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[ DL 航空と NW 航空（赤線）株価推移 ] 
 

NW 株価 $0.55 Nov 9 
52WK  L $0.53- H $11.83 
時価総額 $47.8m 
Sep 14 Chapter 11 

‘05 年 5 月 9 日 
基準(6 ヶ月前) DL 株価 $0.65 Nov 9 

52WK  L $0.58- H $8.17 
時価総額 $103.0m 
Sep 14 Chapter 11 

 
（DL ボリューム）



PhoCusWright SNAPSHOT, October 2005 
1. GeNiEs: Marketing or Magic? 

GDS 代替の実態 

 
Will the “GDS New Entrants” really pull a rabbit out of hat, or vanish in a puff of smoke? 
 
PhoCusWright（PCW）は、本題に GNE（GDS new entrant）とかけて、GeNiEs=genie(s)
と言う言葉を使用している。 辞書を引くと、＜イスラム神話＞精霊、閉じ込められて

いたランプや瓶から出して呉れた人の願いを叶える精霊とある。 
 
 
航空会社がコミッションカットを開始し、オンライン予約が出現しはじめた、今から

10 年前の頃から、『GDS の寡占化は終了し、その将来は明るいものとはならない』、と

言われ続けている。 
 
しかし、現実はその通りにはなっていない。 それどころか、GDS は、①控えめでは

あるが予約量の増加を確保し、②事業の多角化、③トランザクション収入依存の軽減、

そして、④急成長していたオンライン旅行市場への参加、を達成している。 
 
GDS へ挑戦を挑んだのが、2004 年～2005 年にかけて、華々しく登場して来た GDS 代

替、若しくは GNE（GDS New Entrants）だ。 彼等は、サプライヤーに約束している、

セグメント フィーの大幅値下げと、より柔軟な、機能的なディストリビューション テ
クノロジーを提供する事が出来るのだろうか？ 彼等は、本当に、ハイテクの新しい流

通経済の旗手となれるのだろうか？ 或いは、単なるもう一つのマーケティング マジ

ックのトリックに終わってしまうのだろうか？ 数社の航空会社は、GNE の成功に賭

けている。 
 
 
Airlines’ Cost Conundrum  航空会社のコストの難題 
 
航空会社は、コスト削減に躍起になっている。 この 10 年間の後半 5 年間で、コミッ

ションをゼロまで段階的に縮小し、そして、大手米航空会社は、1999 年に、流通経費

の一層削減のためと、Expedia と Travelocity に対抗するため、共同してオンライン旅行

社 Orbitz を立ち上げた。  
（Orbitz の開発コード ネームは T2＝Travelocity Terminator と呼ばれていた。） 
そして、オンラインの新しいダイレクト コネクト テクノロジー（Orbitz の Supplier 
Link）と、Web オンリー運賃の創出によって、GDS をバイパスする、よりコストの安

い流通チャネルの確保を試みた。 
 
この試みは、流通コスト削減問題の一部分の解決には成功したが、皮肉な事に、Orbitz
が、航空運賃のコモディティー化を進展させ、より大きな問題である運賃の一層の低下

に拍車をかける結果を招いてしまった。 
 
航空会社の流通コスト削減を目論んだ施策が、却って、航空会社の流通コスト削減ニー

ズを増加させてしまっている。 
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そこに登場して来たのが、G2 SwitchWorks（Chicago）、ITA Software（Cambridge, Mass.）、
Farelogix（Miami）の 3 社の GNE 達だ。 G2 と ITA は、グローバル ディストリビュタ

ーとなる野望を持っている。 
G２は、GDS の▲80%のコスト削減をサプライヤーに約束している。 ITA は、同社の

GDS 代替オファリングの１U を通じて、40 ｾﾝﾄから始まるセグメント フィーを提供す

ると言っている。 
Farelogix は、流通業者が、①GDS、②インターネット、③サプライヤーの CRS とのダ

イレクト コネクト、の複数のソースからコンテントを集積し、管理する事を可能にす

るアプリケーション レイヤー（FLX Platform）を提供する。 Farelogix は、自分を、

複数チャネルからのインベントリー ソーシングのより良い管理を旅行社に可能にする、

ブリッジング ソリューション プロバイダーであり、GNE ではないと言っている。 
しかし、彼等は、幾つかの航空会社とダイレクト コネクトする、サプライヤーの旅行

社向け代替流通チャネルの提供である。 
 
これらの GNE は； 
 どうして、このような小さな企業が、斯くも安い流通コストを提供できるのか？ 
 どうして、GDS が、30 年以上もかけて作り上げた、バーチャルなワンストップの

流通ショップと競争できるのだろうか？ 
 どれだけのコンテントと、どの位の機能レベルを、流通業者に提供できるのだろう

か？ 
 そして、もし GNE が、それらの事を本当に提供できるのであれば、GDS は、それ

に立ち向かう事が出来るのだろうか？ 
 
この分析は、これらの問題に取り組む事を目的としている。 
 
GNE の優位性は、テクノロジーに有ると言われている。 そこから、このレポートを

開始する。 
 
 
Blame the Mainframe メインフレームへの咎め 
 
GDS の中心に位置しているのが、10 年以上も経った、古い、高価な、オペレーティン

グ システムである、プロセッシング エンジン IBM メインフレーム TPF （Transaction 
Processing Facility）だ。 このハイエンドなハードウエアー プラットフォームと、旧式

なアプリケーション環境が、GDS のコスト不利の原因と言われている。 
 
これに対して、ITA が依存する PC は、1 台数千ドルで、19 インチのサーバーラックに

格納できる、デュアル CPU のサーバークラス PC だ。 メインフレーム CPU の、6 桁

から 7 桁の価格（メンテナンスを含む）とは、大違いだ。 
 
しかし、本当に TPF は、競争者達がけなすように、そんなに非効率なのだろうか？ 
PCW が、IT 戦略と調査の Robert Frances Group に委嘱して調査したところ、GDS のト

ランザクション当たりの運営コスト（operational cost）は、$1.30～$1.60 の幅に位置して

いる。 この調査は、GDS が証券取引委員会へ提出した 2004 年度の財務データをベー

スにし、運営コストには、旅行社への GDS インセンティブ（inducement）と販売一般

管理費＝SG&A が含まれていない。（full loaded cost には SG&A を含む。） 

情報 192（平成 17 年 11 月 14 日）  TD 勉強会 3



 
GNE コストの、“G2 で $0.75、ITA（1U）で $0.40 から”と比較して、GDS コストに勝

ち目はない。 （下図 Table-1 参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
しかし、このコスト比較は、全体像を物語っているのだろうか？ GDS は、こう言っ

て反論するだろう。 「GDS は、GNE が提供できない、プロダクトの数々・サービス・

機能を、サプライヤーと旅行社の両方に提供している」と。 GDS は、GNE のことを、

LTD＝limited travel distribution と呼んでいる。 
 
確かに GDS は、ヘルプデスク サポート、オンサイト トレーニング、デビットメモの

取扱、マルチキャリアを含む複雑な予約、マルチストップの国際線予約、ARC 清算、

旅行社端末とネットワークの供給と保守などの、幅広いサービスを提供している。 
 
GNE は、国際線予約やインターライニングが、今の所は、取り扱えない。 そして、

幾つかの機能（即ちコスト）は、航空会社の CRS を利用（転嫁）する事になるのかも

知れない。 しかし、GNE は、将来予定される、より複雑なトランザクションに、よ

り高いフィーを課したとしても、それでもなお、GDS よりは余程安いモノになると強

く主張している。 
 
 
Do You Scale Up or Out? スケールアップするのか スケールアウトなのか？ 
 
GDS と GNE 比較の、もう一つの重要なポイントは、規模の問題である。 
 
4 大 GDS は、合計で、13 億回のトランザクションを処理している。（2004 年） これ

は 1 日当たり 360 万回の予約量に相当する。 その上に、GNE が現在提供していない、

より多くのコンテントと国際線サービスへのアクセスを提供している。 GDS は、「こ

れらにかかるコストは、GNE には発生していない」、と言っている。 
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ITA は、「PC サーバー プラットフォームは、設計と管理が適切であれば、本質的に、

リニアなスケーラビリティー（linear scalability）をオファーする事が出来る」、と言って

いる。 即ち、それには、基本的なコスト有利が存在する事を意味している。 
 
GDS が拡張する為には、高価な TPF を買い増して“スケール アップ”しなければなら

ない。 それに反して、ITA は、単に、日用のサーバー セットを買い増す、“スケール 
アウト”するだけで済む。 GNE にとって、コンテントやサービスを追加する事は、

それだけマージンが増加し、コストは、プラットフォーム全体にばら撒かれるので、而

して、全体経済は改善される、と ITA は述べている。 
 
両者のハードウエアー論争には、誇張が有る

事は確かだ。 しかし、メインフレームへの

依存が、GDS のコスト不利を招いている事は

確かだ。 
Sabre は、先ず北米のショッピングとプライシ

ングのアプリケーションを、HP NonStop サー

バー環境にマイグレートさせている。 そし

て、アプリケーションを、AMD Opteron ベー

スサーバー上の RedHat LINUX に移動（port）
させている。 
 
Amadeus, Galileo, Worldspan も、ショッピングとプライシング アプリケーションを、よ

り安価な UNIX, Windows, LINUX で走る日用サーバーにマイグレートしている。 そし

て、ITA Software の QPX フェアリング エンジンは、Galileo の Optimal Shopping ツール

を動かしている。 
 
全ての GDS は、スピードの差はあるが、彼等のシステムの鍵となる部分を継続してメ

インフレームに依存させている一方で、ホテル･レンタカーのようなショッピングのプ

ラットフォーム コンポーネントを、メインフレームから、より安価なシステムへマイ

グレートさせつつある。 
 
今の所は、効果的なスケーラビリティーの優位性でも、GNE が勝っている。 彼等の

相対的サイズは、現在の GDS がなし得るよりも、殆ど明らかに、より効率的･付加的な

拡大を保証している。 しかし、急激な問い合わせの増加に対する数百万のセグメント

処理が突発的に発生した場合の、コスト加減とシステム能力が、どうなるのかは不明で

あり、公正に見て、問題となるだろう。 
 
エンタープライズ コンピューティングの TCO（total cost of ownership）の評価企業

Standish Group の調査は、『LINUX ベース サーバー プラットフォームは、IBM メイン

フレームや HP NonStop の如くのハイアベイラビリティー プラットフォームよりも、安

価なアプリケーションとハードウエアー コストをオファーするけれども、ダウンタイ

ムの増加やトランザクション ロス（収入減に繋がる）による間接的コスト増をもたら

す』、と指摘している。 しかし、この安価なサーバーは、信頼性を増加させつつあり、

より大きなスケールのコンピューティング環境に、益々対応している。 ITA 自身は、

Orbitz やその他の顧客の QPX フェアリング ソフトウエアーでもって、現在のスケーラ
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ビリティーを立証して見せている。 テクノロジーの進歩と相俟って、賢いキャパシテ

ィー プラニングとデータベース コンフィギュレーションが、スケーラビリティーの問

題を緩和して呉れるだろう。 
 
 
Software Supremacy, Maybe, But Will It Matter?  
ソフトウエアー至上主義、かもしれない、だが、それが問題になるの？ 
 
もう一つの GNE の優位性は、検索、プライシング、顧客プロファイル、PNR ハンドリ

ング、その他、のための基本的なソフトウエアー アプリケーションに有る、と GNE は

主張している。 彼等のアプリケーションは、最新のアプリケーションの統合と管理の

変更の標準を使用した、近代的なプログラミング言語で書かれている。 そして、全て

が、リレーショナル データベース アーキテクチャー上に載せられている。 
 
これは、TPF のフラットファイルで格納されたデータの抽出と操作に比して、格段の改

善が図られている。 GDS の TPF 環境は、トランザクションのプロセッシングには抜

群の優位性を発揮するものの、旧式で、市場の変化に対応できず、テクノロジーの変化

を受け付けない。 エアー セグメントの予約取扱の為に、数 10 年前にデザインされた

アプリケーションは、年月を経るに連れて、何回も何回も追加されて、そのたびに、複

雑さとコストのレイヤーを増加させて来た。 
 
Sabre の COO は、ここでの GNE の優位性を認

めているが、GDS も、コストメリットを確保

するために、近代的テクノロジーへの移動を

積極的に実施している、と言っている。 

「GNE は、新しく開発されただけに柔軟性に

富んでいるが、GDS のスケーラビリティーに

は及ばない」、「GDS は、セミトレーラーを走

らせながらタイヤを交換しているのに対して、

GNE は、ダウンサイジングしたピックアップ 
トラックで走り出したばかりだ」、と Sabre の

COO は、GDS のスケールの優位性を強調して

いる。 
 
GNE は、システムを一から作り上げているので、新しい旅行市場が要求する、顧客中

心の機能に焦点を当てて、柔軟にシステムを設計できる。 彼等は、FFP のアップグレ

ードのオファー、空港ラウンジのアクセス特権付与、特別なより高いマージンを得られ

る便の選定や、その他のプロダクトを、顧客プロファイルと購買履歴のリアルタイム分

析により、旅行社に提供する事が可能である、と言っている。 
 
GDS は、勿論、これらの GNE の主張を黙って聞いている訳ではない。 GDS も、ここ

数年間をかけて、オープン スタンダードや、C, C++, Microsoft’s, .NET やその他のオブ

ジェクト オリエンテッドな言語を導入し、より近代的な柔軟なソフトウエアー アーキ

テクチャーへ、積極的に移動している。  
 
旅行社の為の GNE テクノロジーが、GDS のそれよりも勝っているとしても、それだけ
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で、変化を嫌う事で有名な旅行社に、テクノロジーを変更させて GDS インセンティブ

を諦めさせる事が出来るのだろうか？ PCW がインタビューした、幾つかの旅行社は、

この問題の基本的な経済を良く理解している。 彼等は、GNE を、テクノロジー的な

ソリューションとして見ているのではなくて、コンテントへのアクセスを確実にする手

段として見ている。 そして、エアラインとの関係を、これでヘッジし様としている。 

航空会社は、飴（GDS インセンティブの代わりの報奨）と、鞭（インベントリーの引

き上げ）でもって、旅行社に対して GNE の使用を奨励している。 
 
 
Amid the Competition, Agents Hedge Their Bets 
競争の最中に、旅行社は両面作戦を取っている 
 
旅行社にとって、問題が純粋なテクノロジーだけで、GDS インセンティブの問題や航

空会社の圧力がないとすれば、GDS システムは、非常に上手くやって行ける。 従っ

て、GNE のオファリングは、旅行社に変化を促す事が出来るモチベーションを備えた、

強力な優れたもので無ければならない。 
 
ある旅行社は、「GNE は、80％程度のシステムであるけれども、流通コストを下げたい

航空会社の執拗な圧力により、これが上手く行くかどうかは別にして、GNE 使用を決

定した」、「これは、航空会社との関係を維持するための、究極的なヘッジである」と、

言っている。 
 
G2 も ITA も、旅行社が、既に GDS との契約にコミットしている事、そして多くの場合、

既存のテクノロジーに、大きな財務的･人的リソーシスの投資を行っている事を認識し

ている。 
コンテントも、旅行社にとっては、クリティカルな問題だ。 GNE は、GDS と同一の

コンテントを用意出来るとは考えていない。 何しろ、GDS は、彼等のプラットフォ

ームとネットワークに、数 10 年間に数 10 億ドル（数千億円）かけて、コンテントを集

め、旅行社用のデスクトップ システムを開発して来た。 振興の GNE が、どうして、

彼等のコンテントとスケーラブルなネットワークに、対抗して競争出来ようか。 

Worldspan でも＄944ｍ（1,040 億円）の収入があり、ITA の 20 倍の規模を有している。 

（ITA 収入＄50m≒55 億円、社員数 150 人以下。） 
 
G2 と ITA は両社とも、北米のメジャーと LCC に焦点を当てると同時に、グローバル エ
アラインも受け入れようとしている。 
ITA は、Pegasus とメジャー レンタカーと戦略的提携を有している。 幾つかのホテル

検索と予約機能を、旅行社のデスクトップに提供している。 
G2 は、エアラインとの接続を除いて、彼等のインベントリー ソーシングを明らかにし

ていない。 ホテルとレンタカー、或いは、その他のインベントリーの提供は、未だ計

画段階に止まっている。 G2 は、北米メジャー キャリアとの接続に、Navitaire の

DirectNet ソリューションを使用している。 旅行社は、完全なテクノロジーの変更で

はなくて、GNE を、現行のテクノロジーとコンテントの補完と考えている。 この事

は、G2 や ITA のオファリングにとって、XML フィードが、重要になって来る事を意味

している。 XML フィードであれば、TRX や Outtask の法人予約ツール、旅行社デス

クトップ アプリケーション、そして、その他のシステムへ繋ぐ事も可能となる。 
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GDS Contracts: Induce This  GDS 契約が、これを誘発する 
 
航空会社は、GDS が、旅行社に支払っている GDS インセンティブに不満を持っている。 

これが、彼等の GDS コストを高めている原因と睨んでいる。 CRS 規制緩和により、

競争環境が厳しくなった GDS は、インセンティブを、競争のための強力な武器と見て

いる。 特に、航空会社が、コミッションを無くしてしまった以降は、GDS インセン

ティブは、旅行社の採算性に大きな影響を与える構成要素となっている。 何処の GDS
も、旅行社の収入に大きな影響を与える事になる、このインセンティブを廃止しようと

しない。 しかしながら、GNE が、より商売を獲得する為に、そして GDS が、よりコ

スト競争力を増す為に、旅行社は、この GDS インセンティブへの依存を、断ち切らる

事になるだろう。  しかし、それがどうして実現するかは、明らかではない。 
（LCC の Southwest や jetBlue は、コミッションなんか支払わず、GDS にも参加してい

ないにも拘らず（注）、それでも彼等を販売してくれるリテーラーを確保している。） 

（注）Southwest は、Sabre に限定的に参加している。 
 
航空会社は、飴と鞭を使い分けている。 彼等は、旅行社の GNE への移動を奨励する

為に、GDS インセンティブに取って代わる小額の報奨を、直接、旅行社に支払う一方

で、場合によっては、コンテントへのアクセスを禁止する脅しをちらつかせている。 
 
これは、複雑な、サプライヤー：旅行社：仲介業者間の、3 人のプレイヤーによるチェ

スゲームの開始だ。 ゲームは始まったばかりだが、幾つかの進展が既に見られている。 
（１）UA が、直接、旅行社に報奨を支払い始めている。 そして、GDS 予約の一部を

GNE に誘導している。 一定の成果が上げられれば、この報奨を中止するだろ

う。 
（２）旅行社では、益々リストラが進行するだろう。 コミッションがカットされた時

に、厳しいリストラを実施した旅行社は、現在、成功している旅行社だ。 それ

以外の旅行社には、会社の閉鎖やコンソリ等の一層厳しいリストラが、必要にな

って来るだろう。 
 
 
Out of the Battle for Good    戦いは続く 
 
PCW がインタビューした航空会社幹部は、皆が、第三者流通業者に支払っているコス

ト削減を、極めて強く望んでいると言っている。 その為に、彼等は、GNE の成功を

強く願っている。 そして、全員が、GNE は必ずそうなる、と確信している。 
 
2005 年 4 月に AA, HP, CO, DL, NW, UA, US の 7 社（注）は、G2 SwitchWorks と長期契

約を締結した。 （注）HP と US は、9 月に合併している。 
そして、UA と US を除いた 5 社は、G2 へのコミットメントの証として、8 百万冊まで

の航空券の流通フィー前払いに合意して、見返りに、G2 社のマイノリティー株を受け

取っている。 
 
G2 のオファリングは、未だ完全なものではないが、G2 も ITA も、今後数年間の内に、

大幅なボリュームの拡大を遂げる事になるだろう。 既存の能力でも、米国のポイント

オブセール地点予約（e-ティケティング）の、大部分をサポートする能力を有している。 
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両社は、既に国内線予約と航空券発券を開始済みで、幾つかの大手旅行社は、G2 と ITA
システムのβテストを開始している、と言われている。 
AA は、今年末までに、5％の予約を GNE 経由に移すと仄めかしている。 そして、2006
年には、それを倍増させると言っている。 このタイムテーブルは、些か誇張があるが、

この様なボリュームの拡大は、数百万ドルのセグメント フィーが、GDS からなくなる

事を意味している。 その他のメジャーも、同様のターゲットを持っているとすると、

この数値は、優に数千万ドルに膨れ上がる。 
 
しかし、この動きに、GDS が拱手傍観している訳では決してない。  
GNE が市場に本格参入した時点は、ちょうど、GDS のサプライヤー契約が失効する数

ヶ月前に当たっている。 3 者間のチェスゲームの戦いは、誰も負ける事が出来ない、

熾烈な戦いとなるだろう。  
 
或るメジャー航空会社の幹部の 1 人は、「流通コストのリストラに成功する事は、航空

会社にとって極めて重要な事である」、「LCC と互角な競争を出来ずに、我々のビジネ

スが継続して衰退するならば、それは、LCC が GDS に参加していない事を考えると、

GDS にとって最悪のシナリオになるだろう」、と語っている。 彼は、「表面上は、3 社

間の戦いに見えるが、本当のネットワーク キャリアの戦い相手は、ローコスト流通モ

デルの LCC だ」と、語っている。  
 
 
PhoCusWright’s Alternative Forecast 
PCW の GDS 代替の将来予測 
 
GNE が、総合的 GDS 代替を市場に出て来るには、これから数年間が掛かるだろう。 
GNE は、今迄に多くの進歩を遂げているが、旅行社が GDS を捨てて GNE を選択する

可能性は、コンテントと幾つかの機能の限界から言って、近い将来は発生しない。 
しかし、旅行社は、近い内に、この新しいツールの試験を開始するだろう。（幾つかの

旅行社は、既にテストを開始している。） 
ITA は、旅行社のデスクトップに、大きな投資を行っている。 同社のシステム開発者

は、QPX のエアー ショッピングとプライシング ソフトウエアーのイノベーション レ
ベルと同一の、多くの新しいプログラムと機能を、1U のインターフェイスの中に埋め

込んでいる。 しかし、ITA は、旅行社特有の問題である、クラシックな GDS インタ

ーフェイスのエレメントや、エージェント達が慣れ親しんでいるコマンド コード

（cryptic command feature）との互換性を保つのに苦労している。 これ等の GNE の努

力は、遅かれ早かれ、旅行社の心を掴む事になるだろう。 
G2 は、デスクトップ アプリケーションの詳細を明らかにしてくれない。（「G2 中小

旅行社用ウエッブ流通プラットフォーム開発」P-12 参照） 
 
 
しかし、GNE の短期的な対処の為には、総合的ソリューションは必要とされない。 
GNE は、現実的な戦略を採用している。 先ず 80%のソリューションの出来で、市場

に進出している。 米国内線のメジャーの e-チケッティングだけしかサポートしないけ

れども、幾つかの航空会社と旅行社間の主要契約の中に入り込んでいる。 GDS 収入

は、かなり多くのセグメントを、GNE に取られてしまうだろう。 
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テクノロジーではなくて、サプライヤーが旅行社の GNE 使いを奨励させるだろう。 
旅行社が、彼等の方法を変更するには、（そして GDS インセンティブを諦めるには）も

っと多くの新しいテクノロジーが GNE には必要だ。 航空会社は、徐々に減少する飴

と、より厳しくなって行く鞭の政策を導入するだろう。 それに呼応して、旅行社は、

新しいテクノロジーを導入して、採算性を上げなければならなくなる。 
 
 
GDS 契約は、航空会社と GDS と流通業者のバランスに影響を受けて、（徐々にではあ

るが）大きく変化するだろう。 
一夜にして GDS を駆逐する様な力は、GNE には存在していない。 航空会社は、依然

として GDS を必要としているし、GDS は、依然として、このセグメントを必要として

いる。 GDS 契約は、関係するパーティーのニーズと影響力（leverage）に、益々、対

応せざるを得なくなっている。 具体的には、トランザクションの複雑さに従った、マ

ルチレベルのプライシングが導入されるだろう。 2004年にAmadeusが導入した様な、

バリュー プライシング モデルに従って、GDS は、単純な予約に対して安いフィーを、

そして、マルチポイントやインターライニングを含む旅程の如くの、より複雑な高い運

賃に対しては、高いフィーを適用するだろう。 しかし、GNE が、このセグメントに

破壊的な価格で参入して来る場合には、この複雑な旅程に対する高いフィーは、長続き

が出来なくなるかも知れない。 
 
Amadeus は、GDS の中で、航空会社の流通コスト問題に、最も革新的に、あるいは、

少なくとも最も積極的に取り組んでいる GDS である様だ。 航空会社も Amadeus もど

ちらも、詳細を明らかにしてくれないが、欧州ベースのこの GDS は、GNE に近いプラ

イシングの条件を提供し始めていると言われている。 米国市場で第４位の Amadeus
は、短期的に失うものが最も少ない GDS である。 
 
 
航空会社と旅行社は、直接報奨（compensation）について交渉し、そして GDS にサー

ビスフィーを支払う事に合意する。 
程度の差は有るが、現在、GNE が提案しているのは、一般的なサプライヤーとリテー

ラー間のものに似た、航空会社と旅行社間の契約モデルである。 
この契約モデルは、地域別やマーケット別のサプライヤーの強みと、流通コストの中で、

ディストリビュターのより大きな役割を発揮させる。 この動きは、少しずつ進展して

行くだろう。 
 
 
GDS は既に身軽になっているが、更にリストラが必要。 
GDS は、コスト削減と効率性達成を、企業戦略の基礎に置いている。 
Sabre は、10,000 人から 6,000 人体制に人員削減の最中に居る。 Worldspan は、全社上

げての賃金カットと数回に亘るレイオフを実施した。 しかし、これ等だけでは不十分

だ。 GDS インセンティブが無くなったとしても、そして、彼等のシステムのプラッ

トフォーム変更（re-platforming）を行ったとしても、依然として GDS のコスト不利は

免れない。 あるメジャーは、「GDS は、ハイボリュームのより安い運賃セグメントの

プライシングを、1 ドル～1.5 ドルの中間に設定する必要があるだろう」と、述べてい

る。 しかし、現状の彼等のコストは、正にこの中間に位置しているので、GDS は、

一体どうするのだろうか？ マーケティング、サポート、メンテナンス、サービス、全
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てが潜在的なコスト削減対象だ。 
 
 
Sabre の Tourguide が中止される。 
今年初め、『Sabre が、終に Tourguide を停止する』、と言う業界紙報道があった。 度々

停止すると言っては、継続されて来た旧式のツアー予約システム Tourguide が、今回、

本当に停止されるとすれば、これは正しい決定だ。 GDS は、余り使われていない多

くのサービスを、旅行社に提供し続けて来た。 過去 5 年から７年の間に、 GDS は

競って、多くの Web ベースのコンテントと予約ツールを、旅行社のデスクトップに追

加して来た。 しかし、その多くは、旅行社からソッポを向かれたプロダクトだ。 開

発リソースを保有している旅行社は、GDS から容易にソース出来ないものは、独自で

Web から入手している。 
 
 
GDS は、グローバル マーチャンダイジング コングロマリット（GMC）となる。 
GDS 規制緩和は、多分 2004 年の最大のニュース（non-event）である。 GDS 契約が失

効し始めているが、新たに結ばれる GDS プライシング契約は、規制緩和の影響も受け

て、益々、パーフォーマンスに従った、グローバル マーケティング契約となって行く

だろう。 
GDS は、バイアスをかけたリスティング ポジションを、ホテルに対して販売し始めて

いる。 Sabre は、Site59 パッケージを、旅行社のデスクトップ経由で販売開始してい

る。 だから、Sabre が、全てのディストリビューション プロパティー、即ち Travelocity, 
Lastminute.com, そして勿論 Sabre GDS を駆使して、マーケティングとプレースメント 
ディールを、オファーしたら良いではないか。 Cendant の Travel Distribution Services
部門が、Galileo と Orbitzと ebookersの全てに亘って、UA販売増加を達成させるために、 

UA は、Cendant に対して報奨額の増加をしたら良いではないか。 
 
 
少なくとも、米航空会社の 1 社は、GDS（1 社）から脱退する。 
「GDS に支払っている数千万ドルを、メジャーな広告代理店に渡したらどうなるだろ

う？」と或る米トップ航空会社の幹部が言っている。 今後 18 ヶ月以内に、その様な

事が、現実に起こる可能性がある。 ■ 
 
 
 
 
DTW, 11/7/2005 
2. G2 SwitchWorks Debuts Platform At ASTA For Midsize Agencies 

 G2 中小旅行社用ウエッブ流通プラットフォーム開発 

 
G2SwitchWorks が、中小旅行社（ARC 承認旅行社）用の、Web ベース流通プラットフ

ォーム G2Agent のβ版を、ASTA 2005 World Travel Congress（11 月 7 日於いて Montreal）
で発表した。 本格導入は、来年初頭が予定されている。 
 
このプラットフォームは、無料で、G2 が提携している 9 社の航空会社の保証されたコ
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ンテントを提供する。 9 社とは、AA, UA. DL, CO, US, NW, HP, AirTran, AS｡で、G2 は、

jetBlue とも LOI を締結している。 
 
このプロダクトの、何よりも注目すべき点は、G2Agent を使用する ARC 承認旅行社に、

G2 が当初の方針を 180 度変更して、インセンティブを支払う事である。 
 
G2 は、当初は、GDS が支払っているインセンティブのモデルは採用しないと言ってい

た。 『この問題は、航空会社と旅行社間で直接話し合われる性格のものだ』、と主張

していた。 このモデルでは、航空会社は、G2 に対して、トランザクション当たり 3
㌦、若しくは、それ以下のブッキング フィーを支払う事になっている。 
 
今回の方針変更について、G2 CEO Alex Zoghlin は、「航空会社と大手旅行社の直接的な

インセンティブ交渉は、上手く事が運ぶけれども、中小旅行社は、その機会に恵まれず、

従って、インセンティブも獲得出来ないでいる」、「そこで、G2 が、彼等の代表となる

事とした」、と語っている。 G2 が、一律のインセンティブを支払うのか、それとも、

旅行社ごとに、それを決定するのかは不明。 
 
このインセンティブは、航空会社が負担するのか？ つまり、航空会社は、G2 使用の

法人取扱旅行社の予約に支払うブッキング フィー以上のものを、G2Agent 経由の予約

に支払うのか？ については、G2 も提携航空会社達も、口をつぐんでいる。 
 
 
NW の、流通と e-コマース部長は、次の様にコメントしている。 
 NW は、流通コスト削減に努力している。 しかし、その目標には、まだ到達して

いない。 
 初期段階において、旅行社の販売方法を変更させるために、必要なのであれば、イ

ンセンティブが採用されてしかるべきだろう。 流動的な環境にあって、流通コス

ト削減の努力を展開しなければならない。 
 GDS コストのトリミングは、昨年、旅行社の大反対で引っ込めた、NW が提唱した

「shared-GDS-fee plan」のゴールである。 
 今月、AirTran が Worldspan から撤退した事（情報 191, P-13）を考えると、インセ

ンティブの問題よりも、LCC のコンテント保証の方が、GDS のシェアーの変更に

威力があるのかも知れない。 
 
 
レジャーの旅行社（中小旅行社）は、G2Agent を利用して、G2 提携航空会社のプライ

ベートとプロモーショナル運賃へのアクセス、及び、その予約が可能。 また、ITA 
Software テクノロジーに基づく検索ツールを使用している、その他の航空会社 数百社

のショップ（予約は出来ない）が可能となる。 
G2Agent が、本格導入される来年初頭までには、ホテルとカーの予約が可能になる他、

ミッドオフィスやバックオフィス アプリケーションの TRX、Trams やその他との統合

が出来るようになる。 G2Agent は、取消し・ボイド・払戻・エクスチェンジ・旅程変

更の自動化を通じて、旅行社の採算性向上に貢献する。 
 
G2Agent は、提携航空会社のインベントリーへのアクセスを保証している。 これは、

特に CRS 規制緩和以降、航空会社の GDS からの撤退が自由化されている現在、旅行社

にとって大きなメリットが有る筈だ、と G2 は言っている。 ■ 
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nytimes.com, 11/7/2005 
3. The Online Travel Landscapes Is Getting Crowded 

 大手ポータル、オンライン旅行市場に熱い視線 

 
Expedia, Travelocity, Orbitz のオンライン旅行社サイトが、毎日、多くの顧客を惹きつけ

て、フルサービス旅行社への道を邁進している。  
 
その一方で、Yahoo, AOL, Googleの大手ポータルが、旅行に熱い視線を向け始めている。 
 
AOL と Yahoo は、何時の日か、完全な旅行社になるのではと言う勢いで、旅行の分野

を強化している。 そして、今まで動きを見せなかった、Google が、最近になって、

ヤット旅行に注目し始めているようだ。 
 
Google は、検索ボックスを使用した、航空運賃検索“Flight Links（仮称）”のβ試験を

開始した。（情報 191, P-14） 全くパブリシティーの展開を行わず、北米市場だけを対

象にしたこの新プロダクトには、広告も掲載していない。（検索結果画面にアルファベ

ット順にリストされる Expedia, Hotwire, Orbitz, Priceline は、広告ではない） 
（Google の旅行分野進出の遅行性は、一種のミステリーとまで言われている。） 
 
Yahoo は、旅行のプラニング ツール Trip Planner を立ち上げて、旅行者を、煩わしい旅

行プラニングの作業から、解放している。（情報 191、P-14） Trip Planner のユーザー

は、自分の旅行計画“バーチャル旅行”のファイルを Yahoo! Travel 上に作成し、それ

を公開して、他のユーザーと共有する事が出来る。 また、旅行者が、自分の旅行の実

体験談を書き込んだり、写真を貼り付けたりすることが出来る。 
写真については、フォトシェアリング サービスの Flickr（Yahoo が今年初めに買収）か

ら選び出す事も可能となっている。 
 
Forrester Research の主席研究員 Henry Harteveldt は、次の様にコメントしている。 
これは、全く新しいツールだ。 皆が、この様なものを欲しがっていた。 オンライン

旅行社が開発すると見られていたが、Yahoo が何処よりも先駆けて市場に出している。 

Yahoo は、この面では、Travelocity や、その他の旅行社の何処よりも、先を行っている。 
 
 
今年初めに、Yahoo と AOL は、彼等のオファリングに、旅行検索エンジンを加えた。 

Yahoo は、FareChase を買収し、AOL は、Kayak.com にマイノリティー投資した。 買

収もしくは提携した企業のエンジンを使用して、Yahoo は Yahoo! Travel で、AOL は

PinpointTravel.com で、旅行検索サービスを開始している。 この動きは、今まで

Travelocity と専属契約して、同社から年間数千万ドル（数 10 億円）を受け取っていた 
彼等にとっては、かなりアグレッシブな行動である。 
 
 
しかし、Yahoo も AOL も、どちらも、旅行社になる意図は持っていない様だ。 
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AOL は、自分達を、旅行の目的地情報調査のファーストポイントと位置付けている。 

そして、NBC の“Today”のトラベル エディターPeter Greenberg と契約して、AOL Travel
向けの、専用ビデオ セグメントを、11 月 14 日から流す事にしている。 
 
 
AOL も Yahoo も、旅行社になる為にではなく、広告収入を増加させる為に、旅行情報

を充実させている。 アナリストも、彼等のオンライン リテールに手を出さない戦略

を、賢い方法とエンドースしている。 
 
しかし、彼等のこれだけの行動でも、オンライン旅行社達を慌てさせるのには十分な様

だ。 Forrester の調査によると、14％のレジャー旅行者が、旅行の調査とプラニングの

為に、ポータルを利用している。 昨年は、9％であった。 
オンライン旅行社（44％のレジャー旅行者を惹きつけている）は、① ポータルに、よ

り多く広告を掲載するか、② 自分自身で、調査とプラニングのツールを立ち上げて対

抗するかの何れかを選ばなければならない。 
（インターネット アナリストは、①の方法を coopetiton≒競合と呼んでいる。） 
 
 
幾つかのオンライン旅行社は、ポータルの動きに対応した行動を、既に開始している。 

Travelocity は、旅行者が書いたレビューを掲載する IgoUgo を、今年 4 月に買収した。（買

収価格は明らかにされていない。） これにより、Travelocity の顧客は、彼等が購入し

様としている目的地の、無料のレビューを見ることが出来る。 IAC（Expedia）は、昨

年、ホテルに関するレビューを編集する TripAdvisor を買収している。 
 
Cendant の Orbitz と CheapTickets の CEO Mitch Truwit は、Portal の動きには驚かない、

と言っている。 準備が出来るまでは、ビデオの提供も急がない、と言っている。 
 
Expedia の North America Leisure Group 社長は、「AOL と Yahoo の最近のアップ グレー

ドは、部分的には、Expedia の成功の影響によるものだ」、と言っている。 「顧客の要

求を満たすために、我々は何をしなければいけないのか？ その中で、リッチなストリ

ーミング ビデオが、顧客から要求されるのであれば、それに対応する」と述べている。 
 
 
今まで、旅行には余り関心を示して来なかった、Google の動きが気になるところであ

る。 そのサイズとリーチの巨大さから見て、旅行のコマーシャル スペースへの、よ

り傾斜した動きは、必ず、大きな影響を他に与えるだろう。 彼等のチッポケな Flight 
Links は、ヒョットして、この第一段階なのかも知れない。 ■ 
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Forrester Research, October 18, 2005 
4. Who Books With The Big Three Web Agencies? 

オンライン旅行社御三家を使っているのは誰か？ 

 
 
28%の北米レジャー旅行者が、オンライン旅行社御三家－Expedia, Travelocity, Orbitz－
の何れかを使用して旅行を購入している。 そして、少なくとも、夫々の旅行社の 1/3
の購入者は、他のオンライン旅行社でも購入している。 各旅行社サイトの顧客ベース

は、確固としたパーソナリティーを持っており、旅行の趣向と購入癖では、サイト毎に、

多少の違いを見せている。 Orbitz の顧客層は、“cheap chic”旅行を好み、Travelocity
の顧客は（少し高価でも）より良い旅行の購入を求め、Expedia の顧客は、幅広い客層

に広がっている。 
 
オンライン旅行社御三家経由の販売を増加させるためには、サプライヤーは、単に均一

のプロダクトを、価格割引付きで提供するのではなくて、各サイトの顧客層の違いを理

解し、彼等に合致したプロダクトを、マーケティングしなければいけない。 
 
この Forrester のレポート（アンケート調査）は、オンライン旅行社最大手 3 社のレジャ

ー顧客層の違いを分析している。 情報 192 では、このレポートの中から、「顧客のク

ロスブッキング（複数サイト利用）の状況」と、「サプライヤーに対するリコメンデー

ション」（結論）を抜き出して、以下にまとめる。 
 
 
（１）「顧客のクロスブッキング（複数サイト利用）の状況」 
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情報 192（平成 17 年 11 月 14 日）  TD 勉強会 16



 
 
 

 
 
 
 

情報 192（平成 17 年 11 月 14 日）  TD 勉強会 17



 
 
（２）「サプライヤーに対するリコメンデーション」 
サプライヤー達は、好むと好まざるに拘わらず、彼等がリーチ出来ない顧客層に対する

販売の為に、オンライン旅行社を必要としている。 それでは、サプライヤーは、レー

トの割引や、マージンとコミッションの増額以外に、どうしたらオンライン旅行社経由

の販売を増加させる事が出来るのだろうか？ 
 
Orbitz: Sell indulgence and explore cohort marketing 
Orbitz の、旅行を強く好む客層向けに、耽溺型パッケージ？（“indulgence” type packages）
を作り出してはどうだろうか。 
具体的には、航空会社は、パッケージにプレミアム キャビンのオプション販売を加え

たらどうだろうか。 ホテルは、豪華さを好む Orbitz 顧客に、Aveda バス プロダクト

のようなパートナーと提携したコーホート マーケティング（世代別訴求マーケティン

グ）を展開したらよい。（26 歳～39 歳の generation X 向けに、Aveda のプロダクトを提

供する？） 
 
コーホート分析 ＝ 「戦中・戦後世代」や「団塊の世代」などという時の、世代という言葉は、生まれ

た時代が同じ人々の集まりという意味で、ここでは出生コーホート（略してコーホート）と呼んでいる。

対象者をコーホートにしたがって分類し、生活行動や意識を比べるのがコーホート分析である。 
（intage.co.jp） 
 
Travelocity: Focus on families and the affordably exotic 
Travelocity の顧客層にアピールするためには、サプライヤーは、“男性”と“家族”に

焦点を当てた販売を試みるべきである。 Travelocity の顧客は、子供を連れて、長期の

家族旅行をする可能性が高い。 また、月並みの Vegas や Orlando 行き以外の商品も、

揃える必要がありそうだ。 Travelocity 顧客は、より高額商品を購入する傾向がある

（注）ので、特別商品、例えば「コスタリカでゴルフ」、を作るのが良い。 ホテルは、

家族向けの各種の“クラブ”をオファーするのが良い。 
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（注）尤も、今日では Expedia 顧客層と変わりがなくなっている。 
 
Expedia: Concentrate on adults and on higher-end products 
Expedia の顧客への販売では、家族旅行に焦点を当てる必要はないようだ。 彼等は、

子供連れの旅行は余りしないようだ。 Expedia の顧客層は、旅行頻度の多い層と、少

ない層が入り混じっている。 彼等の旅行当たりの消費額は高く（注）、高いクオリテ

ィーの商品には、出費を惜しまない傾向がある。 これらの旅客層にリーチする為に、

サプライヤーは、より多くのアップスケール商品販売や、それらへのアップセリングを

試みるべきである。 例えば、最近就航した、NYC=LON 間の全席ビジネスクラスの

Eos Airlines や MAXjet を販売したらどうだろうか。 4 つ星や 5 つ星ホテルは、スイー

トやコンセルジェ或いはクラブ レベルのアコモデーションを、レンタカーは、よりエ

キゾティックな車の販売を行ってはどうだろうか。 ■ 
 
 
 
TD 勉強会、11/11/2005 
5. デルタ航空とユーエス航空 第 3 四半期決算 
 
Chapter 11 企業の DL 航空と、9 月末に America West Airlines と合併したばかりの US 航

空の第 3 四半期決算が発表されたのか表の、その概要をまとめる。 
（US と HP の合併は、実質的には HP の US 買収であるが、財務諸表上は、税会計規則

に基づいて、USが存続会社になっている。 第 3四半期決算には、合併後 4 日間の[新]US
航空の決算と、88 日間の HP の決算が含まれている。） ■ 
 

 
 
 

REV 
million 

OPP 
million 

NP 
million 

ASM 
billion

Yield 
cent 

L/F 
% 

CASM
cent 

Fuel 
ガロン 

現金 
同等物 備 考 

4,216 
+8.9% 

-240 
(-423) 

-1,130 
(-646) 

41.0 
+4.8%

11.97 
(11.72)

79.21 
(77.66)

10.86 
(10.96)

$1.82 
($1.20) 

2.6bn 
(2Q2.0) 

508 機（(542)
全てメイン＋

リジョナル値
 

D
L 

・ C-11 後、新たに▲30 億ドルのリストラ計画編成。 内訳： 収入増と路線採算性向上＋＄1.0bn、
破裁内リストラ▲＄970m + 労務費削減▲＄605m、+ パイロット▲$325m 

・ 9 月 7 日、リジョナル子会社 ASA、SkyWest に売却。 $425m + $50m 航空機デポジット 
・ 9 月 27 日、Visa/Master クレジットカードと 2007 年 10 月 27 日までの契約更新。 クレジット販売

（搭乗未了）と同額の restructuring cash reserve が必要となった。 
・ 10 月 6 日、DIP ファイナンス$2.2bn、破裁承認取得。 
・ 11 月 1 日、破裁にパイロット組合との労働協約の一方的破棄承認を申請。 
・ 従業員数 58,000 人（69,700 人）、航空機 782 機（842 機）リジョナルを含む。 
・ キャッシュ リザーブ＄2.6bn のうち unrestricted は$1.4bn。 
 

1,882 
+5.3% 

-19 
(-158) 

584 
(-214) 

13.2 
-3.6% 

12.41 
(11.73)

77.5 
(77.8) 

11.13 
(11.59)

$1.88ie 
($1.11) 

2.2bn 
内 1.4bn 
使途自由 

 
統計データは

mainline 値 
 

U
S 

・ 第 3 四半期決算には、合併後 4 日間の[新]US 航空の決算と、88 日間の HP の決算が含まれている。

・ 当期利益には、合併による、reorganization net +$664m を含む。 これを除けば、欠損▲$80m。 
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DTW, 10/24/2005 
6. Marriott Brands Web Practices As Trademark Abuse 

マリオット ホテルのオンライン販売条件 

 
 
Marriott International が、インターネット上で、同社のトレード

マーク濫用を阻止するためのオンライン販売条件（ガイドライ

ン）を設定し、これを 11 月 1 日から適用する。  
この動きは、オンライン旅行社の Marriott 販売を、変更させる

ことになるだろう。 
 
（１）ガイドラインの概要、（２）エンフォースメント、（３）InterContinental のガイド

ライン、の順で、以下にまとめる。 
 
 
（１）ガイドラインの概要 
 
Marriott が新たに設けた販売条件（エンフォースメント付き）は、同社のトレードマー

ク（トレードネームを含む）の、以下の全てのインターネット環境での無断使用を禁止

している。 
 
 Web サイトや Web ページ 

トレードマークを頻繁に Web ページ上で使用して、検索順位を上位に上げる行為も禁

止されている。 即ち、キーワード スタッフィングが、禁止されている。 
キーワード スタッフィング＝Web ページ上にキーワードを大量に詰め込む SEO スパム（不正行為）。 例

えば画像の ALT（オルト）属性に画像とは無関係なキーワードを詰め込むこと。（SEM/SEO 講座） 
 テキスト、或いは、いかなるペイドサーチ広告（paid search ads） 

Marriott は、ガイドラインの対象となるオンライン旅行社として、検索エンジンの Yahoo, 
Google、旅行検索 Web サイトの Expedia, Travelocity,USBestHotels.com、比較ショッピン

グサイトの NexTag, SideStep の名前を上げ、彼等のペイドサーチ広告への Marriott トレ

ードマークの使用を禁止している。 
 キーワード検索 

Marriott のトレードマークを含むキーワードへの、ビッドも購入もしてはいけない。 
トレードマークの単独使用は勿論の事、他の用語と関連付けた使用も禁止される。  
例えば、Google で「Marriott New York hotels」と検索すると、検索結果のページには、

Expedia, Priceline, Cendant, Lodging.com 、 そ し て 余 り 良 く 知 ら れ て い な い

Simply-NewYork.com, Htoelocity.com が出てくる。 これのサイトは、全て、Marriott の
名前（トレードネーム）を無断で借用して、有料のスポンサーリンクを購入している。 

Google にとっての広告主でも有る。 これらのサイトは、オンライン販売の方法の変

更を迫られる事になる。 
 Web アドレス 

Web アドレスへの Marriott トレードマークの使用を禁止している。 （Marriott と類似

したドメイン名の購入を禁止している。 良くあるミススペリング、あるいは Marriott
名と類似したドメインを購入して、本当の Marriott.com に接続したがっている顧客を、

ハイジャックするサイトが存在する。） 
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この他に、禁止される行為は以下の通り。 
 
 Web サイトと Web ページは、Marriott の「Look No Further Best Rate Guarantee」を遵

守しなければいけない。 
 トレードマークを、「大幅割引」(substantial discount)、「オンラインのみ提供価格」

(only exclusive rates)、「最低料金」(lowest price)、「特別料金」(special rates)、「▲70％
引き」(save 70%) などの表示と共に使用してはいけない。 

 オンライン旅行社は、契約するアフィリエートにも、このガイドラインを守らせな

ければいけない。 
 無断スクリーン スクレーピングは、禁止される。 SideStep は、Marriott サイトの

公示料金へアクセスを許された最初の旅行検索エンジン。 アクセスの実際の方法

は、スクレーピングによるものではなく、XML インターフェイスによる。 Marriott
は、SideStep の検索エンジン サイトと e-メールのニュースレターに、「ご予約は

Marriott で」と訴える広告を掲載する。 
 
 
（２）エンフォースメント 
 
Marriott は、インターネットの自動オーディット ツールの企業 Cyveillance（Arlington, 
Va.）と契約して、オンライン旅行社サイトの Marriott トレードマークの使用を監視する。 

この監視により、問題があるオンライン旅行社が発見された場合は、① 書簡にてガイ

ドラインの遵守を要求する。 30 日間の猶予期間内で、ガイドラインが遵守されない

場合は、② Marriott 販売を禁止させると同時に、コミッション支払いを停止する。 
場合によっては、訴訟も辞さないと、Marriott は言っている。 
 
Marriott は、トレード問題で、Google にアプローチしている。 
しかし、Google は、検索エンジンとしての独自のガイドラインを保有しており、「トレ

ードマークの問題は、広告主とトレードマークの所有者間の問題」と言っている。 そ

して、広告主には必ずしも関係ないトレードマークを伴ったキーワードの購入を、継続

して広告主に許している。 
 
 
（３）InterContinental のガイドライン 
 
InterContinental Hotels Group も、オンライン旅行社のトレードマーク濫用防止のガイド

ラインを設定している。  
 
2004 年 4 月に、IHG は、流通ガイドライン（distribution standards）を作成し、それに基

づくトレードマーク承認プログラムを導入している。 そして、IHG が、流通業者を承

認する際には、流通業者及びそのアフィリエートに、『キーワード マーケティングの為

に、IHG が所有する如何なるトレードマークをビッド若しくは購入しない』 事を、誓

約させている。 ■ 
 
 
 
7. 其の他のニュース 
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 旅行流通 TD  
 
 
（１）アメリカン エクスプレス クレジットカードと旅行販売のシナジー追求 
米国最大の旅行社 American Express が、来年から、法人サービス部門とリプレゼンタテ

ィブ オフィス（全米に 500 箇所以上展開）のパートナーシップ強化に動く。 
これに加えて、クレジットカード データベースを、自社旅行アウトレットとアフィリ

エートへ使用する。 これは、オンライン旅行社や、航空会社の法人旅行オンライン販

売強化（特に UA 航空の United Go Business ＜→情報 191, P-12＞） への対抗措置。 

Amex は、同社のカード所有者に対して、プレミアムな旅行のプロバイダーになる事を

欲している。 以前から、カード データベースを、ターゲット マーケティングに使用

して来たが、これを更に進めて、グリーンとゴールド カードの所持者に対しても特選

旅行プログラムを提供する。 
Amex は、レップに、航空会社 6 社の▲35%迄の国際運賃割引レートを提供している。 
Amex は、レップに、以下の 3 つのテクノロジー ツールを提供している。 
BookingBuilder Desktop 無料、non-GDS エアーの予約用。 
AgentWare の Trip Console GDS と non-GDS ソースに対する運賃検索と予約。 
VacationPort オンライン レジャー ショッピングとマーケティング 

ツール、無料で、2006 年第 1 四半期から、Amex のエク

スクルーシブなコンテントを提供する。 
Amex の第 3 四半期決算は、下表の通り、前年同期を+23%上回る、$865m（960 億円）

（continuing operations）を達成している。 
単位 million USD ’05 3QT ’04 3QT 伸び率 
Revenue 6,068 5,476 +10.8% 

Discount rev 2,945 2,535 +15.6%  ① 
Travel commi. & fee 421 426 - 1.0% 

Income from continuing op.  865  702 +23.2% 
Net income 1,030  879 +17.1% 
    
其の他のデータ    
旅行販売 4.8bn 4.6bn +4.9% 
同 コミッション率 8.7% 9.2% ② 
トラベラーズ チェック販売 5.8bn 5.8bn -0.5% 
クレジットカード枚数 5,430 万枚 4,970 +9.4%  ③ 
平均ディスカウント率 2.57% 2.60%  
カード当り消費額 2,610 2,330 +12.0% 
① Discount Rev. = Merchant fee 
② コミッション率＝Travel commissions and fees 収入÷旅行販売 
③ クレジット枚数＝Basic cards-in-force 
(DTW, 11/1/2005; American Express press release, 10/24/2005) 
 
（２）プライスラインの第 3 四半期決算 予想を遥かに上回る 
Priceline は、第 3 四半期決算で、$170m（190 億円）の利益を計上した。 この利益に

は、$170m（190 億円）の税効果会計による特別収入（reversal of a portion of the Company’s 
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deferred tax asset valuation）が存在する。 前年同期の利益は、$9.2m。 
グロス ブッキングは、$611.1m（673 億円）で、前年比+40.4%の伸び。 これには、買

収した Active Hotels and Bookings の販売が含まれている。 第 3 四半期の期末現金及び

同等物は、$123m（135 億円）。 
単位： thousand USD ’05 3QT ’04 3QT ‘05/04 
Total revenue 258,797   235,882   +9.7% 
Gross profit 80,002     57,104     +40% 
Operating income 12,892   9,650   +33.6% 
Net income 170,594   9,264   N.M. 
    
欧州予約 165m n.a. +75.5% 
ホテル 予約 3,499m 2,087 +67.7% 
レンタカー予約 1,692m 1,364 +24% 
航空券 予約 680m 725 ▲6.2% 
    
(travel wire, 11/7/2005; Priceline press release, 11/2/2005) 
 
（３）全米旅行者業界 旅行社の ID カード不正使用に警告 
ASTA（全米旅行者業界）が、年次総会の場で、会員に、不正 ID カードを使用したエー

ジェント ディスカウント レートの悪用を禁止するよう訴えている。 
Marriott は、1 月から、不正 ID カードを使用した旅行社に対して、コミッションの支払

を停止する。 Marriott は、1998 年から、旅行社毎のエージェント ディスカウント レ
ート（Famtastic レート）使用実績をトレースしている。 Famtastic レートの使用が、

事前に決定されたレベルを超過させた旅行社は、このレートへのアクセス権を喪失する

羽目になる。 昨年で 10～15 社の旅行社が、アクセス権を奪われている。 ひどい旅

行社は、Famtastic レートを e-Bay で販売している。(DTW, 11/7/2005) 
 
（４）トライセプト、マルチ クルーズ オンライン予約エンジン開発 
VacationAccess（VAX）Web ベース レジャー予約システムの開発社である Trisept Solution
が、強力なマルチプル クルーズライン 予約エンジンを開発した。 同社は、更に、VAX
の海外展開も、同時に発表した。(DTW, 11/7/2005) 
 
（５）セーバー、パッシブ セグメント予約の濫用を警告 
Sabre は、12 月 1 日から、パッシブ セグメント（所謂 YK）の不適切な使用を禁止する。 

パッシブ セグメントとは、GDS の外部で作られた PNR（ブッキング フィーの対象と

ならない）を、管理の為に GDS 内部に持ち込む行為で、Sabre によれば、航空会社と旅

行社の、この YK の不適切な使用が増加していると言う。 
不正使用を継続する常習犯は、YK ファンクショナリティーが取り上げられてしまう。 

ファンクショナリティーを復活させるには、YK の有料化（1YK 当り$2.50）と、YK を、

GDS インセンティブの対象としない事に合意しなければならない。  
YK の適正使用には、①航空会社でのダイレクト予約後の、旅行社サービスを受ける為

の YK、②グループの予約管理、③コンソリデターのアクティブ予約保有時の管理、④

Sabre 内にコンテントが見つけられない場合（LCC 等のケース？）、⑤特別に許可され

た Sabre のソフトウエアー アプリケーションの利用の場合、が含まれる。 現在、特

別に許可されているアプリケーションは、GetThere のみであるが、更に 15 のアプリケ

ーションがこれに追加される予定。 Sabre は、この措置により、GDS 代替経由予約の
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YK 使用を阻止する。(DTW, 11/8/2005) 
 
（６）GPS 付き旅行ガイドブック リリースされる 
GPS Multi-Media（NYC）が、世界で初めて（GMM）の、携帯 GPS 付きツアー ガイド シ
ステム CityShow を開発した。 先ず手始めに、NYC のガイドから売り出す。 
このガイドは、歴史やストリー等の解説、音楽、地図、写真を満載し、NYC ガイドで

は、マンハッタン地区のトップ アトラクションにハイライトを当てている。 使用料

は、1 日当り$49 で、使用希望者のホテルまで、携帯機器のデリバリー サービスが付い

ている。(DTW, 11/9/2005) 
 
（７）アマゾン サイドステップ使用 エクスペディアのホットワイアーに肘鉄 
Amazon が、2006 年初頭から、Expedia の Hotwire の代りにメタサーチの SideStep を使

用する事になった。 Amazon の方式は、 
① Amazon の旅行セクションから SideStep にアクセスし、エアー・カー・ホテル・バ

ケーション パッケージのインベントリーを検索、 
② 広告主の Web サイト（サプライヤー若しくは旅行社）で、実際の予約を実施する、 
方式が採用されている。 SideStep は、AA 航空とマーケティング パートナーシップを

締結した。 これにより、AA は、SideStep.com 及び、その他の幾つかの検索エンジン

のマーケティング媒体上に広告を掲載する。 SideStep は、XML テクノロジーを使用

して、AA の運賃とフライトにダイレクト コネクトする。(DTW, 11/10/2005) 
 
 
 
 空 運  
 
 
（１）IATA 今年度の航空業界欠損▲74 億㌦を予測 
昔の航空業界のジョークに「飛行機が着陸してエンジンを止めたのに、何故うるさい音

が継続して聞こえるのだい？」、「例によって、業界の連中が泣き言を言っているのさ！」

と言うのが有る。 
先週開催された Cannes Airline Forum でも、航空会社に惨憺たる財務状況をもたらして

いる、着陸料、非効率な規制、燃油の高騰、に航空業界の非難が集中した。 IATA に

よれば、今年度の航空業界の欠損は、▲74 億㌦（8,150 億円）に上ると推定されている。 

燃油高騰が継続し、鳥インフルエンザの脅威が需要に悪影響を与えれば、欠損は、▲100
億㌦（1 兆 1,000 億円）に達してしまう、と IATA は予測している。 
それにも拘らず、どうして航空会社に対する投資が止まらないのだろう？ 過去 20 年

間で、航空会社数は、減る所か増加している。 コンサルタント会社の Airclaims によ

れば、過去 20 年間で、航空会社の数は、332 社から 673 社に増加していると言うのだ。 

この業界の倒産率も極めて低く、各年 2％の航空会社しか倒産していない。 
燃油価格も、LCC（low cost carrier）の伝統的航空会社に対する相対的運賃競争力を、

却って強めている。 LCC は、伝統的航空会社が、燃油の高騰を旅客に転嫁している、

燃油サーチャージの導入に反対している。(FT.com, 11/1/2005) 
 
（２） 英国航空 第２四半期営業利益 増益達成 需要増が上昇するコストを相殺 
BA 航空の第 2 四半期決算は、下表の通り、燃油の高騰、LHR 空港のケータラーGate 
Gourmet の労働争議が有ったにも拘らず、堅調な需要増（特にハイイールド旅客）に支
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えられて、営業利益で、+6.5%の増益を達成した。 
単位 million £ ’05 2QT ’04 2QT ‘05/’04  備 考 
収  入 2,205 2,038 +8.2% イールド +1.3% 
営業利益 261 245 +6.5% ユニットコスト +2.2% 
税引き前利益 171 225 -24.0% 作年 QF 株売却+£86m 有り 
 
 BA は、来年３月に終了する今年度の収入見通しについて、前回の見通しを+0.5%

ポイント上昇させて、前年比+6～+7%に修正した。 
 年度決算では、過去数年間継続して下落していた、イールドの改善が期待されて

いる。 
 過去 3 年以上下落させたユニット コストが、初めて上昇（+2.2%）に転じた。 
 燃油費は、第 2 四半期決算で、+51.3%増加して£410m（820 億円）となった。 BA

は、第 2 四半期から、来年 3 月末迄、81%をバレル 45 ㌦で、来年度の 50%～60%
をバレル 55 ㌦でヘッジしている。 

 第 2 四半期末の負債（net debt）は、年度初めから▲£505m（1,010 億円）減少して、

£24 億（4,800 億円）になった。 
 営業利益の増益にも拘らず、中間配当を見送る。 見送りは、これで 5 年連続。 
 BA 会長は、▲£14 億（2,800 億円）の年金赤字がある時に、配当の余裕はない、と

言っている。 
 8 月中旬の、Gate Gourmet の同情山猫ストによる、700 便以上の欠航と、全世界で

11 万人に上るストランド旅客発生の損害は、▲£35m～£45m（70 億円～90 億円）

と見積もられている。 
 BA の新 CEO Walsh は、2007 年迄に▲£300m（600 億円）の労務費削減が必要と言

っている。 そして、BA は、最早▲£14 億の年金赤字は支えられない、と言って

いる。 
 第 2 四半期営業利益率は、11.8%と目標の 10%を超過したが、多客期の 10%超は、

意味をなさず、通年での 10%達成が必要、と Walsh は語っている。 通年で 10%
のマージンを達成する為には、第 2 四半期営業利益率 17%の達成が必要になる、

と彼は言っている。 
 ▲£300m（600 億円）の労務費の削減の中には、悪名高い BA の常習的欠勤

（absenteeism）の是正分 10%が含まれている。 
 新 CEO Walsh は、センシティブなコスト削減の難問題と、2008 年初頭の LHR 空港

ターミナル 5 移転の難事業の二つを背負う事になる。 
(FT.com, 11/4/2005; BA press release, 11/4/2005) 
 
（３）ノースウエスト航空パイロット組合 ▲25%ペイカットに合意 
NW 航空のパイロット組合員（ALPA 組合員 5,000 人以上）は、11 月 4 日、▲25%の暫

定ペイカット案（年間▲$215m≒240 億円）に、3:1 の賛成票を投じた。 会社は、▲$358m
（394 億円）のカットを組合に要求していた。 NW のパイロット達は、既に▲$265m
（292 億円）のカット（▲15%の賃金カットを含む）に合意している。 
客室乗務員の組合は、11 月 2 日、▲$117m（130 億円）のカットに合意した。 これは、

会社の要求額 $195m の 60%に当たる。 
荷物係とその他の地上職組合（IAM）は、暫定カット案の▲ $114m（126 億円）に反対

しない事を決定している。 IAM 組合員に対する会社の当初カット案は、▲ $190m。 
NW の 9 月の定時性は、74.8%と、DOT にデータをファイルしている 20 社の中で最低

を記録した。 整備員のストが始まった 8 月の定時性 67.2%よりも向上している。 9
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月の全社平均は、82.7%であった。(nytimes.com, 11/4/2005) 
 
（４）ライアン航空 燃油の高騰下で記録的な上半期利益計上 

欧州最大手 LCC Ryanair が、燃油の高騰下にも拘らず、記録的な

上半期決算を達成した。 同社は、2012 年迄に、旅客数倍増を計

画している。 
収入は、+33%の 946m ユーロ（1,230 億円）、旅客数は、+29%の

1,800 万人、税引き前利益は、+22%の 269.5m ユーロ（350 億円）。 

当初の予想に反して、イールドは+3%上昇している。 他社の燃

油サーチャージが、Ryanair の相対的価格競争力を増加している、

と CEO Michael O’Leary が語っている。 
Ryanair の燃油費（総運営コストの 36%）は、上半期で、前年比倍増の 237 ユーロ（310
億円）に達している。 Ryanair は、今迄、燃油のヘッジ購入を実施して来なかったが、

10 月から来年 3 月迄、90%をバレル 49 ㌦でヘッジした。 それ以降は、今の所、ヘッ

ジはしていない。 ユニット コストは、燃油高騰を反映して+8%上昇したが、燃油コ

スト除きでは、逆に▲7%低下している。 新型機 B737-800 の増機と、飛行場との低コ

スト基地契約が、燃油除きのユニット コスト減に貢献している。 Ryanair は、来年 3
月末で、B737-800 型機 107 機を所有する。 次の７年間で、更に 127 機を受領する。
(FT.COM, 11/7/2005) 
 
（５）インデペンデンス 終にチャプター11 申請 
Independence Air（米国 25 番目-供給規模-の航空会社）が、終に Chapter 11 を申請した。 

前身のリジョナル航空会社Atlantic Coast Airlines（UAとDLのリジョナル運航受託会社）

から、WAS ベースの LCC に独立後、タッタの 18 ヶ月目での Chapter 11 申請となって

しまった。 
同社は、Chapter 11 による会社更正の途を選ばず、身売り先を探している。 既に、買

収に興味を示している 30社と、1月 5 日を期限とする交渉に入っている、と Independence
は言っている。 同社は、継続して、A319（12 機）と CRJ（30 機）の運航を継続させ

るが、その他の小型機（28 機）の運航を中止し、そのリース契約を停止させる模様。
(FT.com, 11/7/2005) 
 
（６）米運輸省 米航空企業に対する外資規制緩和 
米運輸省（DOT）は、米航空企業に対する外資規制を緩和する。 現在、米航空企業に

対する外資の導入については、連邦航空法（Federal Aviation Act）により、議決権付き

株式への投資の場合は 25％以下、普通株式への投資の場合は 49％以下に制限されてい

る。 DOT は、この連邦航空法はいじらずに、「外資による“コントロール”」の定義

を、厳格な解釈から緩和されたものに変更する。 
具体的には、民間機の軍事転用（Civil Reserve Air Fleet）、安全性とセキュリティーと言

う基本的な問題を除いて、純経済的なコントロール（マーケティング、カスタマー サ
ービス、機材計画、スケジュリング、運賃政策など）を、外資の手に完全に委ねても良

いと言う。 
なお、この規制緩和措置は、米国に対してオープンスカイの政策を取っている諸国にの

み適用される。 LHR 空港への乗入れ規制を実施している英国は、今の所は、この規

制緩和の対象にされない。(DTW, 11/8/2005) 
 
（７）豪カンタス航空とドバイ エミレーツ航空の舌戦 
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世界の航空業界で、最も成長が早い Emirates 航空が、乗入れ便数

倍増を豪州政府に要求している。 Emirates が要求しているのは、

ドバイ＝豪州間の便数、週間 84 便で、ドバイ経由の豪州＝欧州旅

客の獲得を狙っている。 
QF は、これに大反対している。 Emirates 航空は、①ドバイの 100％
国営で、②政府のバックアップによる容易な資金確保が出来、③法

人税も支払わない、そんな企業に、「第 6 の自由の需要」（他国から

自国経由で以遠地点へ有償の貨客を輸送する権利）を認めるべきで

ない、と言っている。 
（Emirates の会長は、ドバイ政府を支配している王族の親戚で、ドバイ空港を運営して

いる航空局のヘッドを兼任している。） 
Emirates は、自分達は政府補助を全く受けていない、と言っている。 外国社の豪乗入

れを、自国政府に規制して貰っている QF こそが、競争を歪めている張本人だと、GF
を非難している。（豪政府は、SQ の SYD=米西岸線乗入れを認めていない。） 両社の

非難の応酬合戦が、激しさを増している。 最近、中東の国営航空会社は、Emirates を
はじめ、Qatar Airways, Etihad （アブダビ）等の各社が、エアバス及びボーイングの長

距離機材を数多く調達している。 欧州の航空会社も、特に AF-KL が、QF と同様に、

中東諸国の航空会社について脅威を感じている。(FT.com, 11/8/2005) 
 
（８）ボーイング アジア太平洋地域の航空機需要 7,200 機を予測 今後 20 年間 
ボーイングは、アジア太平洋地域の今後 20 年間の民間航空機需

要が、7,200 機（7,700 億㌦≒85 兆円）に上ると予測している。 

機種別の内訳は、一本通路の狭胴機が 3,690 機で一番多く、以下

2 本通路の中型機 2,430 機、リジョナルジェット 540 機、B747
及びそれ以上のサイズ 510 機と予測している。 そして、この

地区のフリート総機数は、20 年間で、8,600 機と、現在の 3 倍の

規模に拡大すると、ボーイングは予測している。 
旅客需要予測は、世界平均+4.8%に対して、アジア太平洋地域の伸びは、それを上回る

+6%が予測されている。 中国の航空需要の増加（国内線+9%、内際合計+7.8%）が、

この地域の需要増率を引き上げている。(channelnewsasia.com, 11/8/2005) 
 
（９）ルフトハンザ航空、第 3 四半期好決算達成 
欧州第 2 位の航空会社である LH 航空が、1 月から 9 月の 9 ヶ月間で、前年同期を倍増

させる営業利益 471m ﾕｰﾛ（612 億円）を達成した。 収入は+2.7%の 133 億ﾕｰﾛ（1 兆

7,300 億円）であった。 ネット利益は、164m ﾕｰﾛ（215 億円）から 3 倍の 416m ﾕｰﾛ（550
億円に拡大した。 通年で、400m ﾕｰﾛ（520 億円）の営業利益の確保（前年 383m ﾕｰﾛ）

が確実となった。 第 3 四半期の決算には、Loyalty Partner（FFP プログラムの運営会

社）株 52.6%の Palamon Capital Partners（英ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｴｸｲﾃｨｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）への売却益 100m
ﾕｰﾛ（130 億円）と、Amadeus の残余株 5.1%の売却 180m ﾕｰﾛ（235 億円、book profit）が

含まれている。 Amadeus 株については、LH は、昨年、一部を売却し、292m ﾕｰﾛ（380
億円）を既に得ている。 今回の残余株売却後、LH は、Amadeus の新たな持ち株会社

WAM Acquisition の 11.4%株式を、100m ﾕｰﾛ（130 億円）で購入している。 
この決算には、段階的買収により、49％の株式を取得した Swiss International Airlines の
実績が、初めて含まれている。(FT.com, 11/9/2005) 
 
（10）ボーイング、B777-200LR 長距離飛行の世界新記録を達成 
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B777-400LR（Longer Range）デモ機（乗員乗客 35 人）

が、11 月 9 日、HKG→LON 間（北米上空経由）11,000
海里（20,300 キロ）を 23 時間で飛行する新記録を樹

立した。 以前の記録は、1989 年の B747-400 による

LON→SYD（9,200 海里）。 B777-200LR は、ツイン

エンジン B777 シリーズの第 5 番目の派生型機で、来

年初頭に Pakistan International 航空に納入される他、

Eva Air, Qatar Airways, Air India などが発注している。 

世界の 42 の航空会社が、700 機以上の B777 ファミリ

ー機を発注している。(nytimes.com, 11/10/2005) 
 
（11）タイ最大民営バンコック航空、航空機と施設に 6 億㌦投資 
タイの最大民営航空会社 Bangkok Airways が、アジア

地区の旺盛な航空需要に対処するため、長距離新機材

（6 機）の購入に 24 億バーツ（650 億円）を投資する。 

A350 型機若しくは B787 型機が候補に上がっている。 
同社は、 2006 年 6 月にオープンする新空港

Suvarnabhumi 国際空港で、新ハンガー建設に 10 億バ

ーツ（27 億円）を投資する。 
同社は、12 月に、BKK=広島線を開設する。 そして、

来年 4 月から BKK=名古屋線の開設を計画している。 
Bangkok Airways は、タイ国内線に加えて、カンボジア、ラオス、ミャンマー、シンガ

ポールのアジア諸国に路線網を展開し、今年末までに、インドへの乗入れを予定してい

る。(channelnewsasia.com, 11/10/2005) 
 
（12）エスエーエス、ブリティッシュ ミッドランド株売却熱望 
・ SAS が、British Midland（BMI）の株式 20％を売却したがっている。 SAS は、BMI

と LH と 3 社ジョイントベンチャーEuropean Co-operation Agreement（ACA）を結成し

ている。 
・ ECA により、SAS と LH は、BMI に夫々20％と 30％マイナス 1 株の出資を行い、

LHR 空港の 14％のスロットを所有している BMI の欧州路線網と、彼等の長距離路線

の接続を試みた。（BMI 会長の Sir Michael Bishop が、BMI の残りの 50%プラス 1 株を

所有。） 
・ しかし、契約が発効した 2000 年頃から、欧州の航空業界は、振興 LCC の台頭など

で大きく変化し、この LHR 空港に於ける接続便構想は、上手く機能していない。 
・ SAS は、単独で、Skr▲15 億（210 億円）の欠損を、この ECA で発生させている。 

今年度の ECA 欠損は、Skr▲450m （65 億円）を計上すると言う。 
・ ECA の契約は、2007 年度まで有効で、SAS の、この採算の悪い事業からの撤退を難

しくしている。 
・ LH にとっては、SAS よりも、条件の悪い内容の ECA 契約となっている。 BMI 会
長は、LH に対して、持ち株のマジョリティーを、契約で決められた最低株価（現在

の市場価格より余程高い）以上で売却する、オプション権を有している。(FT.com, 
11/10/2005) 

 
（13）NYC の 3 空港とマンハッタン間のヘリコプター サービス再開 
US Helicopter Corp が、来年初め、JFK とマンハッタン間でヘリサービスを開始する。 
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JFK サービス開始後、3 ヶ月後に Newark、6 ヵ月後に LaGuardia に就航する。 マンハ

ッタンは、Lower Manhattan と East 34th Street のへリポートが使用される。 運賃は、片

道 99 ㌦からで、US Helicopter は、メジャー航空会社とのコードシェアー、運賃プロレ

ーションを計画している。 
1950 年代と 1980 年代にヘリサービスが、米国の主要な都市で運航されたが、高い欠航

率と高い運航コストの問題で、全て中止に追いやられている。 US Helicopter は、ヘリ

コプターの性能が飛躍的に向上し、採算性が改善されていると、語っている。 この会

社は、NYC サービスが成功すれば、2 年目に WAS、3 年目に CHI と LAX での営業を検

討している。(DTW, 11/11/2005) 
 
（14）ユナイテッド航空 客室乗務員 2,000 人を採用する 
UA 航空は、来年、2,000 人の客室乗務員を採用する。 これは、2001 年の 9-11 テロ攻

撃以降初めての採用。 採用条件は、23,000 ㌦～24,000 ㌦（252 万円～264 万円）で、

月間乗務時間 85 時間。 45,000 ㌦（495 万円）の最高給与（国際線乗務員）に到達す

るためには、14 年間が必要となる。  
23,000 ㌦～24,000 ㌦には、パーディアムとアローワンス

が含まれている。 これを除くと、年収は、初任給の通

常の場合（月間乗務時間 75 時間）で、16,000 ㌦（176 万

円）となる模様。 このレベルは、9-11 以前の 19,500 ㌦

（215 万円）に比較して、▲18％減少している。 
・・・・・と Association of Flight Attendants（AFA、全米

の客室乗務員の 50％が所属）の役員が語っている。 
現在、米航空企業には 9 万人の客室乗務員が働いている。 

最近の賃金カットや年金停止（UA, US）などの影響によ

り、客室乗務員の離職率が上昇している。 UA では月間

▲100 人、DL では▲40 人、が毎月離職していると言う。 

US 航空では、HP 合併による供給削減（フリート▲10％）

は、離職者が多く発生している為、客室乗務員のレイオ

フを発生させないで済むと言っている。 CO は、今年

725 人の客室乗務員を採用している。 (nytimes.com, 
11/11/2005) 

Flight attendants at the United terminal at O'Hare 
International in Chicago in May. United is hiring 
attendants for the first time in four years. 
 

（15）ヒースロー空港 オリンピック英国開催までに新ターミナル建設 
LON の LHR 空港が、2012 年のロンドン オリンピックまでに、3 千万人を収容する新

ターミナル建設（建設費凡そ 15 億ﾎﾟﾝﾄﾞ≒3,000 億円）の予備的な計画案を発表した。 

この計画案が認められれば、2009 年から建設を開始する。 
新ターミナル（Heathrow East）は、BAA が既に保有している、今後 10 年間の 56 億ﾎﾟﾝ

ﾄﾞ（1 兆 1,200 億円）投資計画に追加されるもので、新たな建設資金確保の為に、空港

へアクセスする自動車から通行料を徴収する案が考えられている。 （既に LHR 空港を

使用する航空会社は、各年、インフレ率＋6.5%の、空港使用料のアップを飲まされてい

る。） 
Heathrow East は、老朽化した T1 と T2 の代替ターミナルで、この新ターミナルが完成

されても、当該空港の収容力が向上する訳ではない。 LHR 空港は、世界一の国際線

空港で、現在、年間 6,700 万人の旅客のハンドリング能力を有している。 T5 が完成す
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る 2008 年 3 月には、これが 9,000 万人にまで向上する。(FT.com, 11/11/2005) 
 
（16）インド首相、南アジアオープンスカイ協定を提唱 
インドの Manmohan Singh 首相が、南アジア 7 カ国に於ける、オープンスカイ協定の締

結を提唱している。 この発言は、South Asian Association for Regional Cooperation
（SAARC）サミットの場で述べられたもの。 インドは、現在スリランカ 1 ヶ国との

みオープンスカイ協定を締結しているが、レシプロカルを条件に、他国に対して、イン

ドの空を開放すると、インド首相は言っている。 7 カ国とは、バングラディッシュ、

ブータン、インド、モルジブ、ネパール、パキスタン、スリランカ。 
ASEAN 10 ヶ国は、エアライン サービスの展開を容易にする、同様なアグリーメント

を保有している。(channelnewsasia.com, 11/11/2005) 
 
（17）A380 型機、SIN→Brisbane→KUL のアジア デモ飛行開始 
エンジン トラブルで 3 日間遅れたスーパージャンボ A380
型機（2 クラス 555 人乗り）が、11 月 11 日、SIN のチャン

ギ空港に飛来した。 SIN の次に、Brisbane → KUL を訪

れる。 SQ は、A380 型機を 10 機（オプション 15 機）発

注している。 QF は 12 機、MH は 6 機発注している。 SQ
は、同型機のラウンチング キャリアで、2006 年の後半に

初号機を受け取る。 このスケジュールは、当初のデリバ

リー スケジュールの 8 か月遅れ。 エアバスは、デリバリ

ー遅延に対して、日割り計算のコンペンセーションを支払

う。 エアバスは、既に 150 機の A380 型機の発注を確保

し、オプション機を含めると、合計で 200 機の発注を確保したと言っている。 A380
型機の損益分岐機数は、200 機と言われている。(channelnewsasia.com, 11/11/2005) 
 
 
 
 水 運  
 
 
（１）世界最大港湾運営社ハッチソン、インド港湾プロジェクトから締め出される 
インド政府は、Mumbai のオフショアー コンテナー ターミナル建設プロジェクト

（＄270ｍ≒300 億円）から、世界最大の独立港湾オペレーターの Hutchison Port Holdings
を締め出す決定を行った。 入札者からの Hutchison の締め出しの理由は、国家安全保

障上の理由と、インド政府は説明している。 当局は Hutchison の、中国との深い関係

に脅威を感じている。 同じく中国との関係が強い台湾の Evergreen は、締め出されて

いない。 「インドは、中国をパキスタンの同盟国と見ている」、「香港は香港であり、

台湾は台湾である」、と語っている。 Hutchison が、セキュリティーの理由で、インド

の港湾管理市場から締め出されるのは、これが 2 回目。(FT.com, 11/6/2005) 
 
（２）豪投資銀行マッカリー、中国港湾投資に乗り出す 
豪州最大の投資銀行Macquarieが、中国長江の、上海から90キロ上流のChangsyu Xinghua 
Port（CXP）の 38％の株式を、＄93m（115 億円）で取得する。 Changshu は、外資が

所有する中国初の港湾となる。 実際は、Macquarie International Infrastructure が、

Singapore Changshu Development（SHD）の 40％株式を購入し、その SHD が、CXP の 95%
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を取得する方式が採用される｡ Macquarie は、この投資は 5 年間で、約 13％の平均リ

ターンが期待されると言っている。 
中国では、交通路の深刻なボトルネックが、将来の成長を危ういものにしている。 こ

のボトルネック解消の為に、外資とマネジメント スキルの導入が不可欠となっている。 

Macquarie は、この投資を手始めに、中国交通インフラ投資を積極的に展開する。
(nytimes.com, 11/10/2005) 
 
 
 
 陸運&ロジスティックス  
 
 
（１）米上院、アムトラックの投資法案可決 ほか 
米上院が、Amtrak に対する資本補助（capital grants）を行う法案を、93 対 6 で可決した。 

この法案は、The Passenger Rail Investment and Improvement Act で、今後 6 年間、州政府

への 14 億㌦（1,550 億円）を含み、総額 114 億円（1 兆 2,550 億円）の補助を、旅客鉄

道レール改善のために支出する。 又、この法案は、Amtrak に対する補助金を、▲40％
減少させると同時に、負債の再編成を予定する。 更に、この法案は、Amtrak に、北

東回廊線（NEC）の健全事業運営化に向けた資本投下計画を、2011 年までに、まとめ

る様、要請している。 
上院案とは異なり、ブッシュ政権は、補助金支給を一切廃止し、Amtrak を一度倒産さ

せて再編する計画を有している。(DTW, 11/4/2005) 
 
米会計検査院（GAO）は、運営コストの節減努力にも拘わらず、Amtrak が、2009 年ま

でに、更に▲$400m（440 億円）の欠損を追加発生させえるだろう、と予測している。 
そして、コスト減よりも大きい収入の減少が発生する結果、毎年、▲10 億㌦（1,100 億

円）以上の営業損失が発生する、と警告している。 Amtrak は、収支改善のための効

果的な戦略計画を有していないと、GAO が指摘している。 また、財務報告書の作成

についても、信頼性に欠ける部分が散見されると、報告している。 GAO の報告書は、

Systematic Problems Require Actions to Improve Efficiency, Effectiveness and Accountability。
(DTW, 11/7/2005) 
 
米会計検査院（GAO）の Amtrak に関する厳しい報告が出された後、CEO の David Gunn
が、同社の取締役会で解任された。 
運輸大臣の Norman Mineta は、取締役会の CEO 解任決議を支持すると言う声明を発表

した。(DTW, 11/10/2005) 
 
（２）米グループ ディストリビューションをこぞって中国にシフト 
米国の製造業とリテーラーが、彼等のサプライ チェーンをより効率的なものにする為

に、こぞって、彼等のウエアハウスと流通施設を中国にシフトしている。 つい最近ま

では、米国が輸入する中国製品は、リテーラーや消費者の手に渡るまでに、米国にある

ウエアハウスを経由していた。 しかし、最近は、中国内で、より分けられ、パッケー

ジされ、ラベルを貼られ、米国ウエアハウスをスキップして、そこから直接リテーラー

や消費者に、輸送されるようになって来ている。 中国で自前のウエアハウスを建設す

る変わりに、殆どの米企業は、ロジスティック パートナーの UPS や DHL を利用する。 

UPS は、今年末迄に、50 のウエアハウスを所有し、更に来年、+10 ヶ所をオープンする。 
運輸コンサルタントの SJ Consulting によれば、中国のウエアハウスの人件費は、時給 2
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㌦に対して、米国では 14 ㌦～15 ㌦もしてしまう。 しかし、在庫不足による欠品の発

生を防ぐために、一部の商品では、米国ウエアハウスを、完全には無くせられないと言

う。(FT.com, 11/6/2005) 
米国の傘メーカーの Windbrella は、UPS と組んで、同社のフロリダの Boynton Beach 流

通センターをスキップして、広東の傘製造工場から直接顧客に輸送するシステムを採用

している。 これにより輸送時間を、30 日から 2 週間以内に短縮し、オペレーティン

グ コストを▲5～▲10%削減するのに成功している。(FT.com, 11/7/2005) 
 
（３）ドイツ鉄道 民営化を狙う 
Deutsche Bahn は、1993 年に西独の Deutsche Bundesbhan と東独の

Deutsche Reichsbahn が合併して作られて以来、収支改善に取り組み、

利益を計上できるまでに成長している。 そして、2007 年から 2008
年の民営化を計画している。 
DB の利益（EBITDA）は、1994 年の▲2.01bn ﾕｰﾛ（2,600 億円）か

ら 2004 年の+3.5bn ﾕｰﾛ（4,550 億円）に、+5.5bn ﾕｰﾛ（7,150 億円）

改善している。 昨年は、240 億ﾕｰﾛ（3 兆 1,200 億円）の収入に対

して、372ｍﾕｰﾛ（485 億円）の税引き前利益を計上している。 DB の CEO Hartmut 
Mehdorn は、民営化は、先ず 40%～45％と言うように、段階的なものになるだろう、と

語っている。(FT.com, 11/8/2005) 
 
 
 
 ホテル＆リゾート  
 
 
（１） 米国ロッジング業界、昨年度収入 1,140 億ドル（12 兆 5,000 億円）達成 
American Hotel & Lodging Association によると、2004 年のロッジング業界の売上は、前

年を＋8％上回る、1,137 億㌦(12 兆 5,070 億円)を達成した。 税引き前利益は、前年比

+30%の 167 億㌦（1 兆 8,400 億円）であった。 同協会によれば、ロッジング業界は、

全米に 47,598 のプロパティー（440 万室）を保有し、730 万以上の職を作り出している。 
ツーリズム産業の一角を占めるロッジング業界は、自動車業界、食料品店業に次ぐ米国

第 3 位のリテール産業で、30 州に於いて、1 位、2 位若しくは第 3 位の大きさを誇る業

界となっている。(DTW, 11/4/2005) 
 
（２）ブラックストーン、ラキンタ ホテルを 34 億㌦（3,740 億円）で買収 
米バジェットホテルの La Quinta は、11 月 9 日、プライベート エクイティー グループ

の Blackstone に、負債込みの 34 億㌦（3,740 億円）で身売りすると発表した。 
Blackstone は、11 月 8 日の株価に+37%のプレミアムをつけて、1 株 11.25 ㌦で La Quinta
を買収する。 
Blackstone は、6 月に、Wyndham Hotels を 32 億㌦（3,520 億円）で買収し、昨年は、Extended 
Stay America と Boca Resorts を買収している。 
不動産市場ブームが、投資家を、長期的なリターンが期待されるホテル投資に向かわせ

ている。昨年は、25 の投資案件に総額 350 億㌦（3 兆 8,500 億円）が投資されている。 

PwC は、今年、5 から 11 のディールを予測している。 
La Quinta は、Dallas に本社を置き、全米 39 州で、360 の中級ホテルを所有且つ運営し、

240 以上のフランチャイズ ホテルを運営している。(FT.com, 11/9/2005) 

情報 192（平成 17 年 11 月 14 日）  TD 勉強会 32



 
（３）ハラーズ、スターウッド、バハマリゾートの 16 億㌦（1,760 億円）ベンチャー 
世界最大のカジノ オペレーターHarrah’s は、ホテルの Starwood と

ディベロパーの Baha Mar Resorts と提携して、Bahamas に 16 億㌦

（1,760 億円）のカリブ最大のカジノ リゾートを建設すると発表し

た。 Nassau の Cable Beach のリゾート Baha Mar は、Starwood の 4
つホテル（Westin, Sheraton, W, St Regis）、95,000 平方フィートの

Caesars ブランド カジノ（1,000 室のホテル付き）、ジャック ニク

ラウス設計のゴルフ場を持つリゾート。 2007 年に建設が開始さ

れ、2010 年の完成を目指す。 このリゾート合弁事業は、Baha Mar Resorts が 56.66%、

Harrah’s が 33.33%、Starwood が 10%を、それぞれ所有する。（FT.com, 11/7/2005） 
 
 
（４）パーティーギャミング、 エンパイヤーの買収白紙に戻す？ 
先週、「Empire Online（スキン第 1 位）の買収を検討している」、と言っていた PartyGaming
が、この買収を白紙に戻すかも知れない。（→情報 191, P-24） 
カジノとビンゴのオペレーターGala が、先週、スキン第 2 位の Coral Eurobet を 21.8 億

ﾎﾟﾝﾄﾞ（4,360 億円）で買収した事、PartyGaming 自身が、スキンの MultiPoker（スカン

ジナビアで 22.5 万人の登録プレイヤーを保有）を$14.5m（16 億円）で買収する事が、

Empire Online の買収を躊躇っている理由と見られている。 （PartyGaming は、この他

に、小規模スキンの Interpoker を、$4m（4.5 億円）で買収したと言われている。） 
つまり、Empire Online は、他のスキンの顧客を自社賭博サイトへ呼び込めなくなり、

急速に企業価値を低下させている。 アナリストは、PartyGaming による買収は、ご破

算になる可能性が強いと言っている。 (FT.com, 11/12/2205) 
 
スキン＝賭博サイトへ顧客を紹介する第三者サイト。 
 
［Empire Online 株価推移 左：過去 6 ヶ月間、 右：過去 5 日間］ 
 

 

11 月 14 日 74.5ｐ

 
 
 
 
 
 その他  
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（１）11 月 14 日付ニューヨーク タイムズ 人気 Top 10 チャート 
 

(nytimes.com, 11/14/2005) 
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編集後記  
 
 
 
 
 
 
オンライン賭博 Empire Online の株価が、エライ事になっている様だ。 5 ヶ月前にロ

ンドン証券取引所に上場して、一時は、1 株 300p（600 円）近くまで跳ね上がった株価

が、ナント、その 1/4 の 1 株 75p（150 円）まで急落している。 
 
パンター（賭博プレイヤー）達が、Empire サイトから居なくなっている事が、株価急

落の原因らしい。 このままでは、倒産の可能性もあると言う。 
 
賭博サイト株への投資は、正にギャンブルだった話の様だ。 
 
こんな事を見ていると、やはり、英国の容認方針よりも、米国のオンライン賭博規制の

方が、好ましいのではないだろうか？ と思わずにいられない。  
 
しかし、その米国も、ハリケーン災害に遭遇したカジノを、今までオフショアーに閉じ

込めていた州法を変更して、海岸線から 800 フィート以内の陸地に建てることを許可し

ている。（Mississippi 州） 何処も、是非の思案にも及ばず、経済と政治家の票田が最

優先だ。 ☆ 
 
 
 
 
 
TD 勉強会の本題、TD（Travel Distribution）に話を戻す。 
 
 
 
フォーカスライトのレポートは、GDS 代替について、（少しは）詳しく教えて呉れてい

て面白い。 
 
これを読むと、今の所は GDS が、GDS 代替に勝っているが、将来は、全ての面で GDS
代替の方に勝ち目があると、フォーカスライトが言っている様に聞こえる。 
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そして、メジャーが、それに賭けている。 少なくとも・・・・・。 
（メジャーは、GDS のブッキング フィーを値下げさせたいために、GDS 代替を“GDS
に対する脅し”に使っている可能性が有る。） 
 
GDS だって、オープン システムや、オブジェクト オリエンテッドな言語を導入し、

より近代的な柔軟なソフトウエアー アーキテクチャーへ積極的に移動している。 
 
GDS は、長年培ってきた、ノウハウとスキルと経験とコンテントでもって、将来だっ

て、LTD（Limited Travel Distribution＝GDS 代替＝GNE）なんかに決して負けないと言

っている。 
 
このゲームの勝敗は、来年の、GDS のブッキング フィーと、サプライヤ－契約更新の

行方を見るまでは、おいそれとは見当がつかない様だ。 ☆ 
 
 
 
 
 
大手ポータルの Yahoo, AOL それに Google が、旅行に熱い視線を注いでいると言う。 

Amazon も、SideStep のエンジンを使って、旅行部門を強化する。 
 
オンライン旅行市場は、Expedia, Travelocity, Google のオンライン旅行社御三家で、ズー

ット席巻されて行く訳ではない様だ。 
 
ポータルは、旅行部門の強化は、オンライン広告販売を拡大させるためで、旅行社にな

る訳ではないと言っている。 しかし、本当にそうなのだろうか？ 広告と旅行の両方

の収入を獲得出来れば、それに越した事が無いジャないか。 
 
 
アナリスト達は、「広告販売に専念して、旅行事業に手を出さないのは、賢明な策であ

る」、とポータルを誉めている。 広告販売の方が、旅行よりも、それだけ高いマージ

ンを稼げるのかも知れない。 
 
 
オフライン旅行社だって黙っている訳ではないだろう。 業界 1 位の American Express
だって、2 位の Carlson Wagonlit だって、いずれは、オンライン レジャー旅行販売に本

格的に進出して来るのだろう。 ・・・・・・・だって、オンライン旅行社が、彼等の

金城湯池の法人旅行市場に進出し始めているのだから。 
（米旅行業界では、他の業界とは異なり、既存のオフライン業者のオンライン化が何故

か遅れている。 多分、彼等の法人旅行中心の商いが、そうさせたのだろう。） 
 
オンライン旅行社御三家の市場寡占は、長くは続かないのかも知れない。 
 
 
 
ポータルは、目的が広告販売の拡大にあるためか、彼等の旅行サイトの機能や検索エン

ジンの性能向上には、余り拘りを見せていないと言う。 その代わりに、デスティネー

ション ガイドや、その他の旅行情報を、フンダンに提供する事に力を入れている。 そ
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して、旅行計画作成ツールを開発している。（Yahoo Trip Planner） 
 
このポータルの動きを見ると、マイクロソフトが、2002 年に、Expedia を IAC に売却し

てしまったのは、後知恵の最たるものであるが、早まった策だったのかもしれない。 寧

ろ、自分のポータルである MSN に、Expedia を持たせてやった方が、余程良かったの

かも知れない。 
 
オンライン旅行社も、旅行の購入プロセスを格段に進歩させた後で、旅行情報のコンテ

ンツを充実させている。 そして、旅行者の実体験（レビュー）集を、サイトに掲載し

ている。 
 
旅行サイトの差別化が、テクノロジーから、コンテンツやユーザーとの一層のインタラ

クティブ化に、より軸足を移動している様だ。 そして、コンテンツの伝達に、益々ビ

デオ（動画）が使われるようになって行くのだろう。 
 
 
オンライン旅行販売の進化は、止まる事を知らない様だ・・・・・。  ☆ ■ (H.U.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     TD 勉強会 情報 192 （ 以 上 ） 
 
 
 
情報 191 訂正  P- 7  AS ASM  誤  67 → 正 6.7 

    P-25  Google 時価総額  誤 $1.143bn → 正 $114.3bn 
    P-26  Time Warner 時価総額 誤 $1.143bn → 正 $80.6bn 
   P-26  Time Warner 収入 誤  $80.6bn → 正 $39.66bn 
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