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1. 米旅行業界 9 大ニュース 

2. リッチ インターネット アプリケーション 忠実な僕 

3. セーバーのだからと言って、驚く事は無い 

4. 旅行ギフト券が流行始めている 

5. 航空会社の顧客サービスに対する考えに変化が起きている 

6. 連載：米オンライン市場の概観 第 6 エディション（２） 

サプライヤー サイトへのチャネル シフトの終りが見えて来た 

7. 其の他のニュース 

 

 

 
United Airlines is testing a new program at San Francisco International Airport. Elite passengers are completely separated 

from others at check-in, screening and boarding.（ページ： 17 参照） 



DTW, 12/26/2006 

1. The Buzz Machine: News That Rocked The Industry In 2006 

 米旅行業界 9 大ニュース 

 

Travel Weekly 社が選んだ米旅行業界 9 大ニュースは、次の通りである。 
（１） GDS プライシング 
（２） 合併フィーバー 
（３） 液体とジェル 
（４） パスポート騒動 
（５） 燃料 
（６） 中国 
（７） センダンの分解 
（８） カトリーナ後の復興 
（９） ホテル ブーム 

 
 

（１）GDS プライシング 
 

大きな混乱後に、メジャー航空会社と GDS オペレーターは、2006 年に、失効した 2003 年

のフル・コンテント契約の更新に成功した。 順番には特別な意味は無いが； 
・ 航空会社は、“コンテントの引上げ”で脅して、GDS 予約料金値下げに成功した。 
・ AA と Sabre の関係は悪化し、彼等は、一時、契約更改交渉を中止した。 
・ 航空会社は、旅行社に対して、優先流通チャネルを使用しない場合、セグ当たり $3.50

をチャージする事を決定した。 
・ Amadeus と Sabre は、どちらかが航空会社のコンテントを失った場合は、他方がそのコ

ンテントを提供する相互保護協定を締結した。 
・ GDS は、旅行社に支払うインセンティブを、セグ当たり▲80 セント減少させた。 
・ ビジネス トラベル マネジャー／旅行社／航空会社／GDS、皆が不満を漏らしている。 
 

以上がサマリーだ。 
 

勝利者が居るとすれば、それは航空会社だ。 彼等は、料金の値下げを獲得し、GDS 契約

に抵触しないで、特定の旅客に対する自社直販サイトでの排他的なダイレクト キャンペー

ン実施の権利まで獲得した。 GDS とサブスクライバーの旅行社は、コンテントの分散化

と言う 悪のシナリオを何とか回避する事が出来た。 GDS は、その為に料金値下げと言
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う代償を支払、それをインセンティブの減少と言う形で、旅行社に転嫁した。 
 

TravelportやWorldspanやSabreの買収を勘案すると、航空会社のGDS料金値下げの成功は、

長い間議論されて来た GDS リストラの開始の引き金となった様だ。 
 

2006 年契約が更改される 5 年後までに、何社の GDS が残っているだろうか？ 
 
 

（２）合併フィーバー 
 

一寸早すぎるかも知れないが、2006 年は、ある部分は、プライベート エクイティーやヘ

ッジファンドへの大量の資金の流入に影響されて、旅行産業で大きな M&A 活動の波が発

生した 初の年となるだろう。 年末にかけて、US の DL 敵対的買収に始まって、UA と

CO の合併協議、AirTran の Midwest 買収オファーなど大きな話が連続した。 
 

一方で、長らく予想されていた Worldspan 売却が、Galileo と Orbitz の親会社 Travelport の
買収で決着がつき、その数日後には Sabre が、プライベート エクイティー 企業に $5bn
で買収された。 
 

これ等のビッグな取引が、第 4 四半期に集中した為に、2006 年が、通年で、旅行産業界に

とって極めて M&A の活発な年であった事を分からなくしてしまっている。 
 

年の初めには、Carlson Wagonlit が Navigant を買収し、American Express を追い越す全米第

1 の旅行社となった。 その他の多くのディールが、小規模なリテールとツアオペの間で

発生した。 例えば、Murphy ファミリーは、Brendan Tours を、Trafalgar と Uniworld River 
Cruise の親会社である Travel Corp.に売却した。 
 

以前は、グループ旅行のニッチ プレイヤーであった Ambassadors は、Delta Queen Steamboat 
Co.を買収し、新ブランドの Majestic America Line に組み入れて、河川クルーズの支配的な

位置を確保した。 
 

ロッジング業界では、Hilton が 10 年前にスピンアウトした Hilton Group を買収した。 豪

華ブランド 2社のFour SeasonsとFairmontは、サウジ皇太子Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz 
Alsaud の投資会社 Kingdom Hotel が参加したファンドに買収されて非上場企業となった。 

そして、2006 年は、フロリダの Seminole 部族が $965m で Hard Rock レストラン／ホテル

／カジノを買収した年でもあった。 
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（３）液体とジェル 
 

8 月 10 日のスコットランド ヤードの米航空機複数機爆破テロ計画の摘発以来、航空旅行

のセキュリティーが厳しくなって、液体とジェルの機内持ち込みが禁止された。 
以来、昔懐かしい、歯磨き粉付きの使い捨て歯ブラシが旅行者の間で、再び人気が出始め

ている。 2002 年のテロ犯気取りの Richard Reid が靴底に忍ばせた手製爆弾発覚以来、旅

客は靴を脱いでセキュリティー検査を受ける事に慣れ始めている。 この検査は、旅行の

スタイルまでの変更を、旅客に強要していない。 しかし、今回は、今では少し規制が緩

和されて、所謂 one-quart zip-lock solution による少量の液体物の機内持ち込みが許されてい

るが、旅客の旅行のスタイルまでを変更させている。 その上に、初期の混乱した段階で

は、空港内の免税店が、この煽りを受けて一時販売高の激減を余儀なくされた。 今とな

って振り返って見れば、英国と米国の当局は、テロの脅威を誇張し過ぎたかも知れない。 
 

勤労感謝の休日には、幸いにも天候にも恵まれて、空港に於ける大きな混乱も発生しなか

った。 メディアが十分な情報を流した事や、Transportation Security Administration（運輸

保安局）が主要空港の検査官を増員した事が功を奏したのだ。 しかしながら、人々は、

またかと言っている。 航空機による旅行は決して前と同じではない。 彼等のまたかが

が正しい様だ。 
 
 

（４）パスポート騒動 
 

議会が、2004 年に、Intelligence Reform and Terrorism Act を通過させた時は、事は簡単に運

ぶと誰もが想像していた。 この法は、米国市民と外国人に、西半球の近隣諸国を含む外

国からの米国への帰国や入国時にパスポート所持を義務づける法律だ。 
 

しかし、この法律は、旅行需要を減衰させる潜在的影響力を有している。 何故ならば、

数千人の人達が毎日パスポート無しで行ったり来たりしているのだ。 特にカナダやメキ

シコやカリブのクルーズには、パスポート無し旅客が多く存在している。 
 

国土安全保障省（DHS）は、法律の施行を 3 段階に分けた。 そして、その第 1 段階とし

て、Bermuda、Caribbean、中南米からの航空機とクルーズによる入国者（帰国者）達のパ

スポート保持を 2005 年 12 月 31 日からとし、 終段階（陸路による入国が含められる）を、

2008 年 1 月からと決めた。 完全な法の施行までに、3 年間の準備期間が用意されていた。 
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しかし旅行業界や目的地の政府観光局は、旅行者に与える混乱が需要を冷やす怖れが大き

いとして強くこれに抵抗した。 その結果、それに連邦政府の旅券に代る PASS カード（旅

券発行の凡そ半分の費用で済む）の準備不足も手伝って、議会は、2007 年 1 月からは航空

旅客のみを対象とし、完全な法の施行を 2009 年 6 月に延期する事を決定した。 
 

12 月に、 Travel Industry Association と Travel Business Roundtable は、 Web サイト

www.getapassportnow.com を立ち上げて、パスポートについて、旅客に対する啓蒙活動を開

始した。 
 
 

（５）燃料 
今年初め、多くの航空会社は、原油価格がバレル当たり $60〜$65 のレンジに入ると想定

した。 しかし、その想定は、夏にモロクモ崩れてしまった。 $70 の大台を超えてしま

ったのだ。 航空業界は、数 10 億ドルの燃料費の増加に苛まされている。 年央には、ジ

ェット燃料価格がガロン $2 を突破し、この状態が今も継続している。 
 

航空会社は、2005 年のハリケーン カトリーナ襲来時の燃料費高騰以来、機体重量の軽減

に励み、燃費性能の悪い航空機を退役させ、運航方式を変更して、燃料消費量の削減に努

力している。 Air Transportation Association によれば、メジャーの燃料費は、2005 年の$33bn
（3 兆 8,900 億円）を +15%アップして $38bn（4 兆 4,800 億円）に達するだろう。 燃費

の上昇の幾ばくかは運賃値上げに反映されている。 ATA の調査によれば、飛行距離が

1,000 マイルの米国内線運賃は、2005 年秋の $116.50 から $128.40 に +10%上昇している。 

航空会社間の合併話が進んでいる事を見ると、この程度の運賃値上げでは、航空会社の健

全収支への復帰は難しい様だ。 
 
 

（６）中国 
 

旅行企業は、ここ数年間、アジア、特に中国に対する投資を増加させている。 2006 年に

は、それが更に活発化した。 
 

今夏に、WAS で開催された World Travel and Tourism Council のグローバル サミットは、今

後 10 年間で、中国が米国と日本に次いで、世界第 3 位の旅行とツーリズム個人支出の国に

なるだろうと言う予測を発表した。 WTTC の詳細な統計データ表では、旅行関係のカテ

ゴリーで、2008 年北京オリンピックの特殊要因を除去した後でさえも、需要・支出・投資・

成長率・GDP に対する構成比など、全てに於いて中国がトップにランクされている。 

情報 250（平成 18 年 12 月 28 日）  TD 勉強会 5

http://www.getapassportnow.com/


その時の WTTC 会長 Jean-Claude Baumgarten は、中国の旅行業界は光の如くの速さで成長

していると語っている。 
 

事実、全ての大手ホテルが中国に進出している。 2006 年に、中国で新しいホテルを開業

した、若しくは新しいプロジェクトを立ち上げた中には、Four Seasons, Hilton, MGM Mirage, 
Ritz Carlton, Park Plaza, West Paces が含まれている。 既に進出している Starwood Hotels や
InterContinental Hotels Group は、2006 年に、50 軒のプロパティーのマイルストーンを超え

た。 
 

クルーズの Carnival は、2006 年から、Costa Allegra 丸を中国に寄港させた。 Royal Caribbean
は、2007 年に、Rhapsody of the Sea 丸の母港を中国に置く事を検討している。 
 

一方、航空会社 4 社（AA, UA, CO, NW）は、米中間の新路線権益の獲得を目指して競争し

ている。 誰がこの競争に勝とうとも、米運輸省に認可され次第、即、この中国線を開始

するだろう。 中国市場へ、今や全ての旅行企業が進出したがっている。 
 
 

（７）センダンの分解 
 

ピーク時には、Cendant はタイタンだった。 ホテル フランチャイズをルーツにして買収

で成長した Cendant は、看板ブランドの、流通の Galileo や Orbitz、レンタカーの Avis や

Budget を買収した。 2005 年には、Wyndham を獲得し、既に保有していた Ramada, Howard 
Johnson, Days Inn, その他のロッジング ブランドの一群に加えている。 しかし、買収シ

ナジーの創出に失敗した Cendant は、結局、自分自身を解体する途を選択した。（ウオール

街のアナリスト達も、Cendant の海外投資の低いパーフォーマンスに忍耐の限度に達して

いた。） 
 

流通事業は、Travelport として纏められ、Blackstone Group に売却された。 Travelport は、

Worldspan を買収している。 ロッジング グループは、上場企業の Wyndham Worldwide と
してスピンアウトした。 不動産部門は、Realogy としてスピンアウトした。 その Realogy
（世界 大不動産フランチャイザー）は、12 月初め、プライベート エクイティーの Apollo 
Management L.P.のアフィリエートが、およそ $9.0bn（1 兆 600 億円、負債込み）で買収し

ている。 レンタカーと輸送管理部門は、Avis Budget Group として再編され、Cendant が
継続して保有する事になった。 
 

米旅行業界が、この様なマグニチュードの再編成を経験するのは、UA の親会社 UAL Corp.
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が 1987〜1988 年の Hertz, Westin, Hilton International などのトップ ブランドを所有した

Allegis と呼ばれる総合旅行会社の設立の失敗以降初めてである。 
 

Cendant の分解は、Home Shopping や多くの非旅行ドットコム企業を所有している IAC 
InterActiveCorp の Expedia スピンアウトの、丁度 1 年後に発生している。 
 

またしても、旅行産業は、集合やコングロマリット化や多角化にはリスキーな場所である

事が証明された。 
 
 

（８）カトリーナ後の復興 
 

誰もが、2005 年の巨大ハリケーン カトリーナの襲撃で破壊された Biloxi と New Orleans
は、もう立ち直れないと思ったに違いない。 ところが、被害を受けた地域は、一部は、

より良くなって完全に復活した。 カトリーナ襲来の日から丁度１年後に、Biloxi の 大

雇用者である MGM 所有の Beau Rivage が再オープンに漕ぎ着けた事は、復興の象徴的な

出来事となった。 
 

復興をここまで早く促進させたのは、カジノ運営をオフショアー バージ（平底船）上でし

か認めていなかった Mississippi 州法を改正し、内陸部での運営を認めた事が大きい。 こ

のカジノ規制緩和が、新しい投資を呼び込む引き金となった。 
 

一方、Louisiana 州では、主要ツールズム施設の修理が順調に進んでいる。 規模は小さい

ながら Mardi Gras 祭も実施された。 New Orleans の Morial Convention Center は、18,000
人が集まったAmerican Library Conventionを6月に、25,000人が集まったNational Association 
of Realtors の 4 日間のイベントを 11 月に、それぞれ成功裡に開催した。 カトリーナの 13
ヶ月後には、Superdomeで全国にTV放送されるMonday Night Footballが戻って来た。 New 
Orleans Saint が勝利した事も良い前兆となった。 
 

クルーズも戻って来た。 NCL の Norwegian Sun 丸と Carnival の Fantasy 丸、そして、そ

の後には Royal Caribbean の Grandeur of the Seas 丸が、New Orleans 港を再び母港とした。 

Princess, P&O, Cunard やその他のクルーズラインも寄港を開始した。 
 

12 月には、23 隻のクルーズ船が、95,000 人の船客（月間新記録）を連れて来る。 
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（９）ホテル ブーム 
 

Night, Aloft, Nicky-O, 1.。 これ等は軍隊の暗号ではないし、中学校のスラングでもない。 

Me、Dream, NYLO, Gransvoort と並んで、これ等は、新しいホテル、或は、ホテル ブラン

ドなのだ。 
 

ファンドの資金が、大河の如くホテル ビジネスに注ぎ込まれている。 この潤沢な資金を

利用して、ホテルが、新世代の宿泊客の為に、ブティーク ライフスタイルのホテルを開発

している。 これ等は、新ホテルや新ブランドの名前なのだ。 
 

近ではStarwood Capitalが、不動産投資企業のBarry Sternrichと共に、“greenest of the green”
を合い言葉にした、新しい 5 つ星ホテル 1. を立ち上げつつある。 初の 1. は、Seattle
で 2008 年にオープンする。 このホテルは、収入の 1%を環境問題に引き当てる。 新し

く建設するビルは、“Green Building”と称して、全てが環境への影響を も少なくする様

に設計されている。 Starwood は、マーケティングから施設からホテル運営までの全てを

“ecofriendly”で括って、豪華ホテルの新しい標準を作る事を考えている。 今までの豪華

ホテルの古い標準である、活動的／豊かさ／拡大（alive, well, multiplying）に挑戦している。 

しかし、一方では古い豪華ホテルのブランド作りも進展している。 も有名なプレステ

ィージ ホテルである PAR の Hotel de Crillon や、NYC の Waldorf Astoria が、2006 年に、夫々

Starwood Capital と Hilton のブランドとなった。 
 

Hilton は、投資家達に、2009 年までに 120,000 室を追加して、営業利益を +16%〜+22%上

昇させると言っている。 
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参考： 過去 3 年間の 10 大ニュース 

 

1 ハリケー カトリーナ 史上 大の被害をもたらす 

2 エアライン メジャー 相次ぐ破綻（Chapter-11） 

3 IAC と Cendant 旅行部門をスピンアウト 

4 原油の高騰 継続 

5 GDS 代替（GNE）の登場 

6 オンライン旅行社を悩ますホテル宿泊税訴訟 

7 旅行業界団体 TIA と ASTA の変貌 

8 旅行業界を悩ます 2005 年のテロ事件 

9 米ホテル業界 記録的な利益達成 

2005 

（
情
報199

） 

10 身障者に対するクルーズ船の対応 米 高裁へ 

1 旅行消費回復 サプライヤー増益 

2 米運輸省 GDS 規則撤廃 

3 Cendant の大型買収 

4 NCL（Norwegian Cruise Lines）ハワイ クルーズ障害除去 

5 政府 UA 航空に対する融資保証を拒否 

6 Amex カード特選旅行販売 旅行社から年会費徴収 

7 旅行社 NW 航空の GDS 手数料をボイコット 

8 InterContinental Hotels Group Expedia からインベントリー引き上げ 

9 ハリケーン フロリダとカリブを襲撃 
2004 

（
情
報148

） 
10 記録的燃油費高騰 航空会社収支回復遅らす 

1 本格的 Web 時代到来 

2 ツアオペの Far & Wide 倒産 

3 コミッション カット集団訴訟が棄却される 

4 Amex と Rosenbluth が合併 

5 新規参入者の勃興 

6 旅行の手控え 

7 Web オンリー運賃戦争 

8 ASTA の改革 

9 クルーズ繁栄 

2003 

（
情
報 74

） 

10 コンコルドの終焉 

2004 年 bad news に、①US が 2 回目の Chapter-11 申請、②Worldspan の上場失敗、が有る。 
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PhoCusWright, 12/15/2006 

2 Rich Internet Application Deliver Fidelity at Your Fingers by John Bray 

リッチ インターネット アプリケーション 忠実な僕 

 

ブロードバンドの普及が、オンライン旅行の成長に大きく貢献している。（つまり、消費者

は、オンラインにやって来て購入している。） しかしながら、消費者の 近のニーズの変

化と行動シフトの為に、このスピードの速い接続だけでは失望させられる事が多い。（つま

り、オンライン旅行の成長も、緩やかなモノになって来ている。） 

ショッピング体験に何かが足りず、全てが同じ様に退屈でつまらない為に、消費者達は、

旅行“バザール”に飽き飽きし始めているのだ。 ビデオ ゲームで育ち、YouTube に夢中

なっている、タイム チャレンジで、目立ちたがり屋で、そして、少しばかりオーバー カ
フェイン的なオンライン世代が、体験重視型の“何か”を提供してくれるサイトを探して

いる。 
 

小売店に於けるレジの前のエクスプレス レーンの体験の如く、1 世代、2 世代のオンライ

ン旅行サイト（サプライヤー サイトを含め）の全てが、ショップと購入の間のクリック数

の 小化に取り組んでいる。 例えば、ホテル サイトに於ける継続したイノベーションは、

クリック数を 12 回から 9 回に、そして今では 4 回まで減少させている。（宿泊する希望の

ホテルが事前に分かっている場合。） そして、これ等の大都市のホテルが、カントリー ミ
ュージックとウエスタンの 2 つラジオ局を提供しているのと同様に、航空会社のサイトは、

運賃からと、スケジュールからとの両方からによる検索を可能にしている。 
 

これらの改善は、勿論大切であるが、探し求められている“何か”では決して無く、倦怠

感さえを引き起こしている。 この倦怠感から浮かび上がって来た新しいテクノロジーの

セットが、Rich Internet Applications（RIAs）だ。 RIAs は、旅行の計画のニーズに対応す

る全ての消費者の行為を、1 つサイトの中で完結する事を約束して呉れる。 
 

確かに、TravelClick（www.travelclick.net ）は、RIAsを採用した先駆者として賞賛されるに

違いない。 彼等のiHotelierのプロダクトは、“OneScreen”ツールの予約体験によって独立

ホテルの競争力を強化し、彼等に、メジャーに対抗出来る（時々は勝利する）環境を提供

している。 
 

iHotelierは、Epic Trip（www.epictrip.com ）サイトと同様に、Flashテクノロジーをベースに

情報 250（平成 18 年 12 月 28 日）  TD 勉強会 10

http://www.travelclick.net/
http://www.epictrip.com/


している。 初期のβリリースで、Epic Tripは、殆どのホテルのサイトのケーパビリティ

ーを上回って、目的地やホテルの全てを、ビデオや、バーチャル ツアー、や、レビューや、

旅行者の体験談と、インタラクティブな環境によって、消費者が知る事を可能にした。 明

らかに、単に旅行を販売するのに対して、人の心を動かす事を目的として、このサイトは、

人々の自分自身の“epic trip”を見つけたい願望を誘発する。 その他のFlashの例としては、

AirTreks（www.airtrek.com ）と、LaQuinta（www.lq.com ）が有る。 
 

テクノロジーに弱い人達は、新しいテクノロジーが実用に適しているのかどうかを見分け

る為に、もう一つ以上の競合テクノロジーが、同じ様な機能やケーパビリティーを提供し

ているかどうかによって判断する経験則を有している。 このケースでは、Flash に対する

競合テクノロジーは、Ajax である。 この 2 つのテクノロジーの相違を も良く見せてい

るのは、 大検索プレイヤーの Google と Yahoo!である。 Google maps が Flash によって

動いているが、Yahoo! mapsは Flash を使用している。 Ajax を一早く使い始めたのはKayak
だ。 Kayak は、所謂“slider”と呼ばれるツールでもって、消費者は、サーバーに戻って

ページ送りを要求する事無しに、検索結果を、時間や、日にちや、キャリアで、フィルタ

ーにかける事が出来る様にした。 消費者は、多分、このメタサーチ サイトのユビキタス

なテクノロジーに、 も大きな価値を見出している。 
 

旅行計画の単純化の為の力強いAjaxの見本は、Paguna（www.paguna.com）に見つけられる。 

Mashが可能なソーシャル旅行サイトPlazesを立ち上げた同じチームによって、Pagunaは、

Ajaxアプリケーションの単一ページで、全てのホテル予約プロセスを完了する事が出来る

様に作られている。 “simple booking”のタグにより、Pagunaは、検索・ 

フィルタリング・イメージ・表に纏めたプロパティー情報ページをサポートし、魅力ある

オンライン ショッピング体験を提供する。 
 

ショッピングを嫌う、そして、TV ゲームに熱中する無作法な夫の如く、無償の RIA の利

用は、購入するモノが分かっていて、それを購入するだけの人にとっては、意味を持たな

いかも知れない。 しかしながら、多くの消費者は、金の出し入れをするのに銀行 ATM
の操作手順のマニュアルをひも解く人は誰もいない様に、現状の旅行ショッピングに大変

満足している。 だがテクノロジー的には、導入初期トラブルがまだ多く存在する事に考

量する必要がある。 
 

Travel 2.0 の主要な特徴の一つは、オンラインに於ける旅行計画と購入をコントロールした

いと言う顧客の願望である。 そして、この願望は、毎日、実現されつつある。 RIA を

適切に活用しているサイトは、競争有利をエンジョイするだろう。 これを使わない者達

は、闇に葬り去られる事になるだろう。 ■ 
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PhoCusWright, 12/20/2006 

3. Sabre’s So What Surprise  by Douglas Quinby 

 セーバーのだからと言って、驚く事は無い 

 

殆どの旅行業界で、長い間、待たされ続けて来た Worldspan 買収の余韻が冷めない内に、

今度は、米国 大の GDS と No. 2 のオンライン旅行社である Sabre Holdings が、突如、プ

ライベート エクイティーの 大手 2 社である — Texas Pacific Group と Silver Lake Partners 
— に $5bn（5,900 億円）で買収されて、多くの業界人を驚かせた。 
 

しかし、この驚きは、凡そ 35 秒しか持たなかった。 
 

2 年弱の間に、旅行のグローバル ディストリビューション業界は、上場した公開企業から、

プライベート エクイティー ファンド達の保有による非上場の未公開企業へとシフトして

しまった。 初に Amadeus が、次に分解された Cendant が Blackstone Group の Travelport
の買収を導き、Worldspan が飲み込まれ、そして、今回 Sabre が買収された。 
 

だから、どうしたと言うのだ？ 
 

成熟市場に於いて、成熟した企業達が、強力なキャッシュ フローを保有し、不確実な将来

と少しばかりのハウス クリーニングを必要としている — こんな企業は、プライベート エ
クイティーの理想的な餌食にされて仕舞う。 旅行業界への影響は何なのだろうか？ 影

響は有るのだろうか？ 
 

プライベート エクイティー（PE）の歴史を見てみると、彼等は、一般的には買収した企

業を、3 年〜7 年の間に売却している。 平均的な PE は、 初の数年間は投資期間で、中

間の数年間はその投資の調整と成長期間で、そして、 後の数年間で売却して、資本を投

資家に返還（上手くいけば幾らかのリターンを載せて）する、10 年間の期間を有している。 
 

しかし、この 新流行の投資家の食欲は飽く事を知らない様で、PE の投資のライフサイク

ルの周期を加速化させている。 Worldspan が 2004 年に上場に失敗し、それから 1 年以内

に待ち切れずに投資家グループ 2 社に売却して、非公開企業になった事を覚えているだろ

う。 或は、レンタカー ジャイアンツの Hertz が、一対のプライベート エクイティイー コ
ンソーシアムに買収された数ヶ月後に、2006 年初めに上場された事を考えたら良い。 そ

して、Amadeus の上場の可能性が、非上場化されてから 2 年も経っていないのにも拘らず、
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何回となく市場で囁かれている。 
 

Sabre と Travelport の場合は、彼等が何時、再び売却されるかでは無くて、どの位、どの位

早く売却されるかの問題だ。 プライベート エクイティーの売却は、一般的には、その企

業を上場によって丸ごと市場に売却するか、戦略競合社若しくはファイナンシャル投資家

（他の PE）に売却するかの形式をとる。 しかし、少なくとも短期的には、この 2 社には、

これ等のケースは当てはまらないだろう。 これ等の 2 社が、上場企業として実績を残し

て来ている事、そして、急速にコンソリ化されつつある旅行流通の市場環境で既に大きな

企業に成長している事を勘案すると、即の売却の予想は難しい。 
 

多分、より可能性が有るシナリオは、売却かスピンオフ、或は、両方かによって選別した

資産の売却を含むモノとなるだろう。 Travelport は、英国ベースのコンソリデーターとツ

アーオペレーターの Travel 2 Travel 4 の売却を発表している。 消費者相手のオンライン旅

行事業（Sabre の Travelocity/Lastminute; Orbitz と Travelport の関連オンライン プロパティ

ー）のスピンオフの可能性も考えられる。 四半期毎の財務報告無しで統合に取り組む事

が出来る、B2B（GDS）から引き離される事になるこれ等の事業は、より高く売れるだろ

う。 近の Priceline や、Expedia 株のパーフォーマンスは、多くの消費者がサプライヤ

ー サイトで直接購入する様になっているとは言え、独立オンライン旅行事業の見通しが、

そんなに暗く無い事を示している。 
 

それでは、GDS やその他の B2B テクノロジーや流通ビジネスは、どうなるのだろうか？ 

これ等の弱い者達にも、確実に買い手が探される事になるだろう。 しかし、特に GDS
事業は、若し B2C ビジネスがスピンアウトされてしまったら、 大の疑問符が付けられる。 

Travelport と Worldspan のディールは、― 完全にセンシブルな合併劇であるが ― 予約手

数料の値下げ圧力と、テクノロジーと機能の向上圧力に継続して直面しているビジネス セ
グメントの残された僅かな時間を買ったに過ぎない。 GDS が、自身のオンライン旅行社

の保有によって恩恵を被っている（それ無しでは苦しむ）事は明らかだ。 しかし、分か

らないのは、特に、コネクティビティーとサプライの分散化が進んでいる世界に於いて、

GDS によって所有されている事が、オンライン旅行社にとって恩恵となっているのかだ。 
 
Sabre & G2? 

興味深い事に、Sabre の新しいオーナーの 1 社である Texas Pacific Group は、同社の子会社

TPG Venture を通じて、大手 GDS 代替（GNE）の、嘗ては、声高にアンチ GDS を唱えて

いた G2 SwitchWorks の株式を保有している。 レガシーな GDS に対する大手 GNE の戦略

的価値は明らかだ。 多分、GNE も GDS から何かを得るだろう。 GNE は、技術的な複

雑さと混濁した旅行業界への市場参入が、皆が期待した通り簡単には行かず時間がかかる
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事を認識し始めている。 
 

熾烈に競争し合っている者同士が一緒になる可能性など想像し難いが、急速なペースで変

化している旅行流通では、変な事が起こっているし、これからも起こるだろう。 ■ 
 
 
 
 
DTW, 121/18/2006 

4. Travel Gift Cards Becoming A Holiday Tradition 

 旅行ギフト券が流行始めている 

 

このシーズンは、レターG から始まる。 つまり、Gift, Giving, Get, Go Shopping, Gotta get, 
Green の G だ。 これに、旅行（Travel）の T が加わる。 
 

今年のホリデーシーズンのショッピングは、多分 PlayStation 3 や iPods やその他の電子機器

（これ=gadgets も G から始まる）に席巻されているが、 近、旅行がこれに加わっている。 
ギフト サーティフィケート人気の高まりに伴って、旅行のサプライヤーやリテーラーが、

数年前には流通していなかった旅行プロダクトを、家庭のショッピング リストの中に組み

込み始めている。 
 

航空会社は、America West が 2004 年 11 月に、店でギフトカードを販売するまでは、何処

もこれに手をつけていなかった。 それが、今では、AA, Southwest, jetBlue, US が、選別し

た店でギフトカードを販売している。 殆どのカードは、食料雑貨店、薬局、コンビニ、

量販店で販売されている。 そして、全てのギフトカード販売航空会社は、オンライン販

売も実施している。 AA と Southwest は、コールセンターでも販売している。 AA は、

国内空港ラウンジでも販売している。 
 

NW, CO, AirTran は、ギフトカードを店では販売していない。 しかし、NW は、$50 と $100
のギフト サーティフィケートを、同社の Web サイトと電話で販売している。 CO は、$50
〜$1,000 の額をオンラインで販売している。 そして AirTran は、フリークエント フライ

ヤーの電話でもって販売している。 
 

11 月末、Aloha は、一寸変わった“事前購入航空券”の販売を開始した。 ギフトの送り

主は、送り先の人用に e-チケット（離島間便 $120、大陸間便 $500、同 1st クラス $1,600）
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を購入する事が出来る。 貰い主は、2006 年 12 月 1 日から 2007 年 12 月 31 日の間の便を

予約する事が出来る。（しかし、太平洋便のピーク時期は、追加料金を支払わなければなら

ない。） 
 
 

 

間際のギフト 
航空会社のギフトカードは、通年販売されているけれども、ホリデー シーズンが販売のピ

ークだ。 Southwest は、2005 年のギフトカードが一番売れた日は、クリスマスイブ（2
番目は 12 月 19 日）であったと言っている。 これは、多くの店にとって、航空会社のギ

フトカードが、ラーストミニッツのギフトに 適な商品になり得る事を示している。 US
は、Phoenix の保険会社が、多額のギフトガードを購入して、社員にクリスマス プレゼン

トとして配った、と言っている。 消費者の嗜好の変化に注意を怠りない Southwest は、

全米のギフトカード販売が 2005 年に $50bn（5 兆 4,000 億円）に達したと言う Bain & Co.
の報告に注目している。 ギフトカード プログラム プロバイダーStored Value System（現

在は Comdata Payment Solution と呼ばれている）の調査は、2005 年のホリデー シーズンに

米成人の 76%がギフトカードを購入したと報告している。 AA は、1/3 のショッパーズ

は、1 ヶ月当たり、少なくとも 1 回の購入にプリペード カードを使用している、と言って

いる。 
 

クルーズも、このトレンドに乗っかっている。 Carnival Cruise Lines は、1996 年以来、ク

ルーズ船で使えるギフト サーティフィケートと“funship dollars”をオファーしている。 そ

して、毎年、その販売が増加していると言っている。 Carnival のギフトカードは 2003 年

以来、+16%増加した。 ギフトカード販売のマジョリティーは、インセンティブ プログ

ラム用だと Carnival は言っている。 ここでも、販売はホリデー シーズンに集中している。 

販売の 30%が、11 月と 12 月に集中していると言う。 
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Royal Caribbean や Celebrity Cruises も、ギフト サーティフィケートをオファーしている。 

今年 Royal Caribbean は、$250 以上のギフト サーティフィケートを購入した人達に誰にで

も、クルーズ船で使える$25 のオンボード クレジットを配っている。 人々は、納戸の隅

でホコリを被って仕舞われるプレゼントよりも、送って喜ばれる本当に意味あるプレゼン

トを購入し始めている。 
 

ギフトカードのアイディアは、ホテルにも根付いている。 ホテルは、ホテルで使用して

いる化粧品から蝋燭からベッドから家具に至までの全てのホテル ブランド（アップスケー

ル商品）を販売し、それをギフトカードでも購入出来る様にしている。 Starwood は、ホ

テルを“ブランド ライフスタイル会社”とする事に取り組んでいると言っている。 ホリ

デー シーズンの販売は$60m（70 億円）に達していると言う。 Kimpton も、1981 年以来、

ギフト サーティフィケートを販売している。 同社は、自社の Web サイトで、バスロー

ブからランプまで全てを購入出来るシステムを採用している。 
 

ユニークな体験に価値を置いているディズニーは、Ultimate Holiday Gift through the Walt 
Disney Travel Co.と呼ばれる商品を販売している。 12 月 23 日までに Walt Disney World バ
ケーションを購入した登録した顧客に、ミッキーマウスがクリスマスの日に顧客の自宅に

電話して、ギフトを伝えるサービスを提供している。 
 

ハネムーンや、周年行事や、その他の祝い事のオケージョンに旅行を販売している

Abercrombie & Kent は、12 月のホリデー シーズンのギフト販売にも積極的に参加している。 

A&K は、個人で送るには値段が高すぎるプレゼントを、グループでシェアーして送るシス

テムを開発している。 オンライン登録システムが、$100 からスタートする旅行に使う事

が出来るギフト サーティフィケートを販売する。 
 

Travelocity は、同社独自のギフトカード プログラムを 11 月から開始した。 カードは、

額面が $25, $50, $100 の 3 種類で、travelocity.com のオンラインと、Safeway 提携店で購入

する事が出来る。 このカードは、travelocity.com が販売する全商品に使用する事が出来る。 

Travelocity の姉妹店 Site59 も、オンラインでギフトカードを販売している。 そして、同

サイトの Last-Minute Gateways の全商品に使う事が出来る。 ■ 
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nytimes.com, 12/26/2006 

5. I’m Elite and You’re Not 

 航空会社の顧客サービスに対する考えに変化が起きている 

 

嘗てはフリークエント レベルのエリート レベルは、より良いフライトを楽しめるパスポ

ートであった。 エリートの彼等は、特別待合室、優先座席指定、そして、ファーストク

ラスへのアップグレードの特権を有していた。 しかし、 近では、このステータスは多

くのビジネス旅客にとって、他の意味：即ち、ディファクト顧客サービスの低下に対する

保険ポリシーを意味する様になって来ている。 
 

航空会社は、彼等の 良顧客用の選択座席を増やし、しばしばノンエリート旅客を狭い座

席に押し込んでいる。 良顧客のための専用チェックイン、手荷物検査、そして、優先

搭乗さえ実施している。 ステータスの無い旅客は、列に並ばされて、しかもその列がド

ンドン長くなっている。 受託手荷物や事前座席指定の有料化まで検討されているが、多

分、カードを持っているエリート旅客は、この有料化の対象から外されるだろう。 

基本的には、フリークエント フライヤーは、サービスやアメニティーのカットから保護さ

れている。 エリート ステータスの獲得は、エクストラのサービスを得る為ではなくて、

今ではより一般的になって来ている幾つかのヘデックやハッスルから逃れる事が出来る事

を意味する様に変わって来ている。 
 

航空会社は、ロイヤルティー プログラムに対する彼等の考えには変更が無いと言っている。 

全ての旅客に対するサービスをバランスさせ、会員にはベネフィットの増加を行っている

と言っている。 
 

UA は、 近、Economy Plus 座席（5 吋座席ピッチが長い）をフリークエント フライヤー

旅客に制限した。 以前は、エリート フライヤーでなくても、より高い運賃を支払った旅

客をこの座席に座らせていた。 専用セキュリティー レーンも、トップティアー旅客の為

に、多くの空港で用意された。 

UA は、SFO 国際空港で、エリート旅客をその他のノンエリートと完全に区別する、新し

いチェックインとボーディング プロシージャーの試験を開始した。（表紙：写真） この

Airport Premier Servicesは、2007年初めには、ChicagoとWashingtonのハブ空港に拡大され、

その後多くの空港に展開される。 

UA は、大幅割引運賃を使用するエコノミー クラス旅客の受託手荷物（現在は 2 個、各 50
ﾎﾟﾝﾄﾞまで無料）と事前座席指定の有料化を検討している。 これらのエクストラは、エリ

ート旅客には、多分、割引運賃を使用する場合であってもチャージされない。 UA は、
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割引運賃旅客に対するオプションの追加であって、基本的なアメニティーの削除ではない

と言っている。 
 

NW は、今年初め、多くの空港で、エリート顧客用の搭乗レーンを設定した。 そして、

エコノミー クラス座席の幾つかの非常口脇座席と、前方の好まれる座席を、“Coach 
Choice”として、ノンエリート顧客に $15 で販売している。（エリート顧客は無料） 
 

つまり、UA や NW は、嘗ては全ての顧客に提供していたアメニティーの提供を、ケチリ

始めている。 しかし、US や AA は、この様なノンエリート向けサービスを低下させたエ

リート顧客優先サービスを採用していない。 
US は、エリートだけのレーンを作ったが、エコノミー クラスへの適用を中止した。 そ

して、少なくとも今のところは、ノンエリート顧客に対する受託手荷物とソフトドリンク

の有料化の 2 つアイディアを没にした。 US は、フリークエント フライヤー プログラ

ムは向上させる事は当たり前であるが、それ以外のノンエリート顧客のサービスを低下さ

せる事によってエリート プログラムを粉飾してはいけない、と言っている。 
 

AA も、ノンエリート顧客のサービス低下に反対している航空会社だ。 フリーエント顧

客に専用のセキュリティー レーンを用意しているけれども、単一エコノミー クラス座席

を維持している。 American Eagle 便で、ソフトドリンクの有料化をテストしたが、この

本格的導入を断念している。 AA は、バランスが取れた公平なサービスの提供を心がけ

ている、と言っている。 
 

ロヤルティー プログラムの専門家は、こう言っている； 
 変化は不可避だ。 航空会社は、収入の増加は勿論の事、フリークエント プログラム

の会員を増やしたがっているのだから。 
 航空会社は、顧客が、“エクストラの安楽の為には幾らか支払っても良い”、と思って

いる事に気が付き始めている。 
 US や UA は、エクストラを無料でエリート顧客に提供し、エリート会員のバリューを

上げている。 そして、ノンエリート顧客に“オポチュニティー コスト”を発生させ

ている。 
 

しかし、“エリート会員になれば得をする”様な簡単な話では無い。 エリート会員にも序

列が存在する。 フル サービスを受けたければ、ハイレベルのエリート会員になる必要が

ある。 ■ 
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PhoCusWright, December 2006 

6. U.S. Online Travel Overview Sixth Edition 

 連載：米オンライン市場の概観 第 6 エディション（２） 

 

（２）Size of the Market: End of Channel Shift to Supplier Is in Sight 

  市場規模： 

  サプライヤー サイトへのチャネル シフトの終りが見えて来た 

 
 
Overviews 

概況 

 

米国の旅行市場は、主として航空運賃値上げ（+15%）と、ホテル部門の継続した強さの為

に、2006 年初めの予測値を上回って成長している。 その市場規模は、1 兆ドル（118 兆

円）の 1/4 に近づきつつある。 その内の $116bn（13 兆 6,800 億円）がオンラインで取引

されている。（Table 2.1 参照） 2008 年には、旅行市場の合計は、$275bn（32 兆 4,500 億

円）、その 60%の $163bn（19 兆 2,300 億円）がオンライン販売となるだろう。 
 

オンライン レジャーと非管理ビジネス旅行セクターの一つの主要な特徴は、サプライヤー

Web サイトと、オンライン旅行社の成長率が近似する事である。（ページ 25 の“Online 
Agencies vs. Branded Web Sites”参照） オンライン旅行社にとっては、進行中のシェアー

低下抑止の為に、サプライヤーからの予約の奪還が、継続して重要な課題となっている。 

オンライン旅行社は、出張費をコントロールする強い企業努力の渦中で、法人と小規模企

業へのオファリングを展開するか、或は、非管理ビジネス旅行予約の潜在的な喪失を 小

化するかオフセットするかの必要があるだろう。 
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次の 5 年間に於ける興味深いシェアー争いは、インターネット旅行管理企業（Internet Travel 
Management Companies = ITMCs、即ち、Expedia Corporate Travel, Travelocity Business, Orbitz 
for Business）と、オフライン既存業者（Travel Management Companies = TMCs、即ち American 
Express, Carlson Wagonlit Travel, BCD Travel）のオンライン予約ツール間の競争である。 

TMCs, ITMCs, 法人旅行市場については PhoCusWright の Corporate Travel Distribution: Key 
Markets を参照。 

 

 
 
 

法人旅行市場の成長は、消費者チャネルの成長を継続して下回っている。 レジャーと非

管理ビジネス需要の合計は、マネジッド ビジネス旅行の丁度1.5倍となっているけれども、

オンライン チャネルでは、マネジッド ビジネス旅行が非管理ビジネス需要の倍以上へと

逆転する。 オンラインのレジャーと非管理ビジネス旅行のグロス予約は、2006 年に、オ

ンライン法人予約の $36bn（4 兆 2,500 億円）に対して、合計 $80bn（9 兆 4,400 億円）と

予測される。 
 
 

その結果、法人セクターは、旅行市場の合計の丁度 40%を、オンライン市場の 31%を、夫々

構成する。（Table 2.2 参照） オンラインのレジャーと非管理ビジネスの販売は、2006 年

の合計旅行市場のグロス予約の 32%を構成するが、2008 年には、それが 41%に達するだ

ろう。（Table 2.3 参照） これは大きな市場の塊である。 オンライン法人旅行シェアー

も拡大するが、それは 15%から 18%への成長に止まるだろう。 
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米国のオンライン旅行市場の成長は、レジャーと非管理ビジネス旅行需要によって動かさ

れている。 そして、この傾向は、2008 年まで変わらないと予想されている。 
総合的なオンライン旅行の成長は、レジャーと非管理ビジネスの成長と同じであるか追い

越されている。 そして、それが 2008 年まで継続されるだろう。（Table 2.4 参照） しか

しながら、2008 年には、オンラインの普及が進む結果、法人と、レジャーと非管理ビジネ

スの成長率が、17％に収斂すると予測されている。 
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合計した旅行市場の成長が続くので、新しいビジネスは、全て、直接オンライン市場が吸収す

るだろう。 これは、2007 年〜2008 年に於いて、合計旅行市場が +5%〜+6%成長するにも拘

らず、オフラインのレジャーと非管理ビジネスの減少に連れられて、オフライン チャネルが▲

7%〜8%の減少する事によっても明らかだ。 

 

 

Size of the Market 

市 場 規 模 

 
2007 年と 2008 年に、$100bn（11 兆 8,000 億円）に接近し、それを飛び越えると予測して

いる様に、オンラインのレジャーと非管理ビジネス旅行のグロス予約は、継続してインタ

ーネット チャネルを席巻するだろう。（Table 2.5 参照） この市場は、2006 年には、$80bn
（9 兆 4,400 億円）近くに達し、エアーがそれの牽引役を努めている。 しかしながら、2006
年からは、ホテルの成長がエアーを上回るだろう。 エアーより一寸大きい伸び率の拡大

によって、ホテルのオンライン旅行市場のシェアーは、2008 年に 30%に近づくだろう。

（Table 2.6 参照） 
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向こう 3 年間の間に +30%増加するだろう、オンライン旅行社による米国外サプライヤーのプ

ロダクト販売が、オンライン旅行社の成長を促進させるだろう。 海外の買収と、それの国内

オファリングへの統合により、オンライン旅行社が、より多くのコンテントを利用出来る様に

なる結果、米国の旅行者に対する海外旅行販売が増加するだろう。 

 

 

 

Online Penetration 
オンライン市場への侵入 

 
エアラインのセグメントが、高いオンライン化率を達成している。 2006 年の、5 人の内

の 2 人が支出する航空運賃は、オンラインのレジャーと非管理ビジネス予約となるだろう。 

そして、このセグメントは、どのセグメントよりも大きなオンライン化率を達成し、2008
年の市場の半分以上を占めてしまうだろう。（Table 2.7 参照） オンライン エアー販売は、

2006 年では、合計のエアー販売の増率の 2 倍以上大きな増率を達成している（11%に対し

て 24%）。 一方、オンライン市場合計では、総合計市場の増率よりも 3 倍大きな増率を

達成している。（9%に対して 24%） オンラインとオフライン チャネルの規模が接近して

来ているのだから、オンライン チャネルと総合計市場の伸び率も近似して来る。 
 

 
 
 

米オンライン旅行社の国際化に直面している国内市場の正確な計測を可能にする為に、

PhoCusWright は、米国以外の URL が米国外を対象に販売している全予約を除外した。 こ

の手法は、PhoCusWright の Online Travel Overview Fifth Edition の 2005 年の推定値より採用

されている。 そして、このエディションでは、2004 年の数値も変更してある。 
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Online Agencies vs. Branded Web Sites 
オンライン旅行社 対 サプライヤーWeb サイト 
 

2006 年のグロス予約では、サプライヤー サイトの成長は、オンライン旅行社のそれを、

継続して大幅に上回るだろう。 しかしながら、2008 年までには、この優位性は、デッド

ヒートの僅差に縮まるだろう。 2008 年のサプライヤー サイトの成長は +18%なのに対

して、オンライン旅行社は +17%となるだろう。（Table 2.8 参照） 
 

エアラインとホテルのサプライヤーWeb サイトは、2008 年まで、継続してオンライン旅行

社からシェアーを奪うだろう。 しかし、その他のセグメントでは、流通チャネルが均衡

されつつある。（Table 2.9 と Table 2.10 参照） これは、オンライン旅行社が、検索ポー

タルとメタサーチとの競争に耐え抜く事を前提に、全てのセグメントで力を付ける為であ

る。 しかしながら、これには、オンライン旅行社は、行動的とコンテクスト的マーケテ

ィングとターゲット e-メール オファリングや、CPC（cost per click）広告オファリング経

由の高度に販売潜在力を有したセールス リードのモニタリングによって、彼等の Web ト

ラフィックを喚起しなければならない。 
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マーケティング テクニークの改善により、2 次的な市場オファリングがオンライン旅行社

にとって重要な位置を占める様になって来ている。 オンライン旅行社は、新しいホテル 
チェーン契約がマージンを縮小し、GDS がインセンティブを減少しているので、主要なハ

イ ボリュームの都市以外に於けるエアーとホテルのコンテント増やす必要がある。 そし
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て、オフライン販売のオンライン化よりも新規のオンライン予約のシェアーを増加させる

必要がある。 サプライヤーもこの需要を取りに来るだろう。 
 

1998 年〜2002 年にかけて、オフライン旅行社は、オンラインの成長の恩恵に預かる事に失

敗している。 PhoCusWright の消費者データは、2003 年以来、オフラインの犠牲に基づく

オンライン チャネルの使用増加が減少している事を示している。（Table 2.11 参照） 
 

 
 
 

事実、2005 年に「通常旅行を購入する場所は伝統的旅行社である」と回答した旅行者は、

2004 年の回答者数よりも若干増加している。 オンライン旅行社とサプライヤーWeb サイ

ト間のシェアー競争が同時進行しているけれども、これ等のオンライン チャネルの成長は、

オフライン購入者のオンライン転換によるモノよりは少なく、新規のより頻繁に旅行をオ

ンライン購入する人達によるモノである事を示唆している。 旅行サイトは、一般的に言

って、特に、オンライン成長が、手持ちのロイヤル オフライン顧客によって恩恵を受けて

いるサプライヤーは、コールセンターやオフライン旅行者顧客に加えて新規の旅行者にア

ピールする必要がある。 
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サプライヤーが、顧客サービスと報奨プログラムで優位性をエンジョイしている一方で、

消費者は、益々オンライン旅行社を、バーゲンの為のサイトとして見なしている。 
（Table 2.12 参照） 
 

 

 
 

事実、多分申し合わせたキャンペーンの為と、そして、2005 年に開始したベスト プライ

ス保証のお陰で、「オンライン旅行社は、安いサービス手数料（ 低価格に加えて）のサイ

ト」と回答した人達が、2005 年は、2004 年よりも多くなっている。 
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Trend and Assumptions 
トレンドと仮説 
 

PhoCusWright は、以下の仮説に基づいて、2004 年〜2008 年の自身の予測を変更した： 
 

 2006 年に、米航空会社のセグメントは、2005 年の航空業界の回復の力強さがより長

い期間継続した事により、前回予測よりもより早く成長した。 旅客搭乗率が 2001
年 9 月 11 日以前のレベルに復帰して、平均運賃は +15%上昇した。 エアラインの

グロス予約は、オンライン旅行社の国内販売の成長を底上げし、合計オンライン旅行

市場の数値に数 10 億ドルを加えた。 
 

 ホテルとロッジング セグメントは、2006 年を通じて高いオキュパンシー率が維持さ

れた結果、予期しなかった同様のレベルをエンジョイした。 オンライン旅行社に、

その他のセグメントよりも高いマージンをもたらした、強力な経済と好調な予約の両

方が、ホテルのインターネット チャネルに於ける、より高い成長を可能にした。 こ

れ等の要因は、オンライン旅行社と合計オンライン旅行市場の両方の成長の拡大にも

貢献した。 
 

 オンライン旅行社のコンソリデーションは、今まで得る事が出来なかった、海外のコ

ンテント、特に海外のホテル コンテントに対する幅広いアクセスを可能にしている。 

Priceline は、連続したオンライン ホテル販売会社の買収により売上げを倍増させて

いる。 そして、小規模な独立ホテルのコンテントを、米国のアウトバウンド旅行者

に対する彼等のオファリングの中に統合している。 同様に、Travelocity も、買収し

た lastminute.com を自社サイトに統合する事に熱心に取り組み、買収企業のコンテン

トを米国の旅行者に提供している。 Travelport（以前の Cendant の Travel Distribution 
Services）は、多くの買収した企業が保有するコンテントの統合に失敗している事が、

彼等の大きな問題だ。 Travelport は、2007 年に、ロールアウトする次世代共通プラ

ットフォーム上で、保有する全てのブランドとサイトのコンテントを利用可能にする

事を目標としている。 
 

 2006 年には、Expedia と Travelocity では、予期し得なかった大幅なエアー コンテン

トの供給の縮小により、ダイナミック パッケジングの進展は余り見られなかった。 

Expedia では、幾つかの都市に於けるホテル コンテントへの限定的なアクセスも影響

している。 しかし、この現象が Travelocity では発生していない事を勘案すると、
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Expedia が 2006 年に締結した新しいホテル チェーン契約による影響の所為だろう。 

とは言え、ダイナミック パッケジングの需要は、依然として強いモノが有るが、よ

り強力なエアー セグメントの抑制（それと、バルク運賃アベイラビリティーの減少）

の影響は、今後も持続するだろう。 2008 年までのパッケージ販売のオンライン旅行

市場シェアーは、前回予測よりも小さな数値に変更されている。 
 

 Travel 2.0 のトレンドが、新興企業や、買収した企業や、既存プレイヤーが採用した

ケーパビリティーの中で動き始めるだろう。 メタサーチは、オンライン予約全体の

中では未だ小さなシェアーしか保有していないが、トラフックとケーパビリティーは

成長しつつある。 オンライン旅行者のより新世代が、オンライン旅行社サイトとメ

タサーチと検索ツールの境界線を気にかけない様になるので、旅行のオンライン購入

に影響を与える要因は、より幅広く複雑なモノになりつつある。 コミュニティーの

影響もパワフルで予想がつかないモノとなりつつある。 同様に、今や、オフライン

の情報の収集とシェアーの方法が、サプライヤーもオンライン旅行社もコントロール

出来ない方法で、オンライン化されている。 しかしながら、新たに生まれた力強い

オンライン旅行消費者達は、弱める事など決して無しに、オンライン旅行販売を強化

するだろう。 そして、巨大なビジネス オポチュニティーを、サプライヤーと仲介

業者に同様に与えるだろう。 

■ 
U.S. Online Travel Overview Sixth Edition：「（２）Size of the Market: End of Channel Shift to 
Supplier Is in Sight」   ——— 以 上 ——— 
 
 
 
 
 

7. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）オービッツ、ホテル レートチェックイン案内サービス開始 
Travelport の Orbitz は、航空便とホテルのパッケージを予約した顧客に、便が遅延した場合、

ホテルにチェックインが遅れる事を案内するサービスを開始する。 若し、便が遅れて、

深夜 12 時以降のチェックインが不可避となる場合、Orbitz は、旅客の承諾を得て、ホテル

に連絡して予約キープを依頼する。 便が欠航となった場合は、旅客の承諾を得て、新し
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いホテルを再予約する。 顧客は、このサービスを受ける為には、予約時に携帯電話番号

を登録する必要がある。 殆どのオンライン旅行社は、彼等のダイナミック パッケジング

のビジネスを、戦略的マストのツールと考えている。 Orbitz のホテル通告プログラムは、

消費者に、彼等のパッケージを、Orbitz.com で予約する、もう一つの理由を与えるだろう。 

Orbitz は、既に遅延や欠航やゲート変更の電子的警報案内サービス（TLC=Tender Loving 
Care サービス）を、何処のオンライン旅行社よりも充実させている。(DTW, 12/21/2006) 
 
 
 

 空 運  
 

（１）デルタ、ユーエス、お互いに、自身の案に自信を示す 
DL は、19 日に発表した単独再建案が、US 買収案に数段勝っていると主張している。 US
は、DL の再建案は、楽観的な甘い数値に基づいていると非難し、自分達の買収案が DL 単

独再建案よりも価値が有ると反論し、飽くまで買収努力を継続すると言っている。 US
は、特に DL のバリュエーション（自社の価値を $9.2bn〜 $12bn≒1 兆 850 億円〜1 兆 4,150
億円と算定）について、非現実的な数値であると攻撃している。 試算値の上限額は、

Southwest の時価総額に近づき、AA や UA の 2 倍以上の額になる。 US CEO Doug Parker
は、「DL が Southwest と同じ価値が有るなんて、誰も信じないだろう」、と試算の方法に大

きな疑問を呈している。 DL のこの試算は、余りにも楽観的な 2010 年の利益 $1.2bn（1,400
億円）に基づいて算定されている。 US は、DL のバリューを、精々 $5.5bn〜$6.9bn（6,450
億円〜8,100 億円）と試算している。 その上で、買収が成立すれば株価が上昇し、その結

果、このバリュー$5.5bn～$6.9bn は、$10.1bn〜$11.5bn（1 兆 1,900 億円〜1 兆 3,550 億円）

に拡大するだろうと予測している。 DL の試算方法を援用すれば、US の試算値は、$11.6bn
〜$14.2bn に増加すると、US は言っている。 

DL の将来を決定するキャスチングボードを握っている債権者団は、DL 再建案の支持を表

明しているが、一方では、DL に代替案の検討を迫るなど、今の所はニュートラルな姿勢

を見せている。(DTW, 12/22/2006) 
 

（２）アメリカン航空、1 月より機内サービス変更 
AA は、1 月より機内で 16oz 瓶のミネラル水を $2 で販売する。 今まで通り、無料の飲

み物サービスは継続されるが、新たにオプションとして、旅客より希望の強いミネラル水

の販売を開始する。 この他、飛行時間が 2 時間以上の便で、新たな個別のスナック販売

を実施する。 3 時間以上の便では、新たに軽食を販売する。 この新機内食販売導入に

より、今まで 3 時間以上の便で実施されて来た、スナック ボックスとマッフィンの販売を

中止する。 軽食のオプションには、朝食ベーグル サンドイッチ、イタリアン Wrap、七
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面鳥とスイス チーズのチャバッタ パン サンドイッチ、アジア チキン サラダのチョイス

が可能。 各メニューは、全て $5 で販売される。 AA は、2005 年 2 月 1 日より機内食

の販売を開始した。 今年初めよりは、クレジット カードとデビット カードによる支払

を可能にした。(DTW, 12/22/2006) 
 

（３）ノースウエスト機内誌 12 月号、搭載中止 
NW は、N.B.A.バスケットボール選手の Carmelo Anthony
を表紙に掲載した 12 月号の機内誌 WorldTraveler マガジン

を機内から取り降ろした。 Anthony が、先週 16 日の

Denver Nuggets と New York Knicks の試合で乱闘騒ぎを引

き起こし、相手選手を殴った為に、15 試合の出場停止処

分を受けた事が、同選手の記事を掲載した機内紙の搭載中

止の理由。 NW が機内誌の搭載を途中で停止したのは、

これが初めてのケース。 NW は 22 日から、1 月号の搭載

を開始した。(nytimes.com, 12/25/2006) 
  Carmelo Anthony, ex-cover star for Northwest. 

 

（４）米メサエアーが中国でリジョナル航空合弁企業に投資 
中国の Shenzhen Airlines（深川航空）が、米リジョナル航空 Mesa Air Group と提携して、2007
年末迄に、中国合弁リジョナル航空会社（資本金 $64m≒75 億円）を立ち上げる。 現在、

中国では、70 機のリジョナル ジェット機が 7 社の航空会社によって運営されている。 
Mesa は、広大な中国に於けるリジョナル路線網

構築のビジネス チャンスの獲得を目論んでいる。 

Shenzhen Airlines が 51%を、Mesa が 24%、米ファ

イナンシャル  サービス  プロバイダーの

Wilmington Trust が残りの 25%を夫々出資する。 

Mesa は、当初は、パイロット及び整備のテクニ

カルなケーパビリティーと、オペレーションのサ

ポートを提供する。  (channelnewsasia.com, 
12/25/2006) 

Shenzhen Airlines staff pose for a photo in Zhuhai 

 

（５）アイスランド投資グループが、AA 株取得 
アイスランドの投資グループ FL Group が、AA の親会社の AMR 株を、5.98%（バリュー

$400 ﾌﾟﾗｽ）取得し、AA とのミーティング開催を求めている。 FL Group は、昨年、easyJet
株を買い増して、買収を試みたが失敗した事で知られている。（投資はリターンを生んで成
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功した。） 同社は、AMR の第 3 位の株主に踊り出た。 AMR 株は、今年、+36%上昇し、

過去 52 週の高値 $34.40 に近接する $30.30（12 月 26 日）をつけている。 FL Group は、

AA 経営陣と戦略的問題について協議したいと言っている。 FL Group の投資 $3.5bn（4,100
億円）の約25%は航空会社投資に向けられている。(FT.com, 12/26/2006) (wsj.com, 12/27/2006) 
 

AMR チャート（1 年間） 赤線は航空業界平均株価 株価は 12 月 27 日時点 
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（６）プライベート プレーン ハンガー払底 
プライベート ジェト機人気の上昇と、大都市郊外空港の隣接地の高騰で、fixed-base 
operators（プライベート ジェット機の整備とその他のサービス提供会社）の空港スペース

確保が困難になり始めている。 Avitat Westchester は、Westchester County Airport の 後の

利用可能スペースを使って、48,000sqft の高度にセキュリティーが確保されたハンガー コ
ンプレックスを、$9m かけて今月完成させた。 Avitat の顧客には、J.P. Morgan, American 
Express, Hillary and Bill Clinton, Paul Newman, Richard Gere が居る。 スペースが限定されて

いるために、Avitat は、旧ハンガー（36,000sqft）に 1993 年の賃貸料の殆ど倍の年間（月間？） 
$61,000 を支払っていた。(nytimes.com, 12/27/2006) 
 

 
A private jet, top, in a Westchester County Airport hangar owned by Avitat, a fixed-base operator that recently opened the 

new facility. The hangar’s lobby, above, features fish tanks and a Starbucks store. 
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（７）欧州プライベート ジェット機利用が急上昇 
欧州 大のプライベート ジェット運営者 NetJets Europe は、今年 11 ヶ月間のプライベート 
ジェット便数が 60,000 便に達し、前年同期を +30%上回ったと発表した。 テロの脅威、

空港のセキュリティー強化などの影響により、プライベート ジェット使用が鰻上りに増加

している。 特に 8 月のスコットランド ヤードの米国機爆発テロ計画の摘発後に、大幅な

利用増加が発生していると言っている。 NetJets は、殆どの競合他社の保有機が 20 機以

下であるのに対して、114 機のプライベート ジェット機を保有している。 同社は、分割

保有システムを採用し、ジェット機を丸ごと所有しなくても、分割の割合で、顧客に利用

時間（通常は 低 25 時間）を保証するシステムを採用している。 ジェットカードが要求

するダウン ペイメントは、このシステムでは必要とされない。 顧客には、新しい富裕層

のミドルが多い。 夏のサッカー世界大会では 1,000 便が利用された。 BER の優勝決定

戦には、200 便が運航された。 景気の良いシティーのボーナスも勘案して、NetJets は、

16 機の新造機の発注前倒しを行う。(FT.com, 12/26/2006) 
 

（８）バージン アメリカ、路線免許認可されず 
米運輸省は、12 月 27 日、Virgin America の免許（operating certificate）申請を却下した。 却

下の理由として、① 取締役の 2/3 以上が米国市民で構成されていない、② 議決権株式の

75%以上が米国市民により所有され且つ実質的に支配されていない、事の 2 点を挙げてい

る。 米運輸省は、米航空会社への外資規制緩和措置として、“実質的に支配”の部分の変

更を計画していたが、議会等の反対に遭い、この計画を撤回している。 同省は、Virgin 
America は、英国の Virgin Group と強い関係を持っており、この会社の設立に英国本社幹部

の強い影響を受けたので、米国市民による実質的な支配の要件を充足していない、と語っ

ている。 更に、Virgin Group との財務的関係が、Virgin America の取締役会の決定に影響

する怖れが有ると指摘している。 そして、75%の議決権の米国市民による保有の要件も

達成されていないと言っている。 この運輸省の暫定的な決定に対しては、14 日間の反論

の提出が認められている。 Virgin America は、早速その準備を開始した、と言っている。

(wsj.com, 12/28/2006) 

 

（９）米運輸省、全席ビジネス仏航空会社の PAR＝NYC 線開設認可 
米運輸省は、12 月 27 日、L’Avon 社（仏）の PAR（Orly）= NYC（Newark）全席ビジネス 
クラス便（B757 型機、100 席）を認可した。 米国の幾つかの航空会社は、数年前に仏政

府が米国航空会社の Orly 乗入れを拒否し、CDG に集中させた事を持ち出して、L’Avon の

申請却下を要請していた。 米運輸省は、仏政府が、その後、オープン スカイ協定に合意

したので、米国機の Orly への乗入れも可能になったと言っている。 大西洋線の全席ビジ

ネス便は、既に Eos 航空と MAXjet（どちらも米航空会社）が NYC/LAS/WAS=LON（Stansted）
間を運航している他、1 月 25 日からは、Silverjet（英）が LON（Luton）＝NYC（Newark）
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間に就航する。(DTW, 12/28/2006) 
 

（10）ジェットスター（豪）、豪州＝ハワイ線に就航 
Qantas Group が保有する LCC Jetstar が、12 月 27 日から SYD = HNL に、12 月 29 日から

MEL = HNL に就航する。 Jetstar は、A320 型機×24 機による豪国内線と幾つかの短距離

国際線を運営しているが、11 月 23 日からは、広胴機の A330 型機を使用して長距離国際線

に進出している。 現在、SYD 若しくは MEL から Denpasar, BKK, Phuket, Ho Chi Minh City
へ路線を展開している。(DTW, 12/28/2006) 
 
 
 

 水 運  
 

（１）パキスタン、港湾オペレーターにシンガポールの PSA を指名 
パキスタンが中国の援助を受けて建設したペルシャ湾岸のGwadar新港のオペレーターに、

シンガポールの PSA International が率いるコンソーシアムを指名された。 来年 3 月 23 日

から有効の 40 年間契約の詳細は、明らかにされていない。 Gwadar は、パキスタンの 3
番目の大規模深海ハブ港で、中国が $198m（235 億円）のローンを提供している。 中国

は、オイルリッチな中東諸国との貨物輸送の中継点として、Gwadar 港を殊のほか重視して

いる。(FT.com, 12/23/2006) 
 

（２）コスタクルーズが、ドバイを母港に選定 
Costa Cruise が、12 月 23 日から、国際クルーズ船では初めて、ドバイを Costa Classica 丸の

母港に選定した。 ドバイ発 7 日間クルーズは、ドバイを毎週日曜日に出港して、マスカ

ット、オマーン、アブダビ、フジャイラ、ア首連、バーレーンに寄航する。 各シーズン

で 44.000 人の船客の集客を目標とする。 
 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 

（１）ワルシャワ＝ウイーン間 11 時間の鉄道の旅 
WAW = VIE 間は、鉄道で 11 時間かかる。 蒸気機関車よりも遅い。 ポーランドの前近

代的な鉄道路線が、高速走行を困難にしているためだ。 ポーランド国鉄 Polskie Koleje 
Panstwowe（PKP）が使用している 24,500km の線路の 5%しか時速 120km 走行できない。 

12%は、時速 40km 以下でしか走れない。 ポーランドの鉄道が、西側水準になるまでに
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は、15 年間が必要だと言われている。 しかし、状況は好転し始めている。 欧州連合は、

2007 年～2013 年の間に、ポーランドに 670 億ﾕｰﾛ（10 兆円）の援助を行うだろう。 この

内少なくとも 45 億ﾕｰﾛ（6 兆 7,500 億円）が鉄軌道の改善に回される。 東西高速路線が開

発されるだろう。 そうすれば、ポーランドの横断は、3 時間に短縮されるだろう。(FT.com, 
12/20/2006) 

  

 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）インドのホテル事情、全室満室 
ニューデリーの Oberoi（279 室）で、超満室の状況が続いている。 完全な売り手市場で、

１泊が朝食抜きで $345 するこのホテルが、4 月まで、殆ど全室が満室となっている。 イ

ンド全土のホテル客室は 110,000 室しか存在しない。 中国は、その 10 倍を供給する。 米

国は 40 倍で、インドの客室数は、NYC のメトロポリタン地区の客室数と一致する。 Accor, 
Hilton, Wyndham, Pan Pacific が、インド市場で大きな投資を行っている。 世界に 4,100 ホ

テルを展開している Accor は、10 年以内にインドで 200 ホテルを展開する計画を有してい

る。 Hilton は、2010 年までに 75 のホテルをインドで建設する許可を得ている。 現地

資本の Taj グループは、1 泊 $22 の Ginger と呼ばれるバジェット ホテルを、５年以内に

100 軒建設する。 Starwood Hotels は、数百ドルを投資してインド全土にホテルを展開す

る。 Microsoft は、ビデオ会議により出張を代替している。 世界に 66,000 人の社員を持
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つインドのソフト企業の Infosys は、Bangalore の本社の側に 500 室の部屋を保有し、6 月ま

でにはインド全土で 15,000 室を確保（所有）する。 この部屋数は、インドの全ホテル客

室の 1/8 に相当する。 Bangalore の Infosys が所有する部屋は、1 部屋 1 泊 $15 で済み、

これは 3 つ星ホテルの平均レート $150 の 1/10 にしかならないと言う。 インドの観光省

の高官 Amitbh Kant は、2010 年に予定されている Commonwealth Game（旧英連邦諸国のス

ポーツ大会）までに $6.5bn を投下して、140,000 室（より保守的な見通しでは 70,000 室）

のホテルを建設すると言っている。(nytimes.com, 12/26/2006) 
 

（２）プライベート エクイティー企業が、カジノに賭けている 
プライベート エクイティー企業達が、カジノ投資に殺到している。 先週、Harrah’s が

$28bn（3 兆 3,000 億円）で買収された。 買収したのはエクイティー企業大手の Apollo 
Management と Texas Pacific Group の 2 社で、Harrah’s の買収に $17.1bn の現金を用意する。 

この現金に加えて、両社は、Harrah’s の負債 $10.7bn を引き受ける。 既にカジノ業界で

は M&A が活発化している。 この買収された Harrah’s も、昨年、Caesar’s Palace を $9.4bn
で買収した。 Pinnacle Entertainment は、ミズーリー州の収支悪化に苦しんでいる President 
Casinos を買収した。 ビリオネアーの Kirk Kerkorian の Tracinda Corp.は、今月、一株$55
で、MGM-Mirage の公開株式買付（1,500 万株までの）のオファーを提出した。 このオフ

ァーの同日に、LAS の Station Casinos が、Fertitta Colony Partners から、一株 $82 で買収オ

ファーを受けた。(DTW, 12/26/2006) 

Harrah’s のレバレジッド バイアウトは、この会社に新たな負債 $10bn（1 兆 1,800 億円）

を追加する事になる。 既存の負債 $10.7bn と加えると、合計 $21bn（2 兆 4,700 億円）の

巨額な負債となる。 Harrah’s の各年のキャッシュ フローは凡そ $2.5bn なので、キャッ

シュ フロー比 8 倍以上の負債を抱える事になる。 

レバレッジ バイアウトされた企業の第４四半期のキャッシ

ュ フローに対する負債比率の平均は 5.7 倍（2005 年の平均

は 5.3 倍）であるので、Harrah’s のケースはそれを大きく上

回る。 Station Casinos の場合は、9 倍以上のレバレッジ率

となってしまっている。 上場を取り消して非公開株にする

為には、既存の株主からの買収価格を上げる事を要求される。 

それ故、益々レバレッジ率が上昇する。 アナリスト達は、

これ等の大きな負債のリスクに懸念を抱いている。 何らか

の理由で業績悪化が長引いたり、或は金利が上昇したりすれ

ば、即キャッシュ フローが減少し、このビジネス モデルの

破綻の悪夢が待ち構えているのかも知れない。 しかし、今

日の負債比率が高いと言っても、1980 年代の 10 倍よりは低

いレベルに収まっている。 金利のキャッシュ フローに対
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する比率についても、今日の 2.1 倍は、 近 10 年間で も高かった 3.4 倍よりもズーット

低いレベルに収まっている。 それに、プライベート エクイティーのバイヤー達は、買収

した資産の切り売りやコスト削減で、負債を減少させる事が出来るだろう。 しかし、何

れにしても、バイヤー達にとっては、買収した資産の慎重な運営が求められる事だけは確

かな様だ。 プライベート エクイティーは、買収を成功させる為には、買収価格や条件よ

りも、買収後の企業を運営させる能力有る経営者を連れて来る事だ、と言っている。

(wsj.com, 12/27/2006) 

 

（３）郊外型ホテルが都市に進出 
マンハッタンの Chelsea 近郊の Hampton Inn（144 室）は、ロビーはシックな作りではある

が iPod の如く小さく、フラット TV は備えているが、部屋は、通常の Hampton Inn よりも

1/3 も狭く、簡単な朝食を採るバー カウンターを除いてレストランも保有せず、会議場も

勿論スパやジムの施設も存在しない。 このホテルのオーナーである Hersha Group は、郊

外型ホテルを都市に持ち込んでいる。 2003 年に Chelsea にホテルを建設して以来、Hersha
は、3 ヶ月前にオープンした Madison Square Garden の側の Holiday Inn Express（230 室）を

含めて、3 軒のフリル無しホテルをマンハッタンで展開している。 そして、3 年以内に、

更に 8 軒の同様のサービス限定ホテルをマンハッタンにオープンさせる。 これ等のホテ

ルの殆どは新しく建設する予定で、既存のビル改修は少数に止まる。 郊外型ホテルの都

市進出は、Hampton Inn や Holiday Inn Express に加えて、Marriott International の Courtyard by 
Marriott と Residence Inn が存在する。 これ等の郊外型ホテルは、採算性が悪い会議場や

レストラン スペースを一切所有しないため、フルサービス ホテルよりも床面積が少なく

て済み、従って、採算性が向上する。 しかも都市に位置する為に、郊外では 1 泊平均 $90
の料金が、マンハッタンでは、$200 で、ピーク時には $350 以上で販売出来る。 

Hersha は、都市の中規模ホテルの場合は、オペレーティング マージンが 40%〜50%にも

なると言っている。 フルサービス ホテルの 20%〜25%とは大違いだ。 大きな土地の

確保が難しく（物理的にも価格的にも）、また現在の極めて需給タイトな状況が、都市に於

けるサービス限定ホテルの建設を加速させている。(wsj.com, 12/27/2006)      

 

 

 

 

The Hampton Inn in New York's Chelsea area. 

Breakfast is at the bar, but dinner's outside. 
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 その他  
 

（１）エクイティー企業大手が、アジアの投資物件を物色している 
グローバルの大手プライベート エクイティー達が、米国と欧州で、異常とも言えるほどの

大量の取引を実施した後で、今度はアジアに於ける投資物件を探している。 今年の 初

の 9 ヶ月間の、彼等の日本を除いたアジアの企業に対する投資は、前年の同期間を +78%
上回る 289 億ドル（3 兆 4,100 億円）に達している。 Texas Pacific とそのアジア投資部門

TPG Newbridge（香港）は、10年以上前からアジアに於ける投資活動を開始している。 Texas 
Pacific は、昨年は、彼等の総投資額の 30%をアジアで消化した。 この規模は、過去 4 年

間の投資額の倍だ。 今年は、アジアで $1bn（1,180 億円）を投資して、シンガポールや

マレーシアの病院、豪州の百貨店、中国の天然ガス会社、台湾とインドのファイナンス企

業などを買収した。 市場の混乱がなければ、未だ $4bn（4,700 億円）のアジアに於ける

投資を考慮中だと言う。 アジアでは、特にインドや中国では、100 年後の偉大な企業が、

今作られていると彼等は言っている。(nytimes.com, 12/27/2006) 
 
 

 
Timothy D. Dattels, a Texas Pacific partner, left; Weijian Shan, center; and Daniel A. Carroll, who runs Texas Pacific’s 

operations in Asia. 
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編集後記 
 
 
 
 
 
 

恒例の Travel Weekly 社の“米旅行業界 9 大ニュース”が発表された。 何時もとは違っ

て、9 大ニュースとなっている所が面白い。 
 

過去 3 年間の 10 大ニュースと見比べてみると、（多分、選者が同一人物では無いと思われ

るので、比較自体に困難さは残るが・・・・・）、原油の高騰のニュースが、2004 年から 3
年連続で登場している。 原油の高騰が、如何に大きな影響を旅行産業に、特に航空会社

に与えたかが、これで良く分かる。 

ハリケーンのニュースも、3 年連続でリストされている。 しかし、今年のは、以前の 2
年の災害発生のニュースではなくて、復興の話である。 
旅行流通の主役である（であった）GDS や、インターネット コングロマリットの Cendant
が、3 年連続でリストされているのには、違和感は全く無い。 
 

しかしながら、4 年連続でリストされたニュースは存在しない。 時代の変遷が、時と共

に早まっている。 だって、ユビキタスのインターネット時代ナンダから。 
 
 
 

9 大ニュースしか掲載されていないので、10 番目のニュースを考えて見た。 
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自分が航空業界出身の所為かも知れないけれど・・・・・、 
「米メジャー収支改善、株価急騰」が 10 番目に入るのではなかろうか。 
 

或は、「エアー カナダがタンゴ運賃開発、一部 GDS 掲載拒否」が入るかも知れない。 
それとも、「旅行サイト、トラベル 2.0 を採用、ますます消費者オリエンテッドなサイト構

築に努力」となるかも知れない・・・・・。 「期待はずれの GNE」なんかはどうだろう

か。 尤も、GNE は、長期的には大きなポテンシャルを持っていると言われている。 

（H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 250 （ 以 上 ） 
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