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1. 「連載」ホスピタリティーの収入とチャネル管理の融合（２） 
2. TDR 4 月 9 日号の要約 

（１） 急成長するインドの海外旅行市場 

（２） サプライヤーのダイナミック パッケジングの 3 障害 

（３） レンタカー企業の差別化戦略 

（４） Web サイトの検索エンジン管理（SEM） 

3. オンライン旅行社は 駄目にされてしまうのか？ 
4. ワールドスパン航空会社契約 インセンティブ低下さすのか？ 

5. 其の他のニュース 
 

  

AOL is changing from an Internet portal to a global entertainment company by offering Web sites like In2TV, 

which broadcasts old TV shows. （ページ 33 参照） 



PhoCusWright, 3/22/2006 

1. Hospitality Revenue And Channel Management Converge 

「連載」ホスピタリティーの収入とチャネル管理の融合（２ 終回） 

 

短期宿泊管理 或は マーケティング計画 

Transient Revenue Management or Marketing Planning 
 

狭義の短期宿泊管理には、短期の個人の客室需要予測と、収入の 大化の為の客室のアベ

イラビリティーとレートの管理が包含される。 このシンプルな管理は、グループ、イベ

ント管理、クロス・クラスター イールド管理（cross-cluster yield management）、チャネル

管理を加える事によって、更に複雑化される。 後者は、総合的なサービス プロパイダー

を目指している iDeas や Optims や Micros の様な企業と提携している SynXis や

TravelCLICK/iHotelier を含む、伝統的な流通サービス プロバイダー達によって、ツールの

開発が促進されている。 
 

Marriott や Starwood などは、積極的に収入とチャネル管理を統合している、と言われてい

るチェーン達だ。 チェーン プロパティーのネットワークと、プロパティーの規模に基づ

いて、クラスタ（cluster）とイベント収入管理を実施する為に、チェーン大手は、彼等の

収入管理システムと組織を正しく機能させる様に調整している。 それは、経済的に意味

が有る事だ。 この実際は、彼等の夫々のサイトで見て取れる。 オフピークの需要喚起、

及び/或は、複数のブランド プロパティーからレスポンスを得るために、Marriott や

Starwood は、イベント プランナーに、リクエスト フォー プロポーザル（見積もり依頼

書）を得る為の彼等のサイト使用を許している。 (Table 3 参照) 
 

このような行動は、収入管理の機能と結果に、一定の量的な改善をもたらす事が出来るが、

それ等は、一次的な努力でしか過ぎない。 しかし、収入管理をチャネル流通管理に統合

する事によって、より以上の成果を得る事が出来る。 ホテルのゲストは、オンラインに

よる旅行のショップと購入、及び/或は、ホテルやコールセンターに直接コンタクトする為

に、オンラインの利用を増加させている。 PhoCusWright は、2007 年に於いて、おおよそ

1/3 の米国のホテル予約が、これ等のチャネル経由で発生する、と予測している。 ゲスト

は、概して 3 つのサイトで価格比較しショップするだろう。 これ等全ては、プロパティ

ーが、ゲストのホテル サービスのショップと購入時の、ゲストの行動に関する多くの直接

的な或は間接的などちらかの電子的情報を、取得する事が出来る様にするべきである事を

示唆している。 分析する為の、ゲストのサイト訪問時の観測可能な彼等の行動（電子的

なゲストの行動パス）が存在する、或は、存在する筈だ。 旅行者とゲストのインタラク
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ションは観測出来ず、しかもそのトランザクションがホテルの合計トランザクションの殆

どを構成していると言う過去の話は、余り正しくない。 
 

Table 3 

 

 

伝統的旅行社とホテル ゲスト間の観測出来ないインタラクションは、 近の、以下の 2
つの事例に見られる通り、その一部は、観測出来る様になり始めている。 
１）ホテルは。競争する領域（competitive set）に於けるシェアー情報にアクセスする事が

出来る。（情報提供者には TravelCLICK と Rubicon を含む。） 
２）旅行社は、自社のオンライン ツールを顧客に提供しているので、電子的な消費者のシ

ョッピングと予約パス行動の把握と、それのホテルにレポートする機会が増加してい

る。 
 

電子的予約パス行動情報（electronic booking path behavior information）の利用増加に伴い、

ホテルは、チャネル分析（ROI）による、より複雑な分析をする事が出来る様にしなけれ

ばいけない。 そして、その結果を、明確的にか若しくは暗示的に収入管理の中に取り込

まなければいけない。 嘗ては無分別と見られていた、第一画面掲載による、或は、パッ

ケージへの統合による、マーチャント プログラムへの参加は、付加的なダイレクト（より

高い ADR、或はオフピーク）予約を発生させる為に設計されたマーケティング活動の一環
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として、今では合理的と見られるかも知れない。 同じ様なコンテクストから、キーワー

ド購入は、電子的消費者パス行動分析とサイト ROI 評価によってサポートされた潜在的な

ビジネスの発生（即ち、クリック スルーとコンバージョン）に結びつける事が出来る。 こ

れは、コールセンターから集められる同様の情報によって補完されるに違いない。 そし

て、反対に、伝統的コールセンターのメトリックと分析は、顧客を電話に導いたであろう

電子的パス情報によって補完される事にもなるだろう。 例えば、消費者が取る行動（path）
は、関連した或は専用トールフリーの電話番号に繋げる事により、それに続く予約の可能

性（conversion）に導く事が出来るのだ。 
 

結論的に言うと、“電子的に追跡可能な”消費者行動は、分析の為に使用する事が出来るし、

次には、収入管理システムにも利用する事が出来る事を意味している。 同様に、消費者

の行動に関する情報の豊富さと深さは、収入マネジャーの役割と活動を、需要マネジャー

やマーケティング プランナーのそれと同レベル迄に向上させるために、使用されるに違い

ない。 後者の役割は、ゲストが客室をショップし購入する方法を理解し管理する事によ

る長期的な需要発生を伴った、短期のレートとアベイラビリティーのコントロールに対す

る責任を含んでいる。 この様なマネジャーは、伝統的な収入管理と長期的な流通チャネ

ルの保護（protecting）と保守（preserving）の両方に対して責任を持っている。 
 
 

小規模グループ  Small Groups 
 

ホスピタリティーの収入とチャネル管理には、小グループ市場と言う中間のセグメントが

存在する。 このセグメントは、短期宿泊と大型グループとイベント管理の中間に位置し、

そして、しばしば SMERF（Social. Military, Educational, Religious, Fraternal）と呼ばれている。 

企業サイドでは、小ビジネス ミーティング市場（small business meeting）と呼ばれている。 

どちらのタイプも、収入とチャネル管理に対して、チャレンジと機会を提供する。 収入

管理のサイドでは、予約システム、予測ツール、 適化ルーティーンが、5 人〜25 人のゲ

ストの小グループを取り扱う事が出来る様にしなければいけない。 レート ストラクチャ

ーとペイメント システムも、この様なブロック予約を取り扱う事が出来る様にしなければ

いけない。 販売プロセスは、コールセンターからオンライン迄、この様なグループを取

り扱う様にしなければいけない。 
 

Marriott と Starwood は、小グループ市場でリードしているチェーンだ。 Marriott は、結婚

市場にフォーカスしている。 一方、Starwood は、イベント会場のオンライン即時コンフ

ァーメーションが出来る機能を伴って、小ミーティング市場にフォーカスしている。（Table 
4 参照） その他の大手チェーンは、彼等自身のプログラムを立ち上げる 中だ。 
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Table 4 

 

 

 

 

 

大手オンライン旅行社も、小グループ市場にフォーカスしている。 Table 5 に表示した通

り、各社は、複数の航空座席とホテル客室の予約を可能にしている。 付加的機能を用意

しているのは Travelocity の Site59 の Meet Me In（Table 6）だ。 このサイトは、旅行を計

画し、航空便とホテルを予約する機能を持ち、異なった 2 箇所の出発地からの同一目的地

への予約を可能にしている。 このアプローチは、もし発展されれば、家族集まりの様な

小さなレジャー グループ、結婚式、企業の小規模な会議を、エアーやグランド トランス

ポーテーションや宿泊と一緒にして手配する事を可能にするに違いない。 
 

情報 213（平成 18 年 4 月 14 日）  TD 勉強会 5



 
Table 5 

Web site Hotel Rooms Airline Seats Comments 

Expedia 8 6   

Travelocity 5 6 Refer to "Large Group" section 

Orbitz 8 9 Separate RFP section 

Priceline   48   

 

 

 

 

 

 

Table 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較ショッピングと予約の為の、グループ旅行のパッケジング オプションは、おそらく、

オンライン旅行社のビジネス市場やレジャー旅行パッケジングに対する現在のフォーカス

の論理的な延長であると言えるだろう。 PhoCusWright は、この分野の一層のオファリン

グが、Expedia や Orbitz から提供されるだろうと予想する。 
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チェーンは、異なった見方をするかもしれない。 小グループ市場セグメントは、オンラ

イン仲介業者とチェーン間の、もう一つの戦場となる可能性が強いようだ。 仲介業者は、

グループ旅客に、エアー・ロッジング・地上輸送を含むパッケージの価格とコンポーネン

トの容易な比較を提供する事は、彼等のパッケージ商品の理論的な延長であると考えてい

る。 チェーンと彼等のプロパティーは、彼等の短期宿泊サービス、或いは、彼等の総合

的なグループ セグメントのサブセットの理論的な延長であると考えて、この小グループ市

場セグメントを追求するだろう。 目的地から見ると、ホテルは、（仲介業者ではなくて）、

彼等が、ローカルの目的地における小イベントを成功裡に運営させる事が出来る、真のオ

ーソリティーであると言える。 
 

このセグメントに於けるチェーンと仲介業者の、競争の勝敗を決定づける要因は、エアー

（或いは鉄道）の旅行が、グループにとってどのくらい重要か、そして、どのくらい効果

的に、容易に、実用的に、それらの予約の機能が作れるかによって違ってくる。 
 

チェーンとオンライン仲介業者によるオンライン小グループのショッピングと購入の進化

のパスがどうなろうと、そのプロセスを取り扱うツール開発は、ホテルと流通サービス プ
ロバイダー達にとって、より大きな挑戦となるだろう。  彼等は、小グループのための、

コンテント、価格、予約、チャネル管理システムを開発しなえればならない。 これらの

システムは、仲介業者により組み立てられたパッケージの一部とした、複数の客室とイベ

ント会場のレートとインベントリーのリクエストに、リアルタイムの対応能力を有してい

なければならない。 
 
 

ヒューマン リソーシス  Human Resources 
 

収入とチャネル管理の十字路の も挑戦的なジレンマは、多分、この仕事を実施させる適

当な人材を見つけ出す事である。 部分的には、これは初期的な組織問題である。 財務

的な洞察力と厳しい 適化追求能力を有した収入管理の経験者（キャリアパスを持った）

新しいマネジャーが来るのだろうか？ 真の収入 適化と結合した、消費者満足とブラン

ド ロイヤルティーの涵養ための幅広い感知能力を備えたマーケテターが来てくれるだろ

うか？ 新生マネジャー、それは多分、秩序だったフォーカスを持ったマーケティングと、

収入 適化の技術的な理解を兼ね備えた、より幅広い感知能力を有したマーケット プラニ

ング或いは、需要管理（demand management）マネジャーなのだろうが、その様な人材が

居るのだろうか？ 現在、ホスピタリティーの学校は、この様なマネジャーを作り出すカ

リキュラムを開設している。 チェーンは、この様な人材を探し出し教育するのに、暫く

時間がかかるだろう。 
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これと併行して、流通サービス プロバイダー達（SynXis, Pegasus など）にも挑戦が存在す

る。 彼等は、これらのマネジャーが使用するだろうツールを設計しなければならない。 

そして、ツールが開発された時に、それらを購入してくれる適当なグループを探し出さな

ければならない。 
 

プロパティーとチェーンにとって、ホスピタリティーとチャネル管理の十字路は、貴重な

場所である。 『収入 適化のためのチャネル流通の効果を理解し、ゲストとの長期的な

関係を管理する』と言う唯一の目的を達成するために開発される、精密に調整された分析

ツールを駆使する、新生のマネジャー達によって、その十字路は占拠されるだろう。 

by Bill Carroll ■ 
 
 

TDR, 4 月 9 日 

2. TDR 4 月 9 日号の要約 

 

TDR 4 月 9 日号は、以下の 4 つの記事を掲載している。 
（１） 急成長するインドの海外旅行市場 
（２） サプライヤーのダイナミック パッケジングの 3 障害 
（３） レンタカー企業の差別化戦略 
（４） Web サイトの検索エンジン管理（SEM） 
 

以下の夫々の要約を記す。 
 

（１） 急成長するインドの海外旅行市場 

 
 インドの旅行市場が急成長している。 
 中国よりも急成長。 WTTA の調査によると、2006 年～2015 年の向こう 10 年間の旅

行とツーリズム市場の拡大（取扱高年平均増率）は、西側諸国 +2%～+4％に対して、

インド +10.9％、中国は +9.2％。 
 多くの振興 LCC の起業から、ホテル市場のブームまで、旅行市場の全てに亘って活況

を呈している。 
 旅行の殆どがオフライン販売。 インターネット品質は良くない。 インドの IT イン

フラは、1994 年の米国オンライン旅行販売がブームになり始めた状況と酷似している。 
 インドの海外旅行は、アジアの近隣諸国訪問から、欧州や米国への旅行へと拡大して
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行くだろう。 □ 

 
 

（２） サプライヤーのダイナミック パッケジングの 3 障害 

 
 ダイナミック パッケジングが、旅行販売の主流になると見られている。 
 サプライヤーも、インハウスでパッケージ旅行販売を行なえると言う、ダイナミック 

パッケジングの大きなメリットに気が付いているが、争ってそれを採用している訳で

はない。 
 ダイナミック パッケジングの導入のためには； 

① 旅行販売業者との提携は勿論の事、全く新しいテクノロジーの採用が必要。 
② その他のサプライヤーとの商業的契約が必要。 （航空会社は、ホテルやレンタカ

ーの企業との契約が必要となる。） 
 よく知られたサプライヤーは、インハウスのパッケジング販売の成功率が高いだろう。 
 小規模なサプライヤーは､特定のマーケットに専念するか、或るライフスタイルに特化

したパッケージ販売を試みるのが良い。 例えば、スキー客を多い easyJet は、Igluski
と提携して easyJet4Ski.com を立ち上げている。 jetBlue は、自社のブランドと、本社

と基地が有る NYC に特化したパッケージ販売を試みるのが良いだろう。 

 パッケジングの管理は半端ではないので、何でも自分自身で完成できる一部のサプラ

イヤーを除いて、誰か第三者にアウトソースするのが良い。 ホテルは、Mark Travel
や Expedia のプライベート レーベル WWTE にアウトソースし、パッケジングが販売

されるたびに手数料を取る事が考えられる。（完全アウトソース） 

 或いは、プロダクトとその収入を、より管理したいホテルは、Cendant の子会社 The Neat 
Group を使って、パッケージのために、航空会社とレンタカーと契約をしたら良い。 

 jetBlue は、 初は WWTE を使用し、その成功を確かめた後に、EzRez のパッケジン

グ ソリューションによるインハウスの自前パッケジング jetBlue Gateways 立ち上げた。 
 オンライン旅行社は、2005 年にパッケージ市場の 27%を占有している。 そして 2007

年には 40％を押さえるだろうと、PCW が予測している。 
 この数字に恐れて、自身のパッケージへの進出を諦めてしまうサプライヤーが居ない
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とも限らないが、むしろ、この数字は、サプライヤーのオンライン旅行社との提携を

リコメンドしている。 □ 

 
 

（３） レンタカー企業の差別化戦略 
 

レンタカー会社が、差別化戦略を強化している。 以下がその具体例。 
① バジェット ラインに豪華レンタカーを加えて、通常は価格志向の顧客に、アップセル

を試みている。 
② 同様に、豪華車ラインアップに、SUV を加えて、壮年世代に、彼等にとって、新しい

タイプの車をオファーしている。 
③ 郊外店を多く保有する Enterprise は、空港店の増加と強化に努力している。 空港店に

強い Hertz や Avis は、郊外店を拡充している。 
④ Sirius や XM の衛星ラジオや ETC 装備車を増やしている。 
⑤ Sabre と Hertz は、地図上からレンタカー店を探し出せる GeoShopper を開発した。 
⑥ Alamo は、Kiosk タイプのチェックマシン設置を開始している。 □ 
 
 

（４） Web サイトの検索エンジン管理（SEM） 
 

ブラウザーの検索結果のディスプレー ランキングは、旅行者がオンラインで購入した時に

初めて意味があると考えているならば、考え直す必要があるようだ。  
 

オンラインで検索する 22％以上の人達が、オフラインで購入している。（Yahoo Search 
Marketing） それ等の人達を捕らえる為に、サーチ エンジン マーケティング（SEM）は、

喩えオンライン購入の意思がない顧客に対しても、オンライン販売化の 初の一歩として、

先ず自分のプロダクトを、オンライン サーファーに知らしめる努力をしなければならない。 
 

特定のサプライヤー プリファレンスを持っていない旅行者は、以前に使用した事が有る、

若しくは、名前を知っている、サプライヤーを選択する場合が多い。 
従って、検索結果に対して、自社ブランドのビジビリティーを増加させれば、より多くの

人がインターネットで検索すればするほど、より多くのオフラインに於ける成果が生まれ
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て来るだろう。 
 

検索結果には、二つのタイプが存在する。 ①ペイド リザルトと②ナチュラル リザルト

だ。 消費者は、バイアスのかかっていないナチュラル リザルトを重宝する傾向がある。 
20％近くがペイドアド＝paid ads を何時もクリックしている。 と言う事は、残りの 80%
が、未開拓の選り取り見取りの市場である。 消費者が立ち上げているサイトも多く存在

するので、ペイドとナチュラルの両方に注意を払う事が重要である。 
 

SEM は、 早クリックを対象にしているだけではない。 検索エンジンは、“call me”ボ

タンをクリックする pay-per-call モデルを開発している。 伝統的旅行社は、本格的な e-
コマースの開発無しに、単に、検索結果のページにpay-per-callボタンを据え付けるだけで、

オンライン販売のベネフィットをオフラインで享受する事が出来るだろう。 □ ■ 
 
 
 
PhoCusWright Channel, 4/7/2006 

4.  Are Online Travel Agencies Washed Up? 

  オンライン旅行社は 駄目にされてしまうのか？ 

 

オンライン旅行業界では、汐の干満（事業の浮き沈み）など存在しない。 その代わりに、

高潮のような勢いの各市場のシフトが、伝統等一切に拘らず、その突っ走る道沿いの全て

を破壊する脅威を業界に与えている。 そして、インターネットは、オフライン旅行社を

飲み込み、GNEはGDSを押し潰し、メタサーチ サイトはオンライン旅行社を踏みにじり、

ダイナミック パッケジングはツアーオペレーターを蹂躙し、そして、Google が、跡形も

残らない様に、全てを消し去ってしまう予定だった。 
 

旅行業界の多くのプレイヤーにとっては、幸いにも、その様な事は、決して実現されてい

ない。 とは言うものの、市場の変化には厳しいものがある。 各市場のシフトは、流通

市場の展望を劇的に変えている。 （買収されなかった）幾つかの（全てではない）小規

模プレイヤー達を倒産に追いやり、夥しい新興企業を生み出し、サプライヤー コストをシ

フトさせ、プライシングに影響を与え、消費者のショッピングと購入の行動様式を変化さ

せ、そして、大きな企業を益々大きくしている。 一方、Google は、未だ誰も市場から抹

殺した訳ではないが、この会社が、本格的に検索/メタサーチ/コンテント/コミュニティー/
旅行社サイトに進出する事を決心したならば、そのような事態が必ず発生すると業界は見

ている。 
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誰も市場から抹殺されないとすれば、一体誰が十分なシェアーを確保できるのだろうか？ 
 

米国旅行市場は、2,240 億㌦（26 兆 3,200 億円）を突破した。 世界の旅行市場は、この額

の 3～4 倍の規模になるのだろう。 未開拓の選り取り見取りの旅行ビジネスが存在する様

だが、状況は、勿論市場によって異なっている。 米国の例では、新規参入者達がオンラ

イン旅行市場のパイを獲得して来た。 1996 年頃の米国旅行市場は、300 億㌦（3 兆円）

の規模で、当時は、少数の旅行社が、その大部分を占有していた。 この規模は、丁度、

2005 年の米オンライン旅行社の販売額である。 このオンライン旅行販売額は、10 年前に

は存在していなかった旅行社により販売されたモノである。 そして、この額は、殆どが

オフライン旅行社からシフトした販売である。 実際、PhoCusWright は、オフライン旅行

社は、今や 1/3 の米国のレジャーと unmanaged business 旅行市場シェアーしか所有していな

いと推定している。 米国では、大きな市場のシフトが発生しているのだ。 
 

その他の市場では、新規参入者への、より強力な抵抗が続いている。 ツアーオペは、欧

州旅行市場の多くを支配し、そして、伝統的旅行社はアジア太平洋地域で、確乎たる地歩

を築いている。 しかし、それらとて変化するだろう。 消費者需要の変化のスピードが、

それらの確立した旅行社のテクノロジー的変化を上回って速く進んでいるからだ。 
 

オンライン旅行市場がオンライン旅行社とサプライヤー達に席巻されている米国の話に戻

そう。 人は、この市場では、一体、それ以外のプレイヤー達が入り込む余地が残ってい

るのか、と疑問に思うだろう。 ここ暫くは、その様な余地は存在しないと見られている。 

Expedia.com、Travelocity.com、Orbitz.com（ビッグ 3）が市場を占拠している。 彼等 3 社

は、米オンライン旅行市場の 74%を席巻している。 しかし、彼等のシェアーは、低下し

始めている。（2002 年の 77%から低下している。） オンライン旅行社の競争相手が、検索

ポータル（travel.yahoo.com）を含めて増加しているのだ。 そして、メタサーチ（SideStep）、
旅行ディール サイト（TravelZoo）、旅行ガイド（Lonely Planet）、ニッチ オファリング

（CheapCaribbean.com）、代替インベントリー サイト（vrbo.com – Vacation Rental by Owner）、
そして、コンテント/コミュニティー サイト（travelpost.com）等の競争相手が生まれ出て

来ている。 そして、これには、航空会社やホテルやレンタカー各社やその他のサプライ

ヤー達のオンライン自社サイトは含まれていない。 
 

旅行サイトが数多存在する事実は、決して新しい出来事ではない。 これらの多くのサイ

トが、オンライン旅行社よりも、人気の有る、そして簡単に探し出せる、優れたショッピ

ング方法をオファーしている事実が、新しい出来事なのだ。 明らかに、オンライン旅行

市場に於いて、パワーシフトが発生している。 言っておくが、それはランドスケープを
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劇的に変化させてはいない。 しかしオンライン旅行社達は、その他のサイトにパワーを

奪われていると感じざるを得ない状況に直面させられている。 次を考えて見て欲しい： 
 

Hitwise によると、旅行のカテゴリーの市場シェアーに基づくトップ 20 の旅行サイトの中

で、2005 年の 1 月から 2006 年の 1 月の間で、14 のサイトがシェアーを低下させている。

（Table 1 参照） それらの中には、Orbitz, Hotwire, Hotels.com, Expedia, Travelocity.com が含

まれている。 勿論、トップ 20 社の彼等だけがシェアーを低下させた訳ではないし、

Priceline は、オファリングの多様化をはかり、シェアーを増加させている。 しかし、2005
年1月のトップ100のリストには現われていなかった、Google MapsやGoogle EarthやKayak
の全てが、1 年後の市場の分散化に花を添えているのは、注目に値する。 
 

Table 1 - Top 20 Online Travel Sites Based on Site Visits 

Jan. ‘06 

Rank
Name Domain

Jan.’06 Market 

Share

Jan.’05 Market 

Share

1 Expedia.com www.expedia.com 5.72% 7.44%

2 Yahoo! Maps  maps.yahoo.com 5.46% 6.64%

3 MapQuest www.mapquest.com 4.77% 4.72% 

4 Travelocity.com www.travelocity.com 4.50% 5.41%

5 Southwest Airlines www.southwest.com 3.24% 2.92% 

6 Cheap Tickets  www.cheaptickets.com 2.37% 2.41%

7 Priceline.com www.priceline.com 1.88% 0.78% 

8 Yahoo! Travel  travel.yahoo.com 1.84% 2.05%

9 Google Maps maps.google.com 1.75% -- 

10 Orbitz www.orbitz.com 1.59% 3.16%

11 American Airlines  www.aa.com 1.48% 1.67%

12 Delta Air Lines  www.delta.com 1.31% 2.38%

13 Hotwire www.hotwire.com 1.23% 1.85%

14 TripAdvisor www.tripadvisor.com 1.18% 1.18% 

15 Northwest Airlines  www.nwa.com 1.08% 1.21%

16 United Airlines  www.united.com 1.06% 1.33%
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17 Hotels.com www.hotels.com 1.06% 1.47%

18 JetBlue Airways  www.jetblue.com 0.93% 0.98%

19 Air Tran Airways www.airtran.com 0.89% 0.67% 

20 ITN.net www.itn.net 0.84% 0.94%

*Based on the percentage of all traffic to travel Web sites received by the individual Web site 

It alics denotes decline in market share     Source: Hitwise 

 

Amazon の Alexa.com も、広い多様性を伴った、多くの旅行 URL の存在を明らかにしてい

る。 Alexa.com のトラフィック ランキングでは、トップ旅行社やサプライヤーは も人

気の有るランキングの中に含まれているが、トップ 50 には、余り名前を知られていないプ

レイヤー達、イタリーのホスピタリティー予約サービスの Venere.com（＃26）、コンテント

とコミュニティー サイトの VirtualTourist.com（＃33）、Vacation Rentals by Owner の vrbo.com
（＃39）が含まれている。 そして、この他に、数千以上の旅行サイトがランキングされ

ている。 
 
 

残りは誰が獲得するのか？   Who Gets The Rest? 

 
米国では、およそ 950 億㌦（11 兆 1,500 億円）の旅行がオンライン予約されている。 （レ

ジャーと unmanaged business と法人旅行を含む。） そして、凡そ 1,300 億㌦（15 兆 1,700
億円）がオフライン予約されている。 PhoCusWright は、2008 年には、1,530 億㌦（17 兆

9,000 億円）がオンライン予約されると予測している。 即ち、2005 年から 2008 年までの

3 年間で、580 億㌦（6 兆 7,500 億円）がオフラインからオンラインにシフトする。 その

内の有る部分は、サプライヤーのコールセンター予約が、単にオンライン予約にシフトし

たモノを含んでいるだろう。 また、法人旅行社の予約が、単に企業のセルフ予約ツール

にシフトしたモノを含んでいるだろう。 従って、同一企業内のオフからオンへのシフト

を半分と考えて、増加分の残りの半分が、現在異なった企業でオフライン予約されている

モノからのシフトと考えると、3 年間で獲発生した新規のビジネス用の規模としては、適

当な量と言えるだろう。 次の質問は、誰がこの増加分を獲得するのかと言う問題である。 

そして、それは、今日よりも分散化された形で分配されるのだろうか？ 
 

これ等の金は、トップのオンライン旅行社には自動的に流れる訳ではないと言う、可能性

が大いにある。 明らかに、ブログ、wikis、ソーシャル ネットワーキング、そして RSS、
等の新テクニノロジーが、消費者とのタッチポイントを、より広範囲に多様化し、そして

旅行の購入に影響を与えている。 多くのチョイスをオファーされている、この新しいオ
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ンライン旅行ショッパーズ ― 明らかに、以前には、大手オンライン旅行社 3 社のコン

シューマー マーケティングの影響を受けていない ― は、彼等は、代替流通方式をいと

も簡単に選択するに違いない。 近、PhoCusWright は、或る希望に溢れる新興企業が、

恰も新世代のオンライン旅行社が誕生しているが如く、ビッグ 3 のオンライン旅行社を称

して、“伝統的オンライン旅行社”と呼んでいる、事を耳にした。 
Wiki 「ウィキ」 

 Web ブラウザーから簡単に Web ページの発行・編集などが行なえる、Web コンテンツ管理システム。 Web

サーバにインストールして Web ブラウザーから利用する。 複数人が共同で Web サイトを構築していく利用法

を想定しており、閲覧者が簡単にページを修正したり、新しいページを追加したりできるようになっている。 

編集者をパスワードなどで制限したり、編集できないよう凍結したりすることもできる。 HTML の知識がな

くてもリストやリンクを簡単に作成できるように、独自の「整形ルール」が定められている。 電子掲示板(BBS)

に近いシステムだが、BBS が時系列に「発言」を積み重ねるコミュニケーションツールであるのに対し、Wiki

は、内容の編集・削除が自由なこと、基本的に時系列の整理を行なわないことから、誰もが自由に「記事」を

書き加えていくコラボレーションツール、もしくはグループウェアと言える。 柔軟性が高く、手軽に始めら

れて操作が簡単なことから、メモ帳代わりに使ったり、簡易なコンテンツ管理システムに利用したりする人も

多い。 Wiki は、Ward Cunningham 氏が「WikiWikiWeb」という Web サイトで使っていたプログラムが原型と

なっている。 同氏がこれを公開したことから、多くの Wiki クローンプログラムが作成され、様々な環境に移

植された。 そのほとんどはフリーソフトウェアとして配布されており、簡単に入手して導入することができ

る。 ちなみ、「Wiki」はハワイ語の「Wikiwiki」が語源で、「速い」「急ぐ」「形式張らない」といった意味があ

る。（Yahoo コンピュータ用語辞典） 

 
 
トランザクション能力が、大きな差別化要因 

The Transaction as the Great Differentiator 
 

役割が明確になっている。 ブランドの力が、旅行購入の意思決定に及ぼす影響は、全く

存在しない。 人は、アラスカ州の Seward のベスト ホテルについて、Dover Plains, NY
の Joe Smith を、Fodor’s, Frommer’s, Lonely Planet, Michelin 或は AAA のモノと同じ様に、信

じている。 しかし、トランザクションする為に、クレジットカードを使用する段になる

と途端に、Joe Smith の Web サイトは役に立たなくなってしまう。 ビッグ ブランドは、

より信頼置けるサイト考えられている。 そして、（ 終的に）ビッグ ブランド サイトは、

ロイヤルティー プログラムとインセンティブによって、自身をより魅力的なモノに見せる

事が出来る可能性を有している。 実のところ、オンライン旅行社以上に、より良くオン

ライン トランザクションを実行させる事が出来る者は誰もいない。 しかし、彼等にとっ

て不幸にも、サプライヤー達も、かなり上手くトランザクションを処理出来る様になって

来ている。 これ等の理由から、オンライン旅行支出は、大雑把に言って、サプライヤー
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とトップ オンライン旅行社間で、半々に折半されている。 そして、その傾向は、ここ当

面は続くだろう。 
 

オンライン トランザクションと同じ様に、オンライン旅行マーケティング支出はコンソリ

されるのだろうか？ メタサーチ、コンテント、コミュニティー、トラベル ディール等々

のサイトが合併し始めているので、それは有り得る事だ。 より広範囲なネット網を作り

上げる為に、既に、Expedia が Trip Advisor を所有し、Travelocity が IgoUgo を買収している。 

Expedia が 近 BedasndBreakfast.com を買収した様に、ニッチのトランザクション サイト

も飲み込まれている。 しかし、独立旅行サイトが飲み込まれると直ぐに、新しいサイト

が次々と誕生している。 インターネットのセルフ パブリッシングと多産的な性質のお陰

で、オンライン旅行ショッピングに於ける分裂は、絶えず存在する。 
 

では、消費者は、彼等の金を、何処で消費するのだろうか？ メガ ブランドの力を見くび

ってはいけない。 サプライヤーはボリュームを欲しがっている。 そして、メガ ブラン

ド達は、TV コマーシャルを打ち、彼等のテクニカルなツールを研ぎ澄ましている限りは、

力を持ちつづけるだろう。 オンライン旅行社は、シェアー競争に苛まされるとしても、

長続きして行くのだろう。 Lorraine Sileo  ■ 
 
 
 
DTW, 4/10/2006 

4. Worldspan Airline Deals Raise Fears of Lower Incentives 

ワールドスパン航空会社契約 インセンティブ低下さすのか？ 

 

「Worldspan の AA 航空と CO 航空の新しい契約は、或るエアライン コンテントにアクセ

スするためには、旅行社が、彼等のインセンティブを減少させるか諦めるかしなければな

らなくなるであろう、新 GDS モデルの扉を開ける事になるかも知れない」、と業界のオブ

ザーバー達が言っている。 或る流通企業の幹部は、「このディールは、ダム決壊の 初の

ひび割れだ」、と言っている。 若しそうだとすると、この“オプトイン”（opt-in）コンテ

ントが、どれだけスタンダードのコンテントと異なるのか？ 或いは、その他の航空会社

の GDS 契約は、同様のモデルを、どのくらい、急いで採用するのだろうか？ と言う大き

な疑問が生じて来る。 
 

Worldspan と AA 及び CO との契約は、8 月 1 日以降に発効する。 そして、GDS も航空会

社も、一切詳しい契約内容を明かしていない。 契約内容の詳細が明らかにされていない
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ので、全ては闇の中で良く分からないが、Worldspan のプレス リリースと、 近変更した

旅行社（サブスクライバー）との契約には、次の様な表現が見て取れる。 
 旅行社は、AA と CO の総合的な公示運賃、インベントリーとアベイラビリティーへ

アクセスする機会（opportunity）を持つだろう。 
 Worldspan は、市場に、二つの新しいオプショナル プロダクトを導入するだろう。（そ

して、そのプロダクトについては、次の説明しか与えられていない。） 
 Worldspan は、我々の流通プロダクト ポートフォリオを拡大し、Worldspan 旅行社に

追加的フィーチャーとファンクショナリティーの機会を提供する。 
 

Worldspan のスポークスマンは、上記の、Worldspan が旅行社に提供する、フルコンテント

へのアクセスの機会と、追加的フィーチャーとファンクショナリティーに関する機会の、

二つの機会が具体的に何を意味するか、ハッキリ説明して呉れない。 
フルコンテントへのアクセスに、旅行社は、手数料を支払う事になるのか否かについて、

彼は、回答を拒んでいる。 そして、将来ハッキリするだろう、としか言っていない。  
 

もう一つの大きなカギは、Worldspan が 2 月に改定した、旅行社との標準契約書のワーデ

ィングの中に有る。 それは、次の様なワーディングが使われている。 
 Worldspan は、旅行社が、インセンティブの減少に合意した場合にのみ利用可能にす

る、幾つかのコンテントを提供する場合がある。 
 

GDS 達は、かなり以前から、インセンティブ減少のための布石を打ち始めている。 

Worldspan は、既に 2000 年に、航空会社がセグメント当たりの支払いを減少させた場合は、

Worldspan は、セグメント当たりのインセンティブを減らすと言う但し書きを、旅行社と

の契約書の中に挿入している。 そして、 近の契約書の改定で、この部分を更にぼやか

した表現に改めている。 具体的には、『GDS（ベンダー）の収入減少に基づきインセンテ

ィブを減少させる』に代えて、『Worldspan の通例的財務ストラクチャーの、或いは、サプ

ライヤーやサブスクライバーとの GDS 契約の大幅な変更、の如くの“旅行業界変化”が発

生する場合は、Worldspan は、旅行社に支払うインセンティブを、30 日間の事前通告で変

更する権利を留保する』に改めている。 旅行社が、インセンティブの減少に反対する場

合は、30 日間以内で、Worldspan との契約をキャンセルする事が出来る。 
 

Amadeus の標準契約書は、インセンティブの変更に触れていない。 Sabre や Galileo は、

Worldspan と同様なフレーズを有している。 2004 年時点の Sabre の契約書は、「インセン

ティブに変更がある場合は、旅行社は Sabre との契約を破棄出来る」と書いている。 し

かし、インセンティブを減少させるトリッガーが、何であるかについては触れていない。 
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Galileo は、2005 年 1 月に、「サプライヤーの平均ブッキング フィーが▲10%以上低下した

場合は、旅行社インセンティブの条件を適切に変更する為の 90 日間交渉が始動される」と

言う文言を、契約書に導入した。 
 

或る旅行社は、Worldspan の言う“アクセスする機会”（opportunity）について、それは、

アクセスを購入しなければならない事を意味している、と解釈している。 そして、GDS
の有料サービスは、 低運賃アベイラビリティーや、事前座席指定や、アップグレードに

なるだろうと予想している。 

Worldspan の新しい契約内容が明らかにされていない時点では、何事も全てが憶測の域を

出ないが、インセンティブの減少か、若しくは、それ以外の方法で、旅行社が、航空会社

から、流通経費の一部負担を迫られる事だけは、ハッキリしている様だ。 既に CO は、

現在航空券当たり 12 ㌦している GDS フィーの半分の 6 ㌦を、旅行社の負担にさせる事を

検討している。 ■ 
 
 
 

5.  其の他のニュース 

 
 

 旅行流通 TD  
 

（１）ワンリンクが、ノンエアーのサプライヤーの為の予約と清算サービス開始  
OneLink Corp（SFO）が、ノンエアーのサプライヤー用の予約と清算サービスを開始する。 

初の段階として、旅行社は、OneLink のビジネスである CCRA International が作った全世

界のホテル 1 万軒のホールセール インベントリーにアクセスする事が可能になる。 

CCRA は、全世界の 18,000 軒の旅行社に、優先客室レートを提供するホテルプログラム。 

旅行社は、清算サービスを通じて、ホテル予約時に、料金を前払いし、そこから彼等のマ

ークアップを徴収する事が可能。 OneLink は、行く行くは、コミッショナブルの客室予

約と、その他のプロダクト予約に、このサービスを拡大展開する予定。(DTW, 4/6/2006) 
 

（２）ゲットゼアー、レストランとアクティビティー予約開始 
GetThere が、法人旅客に、幾つかのレジャー タイプの旅行予約オプションを提供する。 
GetThere は、Open Table とダイレクト コネクトして、45,000 軒のレストランと、Travelocity
のアクティビティーの 24/7 のオンライン予約を可能にする。(Travel Wire, 4/10/2006) 
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（３）米国で、コールセンター所在地を明らかにしなければいけなくなる。 
海外コールセンターへのアウトソースが見直され始めている時に、米議会では、電話をか

けて来た顧客に、或いは電話をかけた相手に、コールセンター所在地を明らかにすること

を義務づける法案が準備されている。 また同時に、電話の Caller ID System で抽出される

氏名と電話番号を、特殊のシステムでコピーして、本人に成りすます詐欺を防止する法案

も準備されている。 この法案は、CID から盗んだ氏名と電話番号を使用して、本人に成

りすまし、クジットカード番号や銀行口座情報を取得する詐欺の防止が目的。(DTW, 
4/10/2006) 

 

（４）世界旅行ツーリズム協議会 ワシントンで年次総会開催 
World Travel Tourism Council（WTTC）Global Summit が、今週、WAS で開催される。 WTTC
は、旅行とツーリズムに携わる世界の 100 人がメンバーの協会で、その活動は、世界的規

模に於けるツーリズム振興促進を目的としている。 メンバーには、Bill Marriott, Marilyn 
Carlson Nelson, Barry Sternlicht の旅行業界重鎮に加えて、トップ企業である Expedia, Hilton, 
BA, TUI, AAA, Kuoni, Visa International, CO, Amadeus, Enterprise Rent-a-Car, AF, EasyGroup な

どのCEOが含まれている。 WTTCの年次総会を、米国の首都WASで開催した理由には、

米国のツーリズム促進を米政府と議会に訴える狙いが含まれている。 会議には、国務長

官 Condoleezza Rice、国家保障長官 Michael Chertoff、運輸長官 Norman Mineta、商務長官

Karen Hughs の米 4 閣僚が出席する。（WTTC の事務局長 Jean-Claude Baumgarten は、元 AF
日本支社長）  米国のインバウンドの状況は； 

 世界の海外旅行者に占める米国のシェアーは、2000 年以来▲35%低下している。 
 national destination marketing campaign を実施していない。 
 ナショナル ツーリスト オフィスを保有していない。 
 世界 1 のインバウンド旅客数を誇っていたが、今では 3 位に後退している。（2005 年

4,940 万人、前年比+7%） 
 年間 200 億㌦の潜在的ツーリズム収入を、みすみす外国のデスティネーションに逃が

してしまっている。 このままでは、年間 75 億㌦（8,800 億円）の税収と、100 万以

上の雇用を危うくしてしまう。 
 旅行とスーリズムの支出額は、米 GDP の 3.9%、雇用の 4.1%を構成する、米経済の

大のセクター。（2005 年、米訪問者支出$105b≒12 兆 2,850 億円、前年比+13%、世界

大の international tourism receipts 国）（2005 年、米海外旅行者支出$95b≒11 兆 1,150
億円、前年比+7%） 

(DTW, 4/11/2006) 
 

（５）センダン、6 月から いよいよ分社化開始 
世界 大の旅行グループ Cendant（時価総額 170 億㌦≒2 兆円）の 4 社分社化上場計画が、
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いよいよ具体化して来た。 先ず 6 月に、不動産部門の Realogy を分社する。 そして、

全てが上手く行けば、その直後に Days Inn フランチャイズを含むホテル部門の Wyndham 
Worldwide を分社化する。 旅行部門（Orbitz や eBookers を含む）とレンタカー部門（Avis
や Budget を含む）の分社化の具体的スケジュールは、未だ決定されていない。 社名も決

められていない。 Cendant は、 も採算性の良い 100 社の中に選ばれていながら、時価

総額では 300 社の辺りをうろついている。 即ち、Cendant の株価は実際の価値を反映し

ていない、と言うのが Cendant CEO Henry Silverman の言い分だ。 事実、 近は、米国で

分社化のトレンドが流行っている。 産業コングロマリット Tyco が 3 社分社化を発表して

いる。 メディア グループの Time Warner が、多角的に広がった組織の再編のプレッシャ

ーを受けている。(FT.com, 4/11/2006) 
 

（６）ヒューストン市、オンライン旅行社のホテル宿泊税未納訴訟に参加 
HOU 市が、オンライン旅行社を、ホテル宿泊税未納で提訴する。 既に、ATL, LAX, San 
Diego, CHI, PHL の各市が同様の訴えを起こしている。 オンライン旅行社は、仕入れのネ

ットレート部分の税を納付しているが、リテール価格に対しては税を適用していない。 各

市は、オンライン旅行社は、リテール価格とネットレートの差分に対する税を滞納してい

ると訴えている。 オンライン旅行社は、自分達は、ホテルのインベントリーを支配して

おらず、従ってホテルのオペレーターでも旅行社でもないので、消費者が支払うリテール

価格に対して税を適用する必要は無い、と反論している。(DTW, 4/12/2006) 
 

（７）フェアーチェイス、旅行の価格検索をヤフーの一般検索で開始 
Yahoo が、旅行プロダクトの価格比較や目的地の地図情報と消費者のレビューにアクセス

できる FareChase の旅行検索エンジンをロールアウトした。 あわせて、Yahoo.com の一般

検索で、旅行価格を表示する。 Yahoo は、一般検索エンジンで、旅行価格検索を統合し

た初めてのポータルであると言っている。 Google も、先秋、同様な機能を立ち上げてい

るが、その検索結果は、他のオンライン旅行社サイトのリンクボタンを表示するに止まっ

ている。 Yahoo のブラウザーを使用するユーザーが、「compare Las Vegas hotels」或いは

「flights from New York to Las Vegas」と入力すると、FareChase の 低ホテル料金や、航空

便の検索結果を得る事が出来る。 しかしながら、「flights from New York to Las Vegas」は、

低運賃の表示は出来ない。 その代わり、FareChase によるより詳細な検索オプションを

提供する。 低ホテル価格表示は、三つ☆、四つ☆、五つ☆の 3 等級のホテルの 低価

格を表示する。 Yahoo Travel の Trip Planner も、FareChase に統合される。(DTW, 4/13/2006) 
 

（８）台湾、中国人観光客による台湾訪問を解禁する可能性を表明 
［台北 13日 ロイター］ 台湾総統府は13日、野党代表団の北京訪問を控え、中国人

観光客による台湾訪問を解禁する可能性があると述べた。 大陸委員会の呉ショウ燮・主
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任委員は、記者団に対し「（中国が）台湾との交渉を引き延ばし続けたとしても、台湾は中

国本土からの観光客による台湾訪問を一方的に解禁する可能性を排除しない」と語った。 

台湾野党の国民党党員や実業家など100人を超える代表団は、北京で14日から開催される

2日間のフォーラムに参加し、中国─台湾間の直航便や、中国本土からの観光客による台

湾訪問について協議する予定。 （ロイター） - 4月 13日 16時 30分更新 

 
 
 

 空 運  
 

（１）英国 エアバス UK の従業員保護を優先 
BAE が保有するエアバス株 20％の EADS 売却（売却価格 30 億ﾎﾟﾝﾄﾞ～57 億ﾎﾟﾝﾄﾞ≒6,000
億円～1 兆円）に伴い、英国政府は、Airbus UK 従業員 13,000 人の職の確保を優先させる。 

（サプライチェーン全体を含めると、英国で、Airbus UK が関連する総雇用者数は 10 万人

を超える。） この為、英貿易産業相 Alan Johnson が、来週 EADS の幹部と緊急会議を持

つ事となった。 この会議で、同相は、現在の BAE と EADS 間で取り決められている、

将来の翼の設計と生産に関するセーフガードを、BAE に代わって英政府とする事を EADS
に要請する。 BAE と EADS 間の現契約は、将来の翼の設計と生産を英国工場で実施させ

る事を保証する（変更する場合は、契約当事者間の詳細協議が必要）セーフガード クロー

ズを持っている。 英国政府は、既にエアバス機の開発に多額の政府補助金を払っており、

BAE のエアバス株売却は、英政府に微妙な問題を発生させている。(FT.com, 4/6/2006) 
 

（２）大西洋線 全席ビジネスクラス運営 2 社 L/F 50%達成 ? 
大西洋線に、全席ビジネス クラス航空会社 2 社 Eos Airlines と Maxjet が就航してから、5
ヶ月が経過した。 この間の営業実績は発表されていないが、空港関係者によると、両社

の L/F は、50％程度を達成している模様である。 Eos は、B757（全席ビジネス 48 席）を

使用し、JFK=STN（London Stansted）毎日便を運航している。 そして、フル ファースト

クラス サービスを格安ビジネス運賃で提供する。 一方、Maxjet は、B767（全席ビジネ

ス 102 席、完全フラットとならない）を使用し、JFK=STN 週 6 便を運航し、エコノミー

運賃でビジネスクラス サービスの提供を行なう。 この 4 月 3 日からは、WAS(IAD)=STN 

週 4 便を開始している。 各社のタリフは下表の通り。 

キャリア 往復 C クラス運賃 備  考 

MAXjet（Economy Business） 1,499 ～ 3,499 IAD 開設記念 999 ㌦有り 

Eos Airlines 2,950 ～ 6,500 2,950 30 日事前購入 

BA 3,480 ～ 9,080 3,480 事前購入 取消し 400 ㌦ 

企業が支払っている平均的ビジネス運賃は、6,000 ㌦程度と言われている。 
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どちらも中古機を使用しているために、機内の内装が古びている、機内エンタメ システム

が利用できない（ポータブル ビデオで代用）、ラウンジがお粗末（JFK では、Eos は Emirates、
MAX は大韓航空のラウンジを使用）などの問題はあるが、総じて旅客の反応は、低運賃

を評価して、肯定的の様である。 大西洋路線のハイイールド旅客を も多く獲得してい

る BA は、「Eos が BA の脅威になる」、と言っている。(wsj.com, 4/4/2006) 
 

（３）大西洋線 全席ビジネスクラス運営 3 社目の登場 今度は英国企業 
Silverjet（英）が、Eos と MAXjet に次いで、NYC(EWR)=LON(Luton) 線に全席ビジネス ク
ラス便（B767 型機 102 席）の開設を検討している。 Silverjet を起業するのは、既に数社の

テクノロジーと旅行企業を興した事のあるLawrence Huntで、5月後半にAimに上場して、

凡そ 2,500 万ﾎﾟﾝﾄﾞ（50 億円）を調達する事を計画している。 Aim 上場後、6 ヶ月から 9
ヵ月後に、Air Operator’s Certificate（AOC）保有の既存チャーター企業の機材・乗員・整備・

保険を使用して、運航開始する事を計画している。 航空会社設立計画は大西洋両岸で多

く存在しているが、米欧で流行っている全席エコノミーの LCC 型モデルの起業には、投資

家はソッポを向いている。 ところが、全席ビジネスクラス モデルには、資金が集まって

いる。 元 BA 幹部社員の David Superlock が起こした Eos には、米西海岸のプライベート 
エクイティー ファンド数社が、$85m（100 億円）を投資している。(FT.com, 4/11/2006) 
 

（４）ノースウエスト航空の、通路側座席追加料金 年間$15m を稼ぎ出す 
NW が導入した、非常口脇座席と通路側座席指定に+15 ㌦のサーチャージを徴収する、

Coach Choice プログラムは、年間 +15m（18 億円）の増収をもたらすと予想されている。  
3 月 14 日から一部路線で試験的に開始されたこのサービスは、カナダのリジョナルジェッ

ト便を除く米国内全路線に段階的に導入され、夏にはカナダ、メキシコ、カリブ路線に展

開される。(DTA, 4/6/2006) 
 

（５）航空会社、データ会社を 10 億㌦で売却 
各国のリーディング航空会社は、共同保有している航空通信企業のARINC（Annapolis, Md.）
を 10 億㌦（1,200 億円）で売却する事を検討している。 ARINC は 1929 年に設立された

世界 大の航空通信企業の 1 社で、全世界におよそ 3,000 人の社員を雇用している。 プ

ライベートのエクイティー バイヤーが買収者になると見られている。 ARINC の 2004 年

決算は、収入 $734m、利益 +$9m を計上している。 2005 年の決算は未だ公表されてい

ないが、関係筋の話によると収入は$891m。(wsj.com, 4/7/2006) 
 

（６）インドネシア ジャカルタ空港で LCC 用ターミナル建設へ 
インドネシアの Sukarno-Hatta 空港が、LCC 用のターミナル建設を計画している。 同国運
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輸大臣 Hatta Rajasa は、Indonesian Air Carriers Association の会議の場で、LCC 用の旅客ター

ミナルを JKT 空港に建設する計画を有している事を明らかにした。 供用開始は、2008
年の予定。 同相は、更に、現在国営企業 1 社に独占されている航空燃料給油会社の民営

化計画についても明らかにした。 先月インドネシア首相 Yudhoyono は、汚職が蔓延って

いる Pertamina の総合的機構改革について言及している。(channelnewsasia.com, 4/7/2006) 
 

（７）スターアライアンスに、南ア航空とスイスが参加 合計 18 社となる 
Star Alliance に Swiss（17 社目）と、South African Airways（18 社目）が参加した。 アフ

リカからの参加は、South African が初めてのキャリア。 Star は、真のグローバルなアラ

イアンス完成を目指して、路線網の空白地域の中国・インド・ロシアからの参加航空会社

を求めている。 上海航空が Star に参加すると言う情報が流れている。(DTW, 4/11/2006) 

 
（８）コンチネンタル航空 他社とは一味違う事業計画 国内線供給を拡大 
 

米メジャーは、米国内線に於ける LCC との熾烈

な低運賃競争を回避して、国内線供給をカットし、

儲かる国際線供給を拡大している。 しかし、CO
航空は、他社とは異なり、米国内線供給を拡大す

る。 CO の供給拡大は、他社より勝るコスト ベ
ースを 大限に利用する戦略。 ＣＯは、年間▲

10 億㌦のコスト削減の後で、昨年は、更に労務費

削減▲$500m の組合譲歩の取得に成功している。

(wsj.com, 4/7/2006) 

 

CO 国内 +4%近く、国際+14%、全線 +8% 将来  年率+5%～+7%拡大予定 

AA 国内 ▲4.1%、 全線▲1.3% 夏場の国内線供給を凍結 

DL 国内 ▲15～▲20%  

UA 全線 +2.5% ～ +3%  

jetBlue 国内 +28% ～ +30% 今年中に+35 機導入 

Southwest 国内 +8%  

全社供給 年間国内 ▲1.7% 夏場国内 ▲2.8% TIA 調べ 

 

（９）エアバス A350 型機のデザイン見直しに着手 
航空機リースの 大手の 1 社である International Lease Finance Corp は、先週、エアバスに、

A350 型機の基本設計の見直しを要請した。（ILFC は、A330 型機をベースにして翼を中心

にリメークした派生型の A350 型機では、ライバル機の B787 型機に対抗出来ないと主張し
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ている。） 今週には、長距離中型機の機種選定 中の SQ CEO Chew Choon Seng が、A350
型機は、新しい胴体を伴った全く新機材として設計し直す必要があると、ILFC と同様の発

言を行っている。 エアバスは、カスタマーの意見を取り入れて、A350 型機を洗い直すと

言っているが、計画の 終段階での設計変更実施については触れていない。(wsj.com, 
4/11/2006) 

 

（10）スペイン建設大手が率いるコンソーシア、ビエーエー買収正式オファー 
建設大手 Ferrovial が率いるコンソーシアムは、世界 大の空港運

営業者 BAA（英）の買収を、先に提示した買収価格 1 株 810ｐ（買

収価格総額 87.5 億ﾎﾟﾝﾄﾞ≒1 兆 7,500 億円）でもって正式にオファ

ーした。 BAA は、Ferrovial の買収を敵対的と見なし、この買収

提案を拒否している。(FT.com, 4/8/2006) 
 

（11）米：ラ米経済活況 ビジネスクラス座席が超満員 
米国とラテンアメリカ間のビジネス旅客の往来が激しくなっている。 
・ BUE へ訪問した米国人は、昨年 25 万人（前年比+24%）を超えている。（アルゼンチン

観光局） 
・ ペソが 1/3 に切り下がった事、米東岸と時差が少ない事などが好影響を及ぼしている。 
・ CO 航空が、SAO、RIO、BUE のビジネスクラス座席が取れない事で、旅客から大きな

クレームを受けている。 
・ CO 航空の HOU=CCS 便は、石油業界のビジネス旅客で超満員となっている。（ベネゼ

ラ政府は、自国機の米乗入れ拡大が認められない限り、4 月 25 日から、米国航空会社

のベネゼラ乗入れを制限する動きを示している。） 
・ NAFTA（1994 年に合意された米加墨の北米自由貿易協定）以前のメキシコ 12 路線が、

現在では 30 路線に拡大している。 今年、数路線がこれに追加される予定。（CO 航空） 
・ Saltillo などは、メキシコのデトロイトと呼ばれている。 そこでは、GM と Ford が工

場を設けている。 
・ TAM Brazilian Airlines が昨年 11 月に開設した NYC=SAO 週 4 便が全便満席となってい

る。 同社は、6 月から毎日便へ増便する。 
・ NYC 在ブラジル領事館のビジネス ビザ発給数が前年比で、2004 年 +33%、2005 年 

+20%と大幅な増加を示している。 
・ NAFTA や CAFTA（Central American Free Trade）の協定があるにも拘わらず、ラ米諸国

の将来は、米国依存ではなくて、中国依存の様相を呈している様だ。 
・ 中国は、石油や農産物を求めて、ラ米諸国の政府と太いパイプ作りに勤しんでいる。 一

説によると、中国の海外投資の 51%がラ米諸国に向けられていると言う。 
・ チリの LAN Airlines は、北京線を開設した。 アルゼンチン航空も北京線の開設をテス
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トしている。 
(nytimes.com, 4/11/2006) 
 

（12）中国が、中国＝欧州間の短絡空路をオープン 年間▲ $30m の燃油費節減 
中国政府が、中国＝欧州間の短絡空路をオープンした。（公式には 4 月 13 日からオープン。） 

これにより、上海、広東、香港、それにマニラと欧州間の飛行時間（12 時間〜13 時間）が、

およそ▲30 分短縮する。 当初は、週間 110 便が、この短絡ルートを飛行出来る様になり、

年間凡そ▲$30m（35 億円）の燃油費の節約が可能になる。 中国の航空路は、軍が管理

しており、僅か 30％しか民間航空に解放されていないので、今回の短絡ルートの解禁は、

中国にとってエッポック メーキングな出来事である。 

中国は、香港と経済特区の南広東地区の境界線通過に、3 万フィート以上の高度を維持す

る事を要求している。  このため、この区間を運航する各社は、南シナ海へ大きく迂回す

る非経済的なルートを飛行せざるを得なくされている。(wsj.com, 4/10/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（13）中国東邦航空、株式 20％を外国航空会社に売却か 
China eastern Airlines（上海）は、2005 年決算で、▲467.3ｍ元（69 億円）の欠損を計上し

た。 そして、20％の株式を外国航空会社（社名不詳）に売却し、30～40 億元（440～580
億円）の資金調達を検討している事を明らかにした。（同社は、2004 年決算では、+320.7
元の利益を計上している。） Merrill Lynch のアナリストは、大きな機材投資と、燃油費の

高騰、伸びきったバランス シート、コスト管理の不徹底（営業費用は前年を+40.6%も増

加している）等により財務状況が大幅に悪化しているので、China Eastern は、リファイナ

ンスを益々必要にしている、とコメントしている。 China Eastern は、今年 A330-200 型機

×3 機、A330-300 型機×7 機、B737 型機×7 機、合計 27（17？）機を導入する。 また、

同社は、70 機のジェット契約の一環として、B737 型機×16 機（2009 年～2010 年デリバリ

ー）（937ｍ≒1,100 億円）を発注している。(channelnewsasia.com, 4/11/2006) 
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（14）中国国際航空、キャセー、ドラゴン 3 社持ち株構成変更に関する協議開始 
4 月 10 日、CX と同社親会社 Swire Pacific は、Air China と、持ち株構成変更のデリケート

な協議を開始している事を明らかにした。 
CX は、現在、北京・上海（貨物専用便のみ）・アモイの 3 路線に就航しているが、中国本

土間の供給拡大を、長年の間追い求めている。（CXとSwire合計で 25%保有しているDragon
は、香港＝北京線週 56 便を含む本土路線 22 路線を運航している。） 一方、中国側は、

CX の持ち株を増加させたい希望を有している模様である。 一部のアナリストは、CX が

Air China 株、若しくは、Dragon 株の保有を拡大させ、見返りに、Air China が CX 株を保

有する、図式を想定している。 全ての業界筋は、何れの場合であっても、1 年前に噂に

上った CX と Air China の合併の可能性を否定している。 中国側は、香港と本土間の「第

5 の自由」の権利を 大限に行使する事を目論んでいる。 CX が、それに何処までチャレ

ンジ出来るかが注目されている。 万里の長城を越える事が出来るのか？ 

以下に、複雑な、現在の CX、Air China、Dragonair 3 社の株式保有関係を、表にまとめて

見る。(FT.com, 4/11/2006  wsj.com, 4/12/2006) 

株 主 CX 株 Air C 株 Dragon 株 備 考 

CX ―― 10 17.8 
Air China の客乗・整備などの訓練開始、

Air China/Dragon 持ち株拡大希望 

Swire Pacific 46.3  7.7 CX 大株主残留希望 

Air China  ――  CX 株の直接/間接取得を模索 

Citic Pacific 25.4  28.5 
非中核投資を整理、CX 株売却希望 
しかし、CX 株主継続希望 

CNAC 北京 1.6 15   

CNAHC  51   

CNAC 香港 26.7  43.3 
Air China は、CNAC 香港を通じて

Dragon を支配 

一般株主  24 2.7  

合 計 100% 100% 100%  

 

（15）カンタス、LCC 子会社ジェットスターを拡大 
QF 航空は、子会社 Jetstar の事業を拡大する。 QF は、2 年前に設立された Jetstar（QF よ

りも▲40％もコストが安い LCC）を国際線にも進出させ、フルサービスの QF と、シング

ル クラスの Jetstar の 2 ブランド戦略を展開する。 Jetstar は、11 月から、大阪、ホーチミ

ン、プーケット、BKK、HNL 線に就航する。 使用機材は、A330-200 型機×6 機で、将

来は B787 型機にこれをスイッチする。 Jetstar の国際線展開で、QF は、Australian Airlines
ブランドを、7 月にスクラップする。 
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一方、シンガポール ベースの Jetstar Asia（QF が 49％所有）は、新たな＄36ｍの資金調達

を検討している。 そして 2010 年までの利益計上を計画している。 Jetstar Asia は、2004
年末に運航を開始して以来、少なくとも 3 人の CEO が更迭され、2 度の資金投入（創業時

と、Valuair 合併時）が行われている。 3 週間前に就任したばかりの新 CEO Chong Phit Lian
は、Jetstar International とのジョイント  プログラムを検討したいと言っている。

(channelnewsasia.com, 4/12/2006) 

 

（16）フィデリティー、ユナイテッド航空筆頭株主になる 
Fidelity Investment と U.S. Trust Corp.が、UA 航空の筆頭株主に踊り出た。 両社合計で、

UA 株 25％を保有した。 BOS のミューチャル ファンドの Fidelity は、先月、UA 株 1,200
万株（13%）を取得し、そして Charles Schwab Corp.の SFO ファイナンシャル サービス企

業 U.S. Trust Corp.が 11.3％を取得し、どちらもが、政府年金保険機構 PBGC の持ち株 1,110
万株を上回った。 Fidelity は、第 1 四半期に、AA 株保有を 2,410 万株（12.9％）にまで拡

大（略倍増）している。 米航空メジャー各社の収支好転が、市場で囁かれ始めている。

(wsj.com, 4/12/2006) 

 

 
 
 

（17）ゼネラル エレクトリック社が、空港建設に参加 
General Electric が、成長拡大（organic growth）のために、空港や有料道

路開発分野に、同社のインフラ事業を拡大する。 GE は、北米の小規

模な空港プロジェクトに対する debt and equity funding を提供している

が、発電などの GE が強い事業を、新規市場として注目されている空港

買収や拡張プロジェクト等への参加に利用する事を計画している。 世界の旅行ブームが、

急成長を遂げているインドや中国の市場で、飛行場投資を活性化させている。 GE は、
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それ等の諸国へ、子会社の Gecas（世界 大の航空機リース企業）経由で航空機エンジン

を提供している。 そして、その関係を、インフラ事業の拡大にも利用し様としている。 

しかし、GE のこの計画は、世界で、飛行場と有料道路のオペレーションの拡大を模索し

ている、プライベート エクイティー グループや、豪州の Macquarie Bank やスペインの

Cintra との激しい競争に直面する。 GE は、senior-debt 分野での競争は激しくなると予想

し、飛行場や有料道路に関する投資マネジャー的な役割を担う事を検討している。 Gecas
は、昨年、GE Capital の傘下から、同社のインフラ グループ（GE 6 部門で 大の収益部

門）の監督下に移されている。 GE は、生産事業とファイナンス事業を相互に関連付け

る事を狙っている。(FT.com, 4/12/2006) 
 
 
 

 水 運  
 
（１）中国の大連港会社 4 月 10 日香港上場後 戦略的投資家に株式売却 
中国の Dalian Port Co.が、4 月 10 日、香港証券取引所に上場（$277m）した。 そして、香

港の Hutchison Whampoa Ltd、シンガポール国営の PSA International、China Shipping Co.を
含む戦略的投資家に株式を売却する事を計画している。 DPC は、30%の株式 8 億 4 千万

株を、1 株 HK$2.175〜H$2.575（33 円〜39 円）で売却する事を計画している。 DPC は、

中国北部 大の港湾オペレーターで、オイル ターミナルに併せて、11 バースのコンテナ 
ターミナルを運営している。 昨年には、前年を+22%上回る、税引き前利益 572.4m 元（84
億円）を計上している。(wsj.com, 4/11/2006) 
 

（２）クルーズ、カリブクルーズで値引き攻勢 
米クルーズ市場で、カリブクルーズを中心に値引きが始まっている。 ハリケーンによる

カリブ寄港地の被害と、クルーズに関する 近の好ましく無いニュースが、クルーズ需要

を冷ましている。 また、Royal Caribbean の世界 大クルーズ船 Freedom of the Sea 丸（16
万㌧、3,600 人乗り）の 5 月就航が、他のクルーズ船客を奪っている事も影響している。 過

去 20 年間、年平均 +8%以上で増加して来たクルーズ需要が、今年は+4.5%に落ち込むと

予想されている。 そして、クルーズ業界にとって、2006 年は、9-11 テロの後遺症とイラ

ク戦争の影響で困難な年であった 2003 年に次ぐ、チャレンジングな年となると予想されて

いる。 好ましく無いニュースには、以下が存在する。 

① 昨年夏、Royal Caribbean の地中海クルーズで、新婚旅行の男性が失踪。 

② 11 月には、Carnival の Seabourn Cruise Line がソマリア沖で、海賊に襲撃された。 
③ つい数週間前には、ジャマイカ沖で Princess Cruise の船で火災が発生、1 名が死亡。 
④ チリで、クルーズ船客のチャーターしたバスが転落し 11 人が死亡。 
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⑤ そして、幾つかのクルーズ船で、食中毒が発生している。 
Royal Caribbean は、バハマ・メキシコ・カリブのクルーズの 3 人目と 4 人目の料金を 1 人

99 ㌦に値下げした。 Carnival は、8 月 26 日からの東カリブクルーズ 7 泊クルーズを 529
㌦で販売している。（シーズン後半には 749 ㌦で販売される。） マレーシアの Star Cruise
の一部門 Norwegian Cruise Line は、10 月 21 日の西カリブ 7 泊を 439 ㌦に▲100 ㌦値下げし

ている。 その他の値下げの詳細は、下表の通り。(wsj.com, 4/11/2006)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）ゴールドマンサックス、カーニバルのレーティング低下させる 
Goldman Sachs は、3 月 30 日、Carnival Corp のレーティング（株式売買に関するリコメン

デーション）を、“outperform”から“in-line”に低下させた。 Carnival が、旅行社手数料

を 14%から 10%に低下させる、先月の Goldman Sachs 提案を拒否した事が、このレーティ

ングの低下の原因と見られている。 一方で、Goldman Sachs は、Carnival のライバル会社

Royal Caribbean を“outperform”に維持している。 “outperform”は、S&P 500 銘柄以上の

成績を上げる株式で、“in-line”は、S&P 500 銘柄と平行して株価が上下する株式を示す。 

旅行社への手数料率の問題に加えて、クルーズ業界には、燃油費の高騰、カリブ市場の低

迷、悪いニュースの連続等のネガティブな材料が多く存在している。(DTW, 4/11/2006) 

 
 
 

情報 213（平成 18 年 4 月 14 日）  TD 勉強会 29



 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ドイツポスト株価低下 米国オペレーションが原因 
Deutsche Post の株価が 2 月 1 日の 23.75 ユーロ（過去

52 週 高値）から 20.75 ユーロ（4 月 11 日）に▲13%
下げている。 2005 年の純益が 22.4 億ユーロ（3,150
億円）に、前年比 +40%増益しているにも拘らず、株

価が冴えない。 その理由は、DHL（2002 年買収）

と Airborne（2003 年買収）と、2004 年の 12 億㌦（1,400
億円）投資計画に基づいた、米国に於ける信頼置ける

ネットワーク作りに手こずっているからだ。 2005
年末に開始したオハイオ州 Wilmington のハブ基地へ

の統合も、その出だしでトラブルを発生させている。 

Deutsche Post は、米国オペレーション（市場シェアー7%）で▲5 億㌦（600 億円）近くの

損失を計上していると推定されている。 Deutsche Post の米国収入は、全体の 10%を構成

しているが、米国のエクスプレス デリバイリー需要は、全世界の 50%を構成している。 

従って、米国オペレーションが上手く行かない事は、他地域の営業に悪影響を与える事に

なる。 投資銀行の HSBC PLC は、Deutsche Post 株の投資家へのリコメンデーションを

“neutral”に低下させている。 政府系金融機関のKfWがDeutsche Post株を売却する噂も、

株価を下げる要因となる。（Deutsche Post は、KfW が 41.7%を保有する、独政府の亜国営企

業。）(wsj.com, 4/12/2006) 
 

（２）ユーロトンネル、2005 年決算発表せず  債権者運営企業に移行か？ 

61.8 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1 兆 4,000 億円）の負債に喘ぐ Eurotunnel は、4 月 12 日、2005 年の決算発表

を延期させた。 同社の取締役会が、ゴーイング コンサーン（企業の存続）としての適格

性判断が出来なかった、と言うのが延期の理由。 しかし、これには、2005 年決算発表を

遅らせ、債務リストラ協議の継続（waiver agreement）を、債権者団に合意させようとする、

Eurotunnel の思惑が込められている。 2004 年度の決算では、同社の監査法人は、少なく

とも 15 億ポンド程度の債務の削減が必要と言う、ゴーイング コンサーン適格性について

長文のコメント（懸念）を付けている。 ゴーイング コンサーンの評価を得られない場合

は、即デフオルトと認められ、債権者による会社運営（substitution）が開始される。 

Eurotunnel は、この事態を回避する為に、債権者団との債務リストラ協議を継続させる事

を願っている。（waiver agreement 合意による債務リストラ協議継続中は、ゴーイング コン

サーン企業として認知される。） そして、4 月 12 日に、債権者団に対して、7 月までの

debt waiver を正式に要請した。 Debt waiver の延長は、今年に入って、これが 3 回目にな

る。 Eurotunnel は、2007 年 1 月には資金不足に陥ると言っている。(FT.com, 4/12/2006) 
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この話は、複雑で、良く理解出来ないが、整理すると・・・ 
① Eurotunnel の株主の 70%以上は、フランスの一般投資家達だ。 仏大統領のシラク自ら

が株購入を積極的に勧誘した事もあり、フランス人株主保護 優先の政策が取られがち

になる。（CEO はフランス人 Jacques Gounon。） 
② 一方、61.8 億ﾎﾟﾝﾄﾞの債権者団は、英米の投資家達で構成されている。 
③ Eurotunnel は、債権者団に債務棚上げを要求し、株主保護を 優先しようとする露骨な

政策を取っている。 
④ 債権者団は、 悪の場合でも、自分達が会社を運営すれば（substitution）、2052 年迄か

かっても資金の回収が出来ると踏んでいる。 
⑤ ところが、Eurotunnel の債権者運営は、英及び仏の会社法は適用されず、その事業計画

には英仏政府の承認が必要となる特別な協定によって管理されている。 Eurotunnel は、

この協定を盾に取って、（仏政府が承認する筈がないと脅して）債権者団に、みすみす

債権をゼロとするリスクを犯すよりは、リストラ協議による解決を図るのが得であると、

彼等の譲歩を要請している。 
⑥ ④と⑤の何れが法的により効力を有するかは、司直の判断を仰がざるを得ない様だ。 
 
 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）ハイヤット 禁煙客室保証制度をスタートさせる 
Hyatt Hotels & Resorts が、ノンスモーキングルームと特定のベッドを、Hyatt Gold Passport
と Platinum 会員に保証する制度をスタートさせる。 このプログラムでは、ロヤルティー

会員が希望した禁煙室や特定ベッドが提供されない場合は、その会員は、100 ㌦のギフト

券（禁煙室の場合のみ）か 500 ポイントのボーナスマイル（Hyatt1 泊分に相当）を貰える。

(DTW, 4/6/2006) 

 

（２）ハイヤット 上場 間じか 
ビリオネアーのPritzkerファミリーが所有するHyattが、今年末までに上場される模様。 会

長兼 CEO の Tom Pritzker が、Sarbanes-Oxley 法に基づき、Hyatt を 2006 年末までに上場す

る事になるだろう、と語っている。 しかし、IPO を実施するのかどうかについては、言

を左右にして、明確な意思表示をしなかった。 米ファンド マネジャーの Gabelli & Co の

リサーチ アナリスト Amit Kapoor は、Hyatt の IPO は、110 億㌦（1 兆 2,950 億円）の価値

を生むだろう、と言っている。(FT.com, 4/9/2006) 
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（３）アジアに於ける医療ツーリズム、2012 年までに 44 億㌦市場に成長するだろう 
アジアに於ける、低価格で、高品質のヘルスケアーが、新しく誕生したヘルスケアー ツー

リズムを振興させている。 そして、2012 年までに 44 億㌦（5,000 億円）市場に成長する

と予想されている。・・・とアバカスの CEO Don Birch が語っている。 タイ、シンガポー

ル、インド、韓国、マレーシアの国際水準の医師と充実した医療施設は、世界から（マジ

ョリティーはアジア域内から）年間 130 万人以上のヘルスケアーを求めている人達を引き

つけている。 医療案内・ホテル・観光案内等の旅行関連企業が、この新しいヘルスケア

ー ツーリズムに参加し始めている。(asiatraveltips.com, 4/10/2006) 
 

（４）リッツカールトン東京 2007 年 3 月開業 
Marriott International（WAS）が所有する Ritz-Carlton は、2007 年 3 月に Ritz-Carton 東京を

開業する。 54 階建ての 上層階 9 フロアーを占有する五つ☆ホテル 250 室で、ガラス張

りのロビーからは、富士山が全貌できる、都心の好立地に建つ豪華ホテルだ。 Ritz-Carton
は、ホテルの外に、5 つ☆ホテルが手がける賃貸住宅としては日本で初めての、Park Side 
Tower at the Ritz-Carton（244 戸）（月 80 万円から 500 万円）を別棟で運営する。 

ホテルのプール(20m)を含むジム（入会料金 700 万円）の一次会員募集 100 名は、既に全て

が売切れ、賃貸住宅の方は、500 人がウエイティングしている。(wsj.com, 4/12/2006) 

 
 

 

 

 その他  
 

（１）ディズニーの ABC、インターネットで無料テレビショーを提供 
Walt Disney が、2 ヶ月間のトライアルとして、人気トップの TV 番組を、インターネット経由

で無料で公開する。 来月から、Disney の ABC ネットワークは、Lost, Desperate Housewives, 
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Commander in Chief, Alias を、新しく改修したサイト経由で提供する。 これは、TV 放映に引

き続き、ブロードバンド接続で流すモノで、AT&T, Cingular, Ford, Procter & Gamble, Toyota, 

Unilever, Universal Pictures のコマーシャルを掲載する。（この広告は、スキップする事が出来な

い） また、これらの番組は、Soap Net や Disney Channel ケーブル ネットワークでも流される。 

Disney は、昨年の 10 月に、アップルの iTunes ストアーに、ネットワークで流した 1 日後の Lost

や Desperate Housewives を、1.99 ㌦で販売開始すると、歴史的な発表を行っている。 

Anne Sweeney Disney-ABC Television Group 社長は、新しい ABC.com サイトは、試験的な運営で、

どれだけオンラインサイトが、通常の TV と比べて視聴されるのかを調べるものである、と語

っている。 彼女は、サブスクリプションのモデルと、無料のサイトのモデルと、両方の働き

具合を調べる必要がある、と言っている。 

この実験は、ABC やその他の放送局が、30 秒間のコマーシャルを付

けて、時間を定めで配信している伝統的な TV 事業モデルからのシフ

トが、メディア業界で進展している事を物語っている。 この伝統的

モデルは、ディジタルのビデオ録画機が開発されてからは、事業とし

ての価値が薄れ始めている。 消費者が、録画機で番組収録し、そし

てコマーシャルをスキップして番組を見る事が出来る様になった為だ。 

ウオール街のアナリストやメディア企業の幹部達は、この Disney の試みを、時期尚早で収

支に大きな影響を及ぼす事は出来ないだろうと予想している。 しかし、iTunes で番組を

販売した時に、ABC の提携局が怒ったように、インターネット TV の配信は、今後大きな

モーメントを得る事になるだろう。 そして、これは、ケーブルやサテライト オペレータ

ー達を、コンテント ディストリビュターが取って替わる可能性を秘めている。(FT.com, 
4/10/2006) 

AOL は、多くの（しかし激減している）ダイアルアップ会員を所有する、専属のインター

ネット サービス プロバイダーから、オンライン広告収入の獲得を目指す、エンターテイ

メント ポータルに変身している。 そして、人気プロデューサーや番組制作局と提携して、

TV ショーや番組（子供用の漫画などを含む）作りに励んでいる。 AOL は伝統的な TV
広告は廃れて行き、インターネット広告が主流になって来ると考えている。 

番組（コンテント）制作に加えて、AOL は、無料の Web サイト（インターネット TV）、

In2TV を立ち上げ、そこで、古い TV ショーを流している。 
AOL は、ポータル大手の中で唯一ページビューを低下させている。 昨年 12 月には、1,660
万ページビューに、前年比で▲15％低下させている。 AOL は、ページビューの挽回の為

に、コンテント作りと、無料インターネット TV の立ち上げ等に努力している。(nytimes.com, 
4/13/2006) 
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編集後記 
 
 
 

米国で、GDS と航空会社間で、契約更改交渉が盛んに行われている。 Worldspan が、先

陣を切って、AA と CO の 2 社との GDS 契約を更改した。 Worldspan は、シェアーも小

さく、オンライン検索エンジン収入も減少しており、4 大 GDS の中では一番立場が弱いの

で、航空会社の値下げ圧力に屈して、契約を更改せざるを得なかったのではなかろうか？ 
 

航空会社に対するブッキング フィーの値下げは、その分を補填するために、GDS が旅行

社に支払っているインセンティブの減少に繋がる可能性を秘めている。 事実、Worldspan
は、航空券1枚当たり6㌦を（フルコンテントへのアクセス料として）、旅行社から徴収  （或

いは、その分に相当するインセンティブをカット）する場合がある事を匂わせている。 
 

Sabre や Amadeus それに Galileo が、どの様に航空会社との彼等の契約を更新するのかが判

らない時点では、Worldspan は、軽軽にインセンティブを減らすなどとは、（そうしたくと

も）ハッキリ言い出せないのだろう。 下手にインセンティブを減少させて、そして、他

の GDS 達がインセンティブを温存するならば、明らかに、Worldspan は旅行社サブスクラ

イバーを競争敵に逃がす事になってしまう。  
 

完全規制緩和が実施されて、GDS の競争環境が厳しくなり、弱い GDS が淘汰され始める

のかも知れない。 
 
 
 

2 強の GDS、Sabre と Amadeus は、航空会社がこの 2 社の GDS のどちらか一方の契約更改

を実施しない場合は、他方の GDS がその航空会社の運賃情報とインベントリーを、一方の

GDS に提供することで合意した。 何時もは、熾烈なシェアー競争を演じている GDS2 社

が、航空会社の値下げ圧力に対抗して、競争企業間同士で手を握っている。 
 

これは、航空会社達が、全ての GDS に参加しない場合が、有る、有る、と言って、GDS
に大幅な値下げを要求して来ている事に対する抵抗だ。 
 

航空会社、本気になって、全ての GDS への参加を諦めるのだろうか？？ 
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GDS（Sabre と Amadeus）は、本気になって、場合によっては、GDS 間で航空会社のコン

テントを融通し合おうとしているのだろうか？？ 
 

どちらもが、交渉ポジションを有利に運ぼうと言う、口先だけのブラフ合戦のような気が

してならない。 
 
 
 

航空会社は、オフピークの販売の為に GDS の如くのチャネルを必要としているし、GDS
は旅行社を引きつけるために、航空会社のフルコンテントを必要としている。 
 

GDS 代替が、完全に GDS を代替出来るまでに育っていない現状では、そして、Yahoo や

AOL や Google が、旅行の分野に本格的に進出して来ていない現状では、4 大 GDS を中心

とする旅行流通の図式（特に航空のサプライヤー チェーンに於ける）は、余り変化しない

のではなかろうか。 ブッキング フィーの値下げと、インセンティブの減少を除いて。 少

なくとも、ここ数年？は・・・・・・（H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 213 （ 以 上 ） 
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