800 億円）の債

務の再協議開始要求に、6週間経った今日に至るも応じていない。 協議開始の遅延は、

来年にもやって来ることになるキャッシュクラウンチ（財政危機）回避に向けての、

Eurotunnel の債務リスケ交渉能力欠如の懸念を拡大させている。 さらに、Guardian は、

3 月 2 日、Eurotunnel の監査法人が、同社のゴーイングコンサーンとしての適格性につ

いて、不安を表明している、事を伝えている。(FT.com, 3/2/2005) 
 

 Southwest brings specials to desktops a “Ding!” 
Southwest航空は、顧客のデスクトップ･コンピューターに、その顧客の使用する空港発

の特別運賃を、排他的に 1～2 時間通報する、新しいソフト“Ding!”を自社開発した。 

このソフトをダウンロード（無料）すると、飛行機のアイコンが画面に表示される。 特

別オファーが出される度に、“Ding”と音が出て、アイコンの飛行機の尾翼に封筒の絵

が表示される。 2 月 28 日にリリースされて以来、既に数千の顧客が、Ding!をダウン

ロードしている。 詳細は、www.southwest.com/ding 参照。(DTW, 3/2/2005) 
 

 European seek rights to buy US airlines 
欧州連合は、3 月 21 日から 22 日に予定されている欧米間航空交渉（於 Washington）で、

従来のカボタージュの要求の優先順位を下げて、代わりに米航空会社の外資規制の撤廃

ないしは拡大を優先して要求すると述べている。 先の協議で、米側は、現行の外資比
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率 25％以下を 49％まで拡大する案を示したが、欧州側は、これでは比率が少な過ぎる

と言っている。 欧州は、米側企業を買収できれば、カボタージュの要求を、ある程度

は代替する事が出来る、とコメントしている。(FT.com, 3/3/2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 
編集後記  
 
 
 

今週号では、Travelocity のオンライン間際販売の実際を掲載した。 ダイナミックパッ

ケジングにより、エアー、ホテル、カーは勿論の事、レストランに於ける食事まで販売

している。 これに、必ず、劇場チケットやオプショナルツアーなどの旅行の素材が追

加されて行くのだろう。（Sabre は、昨年 Show Tickets 社を買収している。） 
 

優れたダイナミックパッケジング･テクノロジーを保有し、出来るだけ多くの旅行素材

提供者（サプライヤー）から、安いインベントリーを確保した旅行社が、シェアー獲得

の勝利を収めることになるのだろう。 米国パッケージ市場は、2004 年の 176 億㌦（1
兆 9,360 億円）から、2 年後の 2006 年には 231 億㌦（2 兆 5,410 億円）に拡大する（年

率+15％増）と予想され、その増加（55 億㌦）の殆どは、ダイナミックパッケジング販

売によるものになるだろうと、PhoCusWright が言っている。 米国ですら、パッケジ

ングが、巨大な市場になりつつある。（情報 154、P-2 参照） 
 

日本では、JTB が、2006 年度春を目途にコンピューターシステムを刷新する。 その

刷新の特徴はダイナミックパッケジングの採用にある（ﾄﾗｼﾞｬﾙ 2004 年 11 月 15 日）ら

しい。 楽天トラベルが、 も売れている「旅とも」のホテル/旅館のインベントリー

をベースに、このパッケジングテクノロジーを当然採用し、パッケージ販売を強化して

来るだろう。 も進んだ旅行テクノロジーを保有していると言われている、世界 大

のオンライン旅行社 Expedia が日本進出を狙っている。 これも当然ダイナミックパッ

ケジング販売を、日本で展開するだろう。 
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① ホテルを予約して、別のサイトでエアーを予約して、 
② 旅行素材単品ごとの予約の為に、値段が各素材価格の合計となり、魅力的なパッケ

ージ価格とはならず 
③ しかも販売期間が、旅行出発の 1 週間前までのビジネスモデルでは、（旅行社は、売

れ残った座席を、便出発の 1 週間前に、航空会社に返却しなければならない。 つ

まりダイレクトコネクトされていない。） 
到底、ダイナミックパッケジングには勝てない事になる。 （H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 157  （ 以上 ） 
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