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1. European Online Travel Marketplace: Focus on The United Kingdom

欧州（主に英国）オンライン旅行市場の現状（連載　その２）

前号に引き続き、今週号と次週で、欧州オンライン旅行市場全般の“詳細”をレポートす

る。　その後に、「“英国”の現状」を、3回~4回に分けて報告する。

オンライン旅行社

 コングロマリットが支配している

 Expedia、Cendantの ebookers、Amadeusの Opodo、が欧州 3大オンライン旅行社であ

る。

 トップ 4社の内、3社が米国の旅行コングロマリットの子会社である。

 ebookersは、Cendantの 2004年末買収後、シェアー落とし、不振が続いている。

 Lastminute.com 及び Expedia は、主として英国のサプライヤーとツアオペとの競争激

化により、成長速度がにぶっている。

 AmadeusがOpodoの息を吹き返らせる

 Amadeus は、買収後 3 四半期で、Opodo を、欧州 9 カ国に進出したグロス販売額 10

億ﾕｰﾛ（1,400億円）に近づくオンライン旅行社に成長させた。

 Opodo の成長の半分は、英国を除いて、旅行社の買収により達成されている。　英国

では、自身の成長（organic growth）により、+20%の成長を遂げている。

 Priceline Europeは、4位となるだろう

 Priceline Europe は、オンライン ホテル販売にフォーカスした Active Hotels（2004 年

買収）と Bookings B.V.（2005 年買収）のお陰で、ebookers を抜いて、2006 年中に欧

州第 4位のオンライン旅行社となるだろう。

 Ebookers は、2006 年には成長が止まると予想されているので、強力な持続的成長力

を持っている Active と Bookings B.V.に、仮に彼等の成長が半減したとしても、追い

抜かれてしまうだろう。

 英国は、米国企業の欧州展開のエントリー ポイントとなっている

 殆どのオンライン旅行社は、SideStep や TripAdvisor の如くの、新しい波となってい

る旅行検索エンジンやアドバイスとディール サイトを含めて、早期に市場が開拓さ

れた英国で、欧州展開の足場作りを模索している。　英国市場は、欧州展開を狙って

いる米国企業のランディング ポイントとなっている。

 英国の LCC のオンライン予約促進と、早期オンライン予約導入者達により活性化さ
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れている市場のダイナミズムが、ebookers や lastminute.com の如くの企業のWeb 予約

をプロモートしている。

 唯一 Travelocity が、英国ではなくて、欧州大陸を目指し、最初の欧州提携先にドイツ

のOtto Freizeit und GmbHを選んでいる。　しかし、結局、英国の lastminute.com買収

後に、合弁事業の全株をOttoに売却してしまった。

ツ ア オ ペ

 確立した大手が、徐々に勢力を拡大している

 新規参入者達が、既存の旅行プレイヤー達からの大きな抵抗無しにオンライン市場を

席巻出来た米国とは違って、欧州の伝統的旅行の会社は、極めて大きな力を持ってい

る。

 新規参入者達が、市場で目立ち始めているが、欧州のツアオペ、特に Tui、Thomas Cook、

MyTravel、Rewe は、欧州旅行事業最大で、且つ最も大きな影響を市場に及ぼしてい

る。　そして、彼等は、オンラインに進出し始めている。

 ツアオペは、全ての賭けにヘッジしている

 ツアオペは、彼等のオンライン進出に遅れを取ったにも拘わらず、成熟した自分達の

事業の強みを最大限に利用し、シェアー競争よりは採算性を重視している。

 そして、現地顧客に選んで貰える様に、マルチ チャネル戦略を採用している。

 巨獣が、最先端を行っている

 LCC とオンライン旅行社達が提供するダイナミック パッケジングが、欧州全般に渡

って旅行の景観（landscape）を変えているが、ツアオペのインターネット採用は、特

に英国で、力を発揮している。

 最先端の Web サイトでもって、ダイナミック パッケジング・素材の単品販売・消費

者直販コンポーネント販売市場へ侵入し、そして幾つかは、マッピング mashups（地

図と衛星写真を組み合わせた、ホテル情報と予約ケーパビリティー）の如くの最新の

テクノロジーを採用している。（mashupsについては、情報 215、P-11参照）

 伝統が力を持っている

 数年間に及ぶ旅行需要の低迷を経験し、インターネット流通採用に出遅れたツアオペ

が、自分達の巨大な資産をオンラインで販売し始めている。

 ブランド コンソリデーション（独の Rewe が主要 holdout）と、チャーターと航空会

社の資産の再展開（redeployment）が、ツアオペの数十年（幾つかのケースでは百年）

のオフライン遺産利用を促進させ、そして、爆発的な成長を遂げている LCC からの

富の分配を享受させている。

 低運賃とコスト削減の要請があり、ツアオペがリスク軽減を追求しているので、依然
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として垂直的統合には限界がある。

航 空 会 社

 淘汰の中で、LCCが継続して成長している

 LCC（easyJet と Ryanair がリードしている）が、継続して、前年比 +20%の旅客収入

増を遂げている。

 しかしながら、運賃戦争と燃料費の高騰で、小規模な企業は負債に追い立てられ、LCC

航空社数の減少を来たしている。　そして将来の成長率は、easyJet や Ryanair の如く

の野心的な拡大計画を保有している企業は存在するものの、その他の LCC 達は、大

手の企業と同じ様なレベルになると予想されている。

 将来のオンライン市場の成長は、その大部分は、保守派から生まれる

 LCC の貢献が減少する中で、フラッグ キャリアが、新しいオンライン予約を創出す

るだろう。

 インターネット マーケティングのケーパビリティーと Web サイトの機能によって、

伝統的航空会社に予約しなかった新しい顧客が掘り起こされている。

 BA航空が、その他の伝統的キャリアをインターネットに引き付ける

 機能豊富なWebサイトと改良された予約ツールにより、BAは、積極的に、コスト削

減とインターネットによってもたらされる革新的なマーケティングの潜在力を追求し

ている。

 コスト削減と、マーケティングの機会は無視出来ないほど大きいので、AF, LH, IB, や

その他が、BAのリードにマッチングしようとしている。

 LH航空が、LCCと対決する

 幾つかの伝統的航空会社が LCC との直接対決を嫌っている一方で、そして、その他

の航空会社が子会社や特別事業部門を編成して LCCに対抗している一方で、LHは、

国内路線と欧州域内路線の供給の 10%を、LCCとの競争用に差し向けている。

 最近数年間は、競争がシェアーを低下させる方向に作用しているにもかかわらず、独

のフラッグ キャリアは、陣地を明け渡してはいない。

ホ テ ル

 需要増により、振り子はホテル側に振れている。

 Accor, InterContinental Hotels Group, Hilton等の欧州チェーンは、力の均衡が、仲介業
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者サイトからサプライヤー直販サイトにシフトしているので、流通関係の再評価を実

施している。

 需要の増加が、第三者の助けによる外部収入依存の必要性を減少させている。

 チェーンは、パリティー（ホテル直販サイトレート＝オンライン旅行社のレート）と、

仲介業者に対する低いマージンと、オンライン旅行社サイトに於けるより良い検索結

果のポジショニングを期待している。

 コンテントとレート マネジメントとが、かってないほど重要

 コンテント マネジメントは、ホスピタリティー業界の重要なトピックスとなってい

る。　その為の、多くの最適化ソリューションが存在する。

 コンテントのためのシングル エントリー ポイントが、時間とコストを節減する。　そ

して、ホスピタリティー業界は、同時に全ての流通チャネルをアップデートするコン

テント マネジメント システムを、強く必要としている。

 ダイナミック プライシングと顧客宿泊該当日（或いは該当滞在期間）の最適利用可

能レートの算出は、この業界の Property Management System（PMS）とCRS企業の挑

戦課題である。

 現在利用可能なソリューションは存在するが、多くのホテル チェーンは、この戦略

をサポートする為に、依然として彼等のシステムをアップグレードしなければならな

い。

 小規模プレイヤーが、自身のインターネット方法を見つけ出している

 過去は、小規模ホテルは、主として、各国の政府観光事務所や目的地のマーケティン

グ組織経由で e-コマースに参加していた。　しかし、現在は、顧客に、自社サイト予

約のためのインセンティブを与えるとかの、自分達の独立したサイト プロモーショ

ンの方法を見つけ出している。

 リアルタイムのオンライン流通とシングル イメージ インベントリーは、捉え難い

 欧州のホスピタリティー業界は、依然として、リアルタイムのオンライン流通のサポ

ートと、全てのチャネルに跨るシングル イメージ インベントリーの技術的インフラ

を保有していない。

 欧州の旅行業界は、極めて分散化されており、オンライン旅行社は、ホテルの PMS

やCRSとインターフェイスを取る事を、必ずしも要求されていない。

e-コマースとオンライン化率

 インターネット アクセスが欧州でブームとなっている

 インターネット アクセスが、欧州で急速に広まっている。　幾つかの国では、ブロ

ードバンドとワイアレス ネットワークを力強く展開している。（Table 2-1参照）
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 特に英国では、積極的にブロードバンドが採用されている。

 欧州オンライン化率は、英国をトップに、米国の

それに迫っている

 欧州の旅行市場のオンライン化率は、米国のそれ

を近接しつつある。

 全欧州市場のオンライン化率は、米国よりも 2 年

間遅れているが、英国のオンライン化率は、2007

年には、米国のレベルと略同じレベルになるだろ

う。（Table 2-2参照）

欧州オンライン旅行業界の構成

Makeup of the European Online Travel Industry

欧州オンライン旅行社は、一般的に、2 つのカテゴリー、即ちローカルとグローバルに分

けられる。　ローカル旅行社は、彼等が位置する国で独立して事業を運営している。　グ

ローバル旅行社は、数カ国の市場に跨って、スタッフィング（顧客サービスを含む）・マ

ーケティング・テクノロジーに於ける、規模の経済のメリットを追求している。

オンライン旅行社は、依然とした成長過程にあるけれども、その速度は、2003/2004 年よ

りも低下している。　そして、そのマーケティング支出は、ツアオペとは対照的に、拡大

の傾向が弱まり始めている。
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Consolidation End Game

欧州のオンライン旅行市場は、依然として活況を呈している。　2003 年から開始された

コンソリデーションは、2005 年にクライマックスを迎えた。（Table 2-3 参照）　Cendant

は、2004年末に矢継ぎ早に ebookersとGulliver Travel Associatesを買収した。　Travelocity

は、2005年中頃に lastminutes.comを買収した。　Sabre、Expedia、Cendantの米御三家が、

汎欧州オンライン旅行社市場に進出している。　これに Priceline を加えると、米企業は、

欧州オンライン旅行社市場の約半分を押さえてしまっている。

問題なのは ebookersだ。　Cendant Travel Distribution Service（現在の Travelport）は、ebookers

の自社統合で梃子摺っている。　2004年にその半分を Amadeusに買収された Opodoは、

欧州唯一の欧州企業が所有する大手オンライン旅行社だ。　一方、Priceline は、ホテル予

約企業のActive HotelsとBooking B.V. 2社の買収のお陰で、ebookersを抜く勢いでOpodo

を追っている。

Size of the Online Travel Agency Market

買収の消化（幾つかは未消化となっているが）によって、今では、企業買収は影をひそめ

ている。　成長は、買収によるものから、自分自身の成長（organic growth）によるものに

切り替わっている。　そして、欧州のオンライン旅行社のトップ 5 は、2005 年グロス販

売ベースで、オンライン旅行社市場の 61%を押さえてしまっている。（Table 2-4, 2-5参照）

2002 年には 42%であったので、大幅な上昇だが、それでも、欧州市場は、米国に比べて

分散化された市場と言う事が出来る。（米国市場は御三家で、93%を構成する。）

欧州で、オンライン旅行社のトップを見つけ出すのは、骨が折れる仕事だ。　幾つかの企

業はデータを公表していないし、大手の旅行社の様々なマーケティングが、企業間の単純

な比較を困難にしている。　しかし、Travelocity と Expedia の両者が拮抗して、欧州市場

のトップランナーとなっているのは明らかである。　Travelocityの ebookersが trade business

を拡大し、Cendantの ebookersは継続してオフライン事業をオンラインに統合し、Expedia

は殆ど自社サイトの拡販に力を入れている。（Trade business = B2B ホールセール モデ

ル。）

米国で見られる様なメタサーチの活躍は、欧州市場では見られない。　欧州の消費者の購

入癖とチャネル選好性が旅行にフォーカスした検索サイト（Yahoo の Kelkoo や、英国の

travelsupermarket.com や、最近の新規参入者である Mobissimo, Kayak, Sidestep の如くのサ

イト）の成長を拒んでいる。　ターゲットされた消費者達は、基本的に価格に敏感な旅行

のショッパーであり、プリパッケジ ツアーのバーゲンが主流で、旅行社と電話が重要な

チャネルとなっている市場環境では、検索サイトの活躍が制限されている。
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Table 2-3 (1)

Selected Online Travel Acquisitions in Europe, 1999-2005
Acquired 市場 Price  (1) Notes

AMADEUS

2001 E-Travel 米 NA Supplier of hosted corporate travel technology

2003 START Amadeus 独 NA Increased stake from 30% to 100%

2004 Opodo 欧州 17%@47M、38％@62M

19%@64M+Eviaggi+16M

(Travellink)

Kept 49mﾕｰﾛ loan in place; total paid for 74% = approx

218m (incl 16M ﾕｰﾛ in Kind Travellink and 74% of

49M ﾕｰﾛ loan kept in place)

2004 Travellink (by Opodo) ス三 16M Online package tour operator (100% owned by

Amadeus, transferred to Opodo for increased stake)

2004 Eviaggi (by Opodo) 伊 NA Portal with 15% share of air (100% owned by

Amadeus, transformed to Opodo for increased stake)

2005 Optims 欧州 NA Long haul tour operator

2005 Quest Travel (by Opodo) 英 1.8M Long haul tour operator

2005 Karavel (by Opodo) 仏 60M Online package retailer

2005 Vivacances (by Opodo) 仏 60M Online travel agency (launched in 2002 by Amadeus

and Galeries Lafayette, transferred to Opodo)

CENDANT

2003 Travel 2/Travel 4 英 240M $280M

2004 ebookers 英 305M Online travel agency

2004 Gulliver’s Travel Associates 英 1.4B Price based on current performance estimates, to increase with

performance;  includes OctopusTravel.com

EXPEDIA  ( via IAC )

2002 TV Travel shop 英 120M Satellite TV service

2003 Anyway.com 仏 80M Tour operator

2004 Egencia 仏 NA Corporate travel agency

2004 World Travel Management 英 NA Corporate travel agency

PRICELINE

2004 Active Hotels 英 127M Hotel reservation service

2005 Bookings B.V. 蘭 110M Hotel reservation service

(1) At the time of purchase, estimated and converted to euro based on that year’s average exchange rate
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Table 2-3 (2)

Selected Online Travel Acquisitions in Europe, 1999-2005
Acquired 市場 Price (1) Notes

SABRE  ( via TRAVELOCITY )

2001 Travelocity Europe 英仏 Otto JV

2001 Travel Overland 独 Otto JV, Travel Agency

2001 Travelocity.co.uk 英 Otto JV

2002 Resfeber.se ｽｴｰﾃﾞ Leading Scandinavian travel agency

2002 Box Office ｽｴｰﾃﾞ Event tickets

2002 Ticket Service ﾉｰﾙｳｴ Event tickets

2002 Reisefeber.no ﾉｰﾙｳｴ Travel agency

2002 Reisefeber.dk ﾃﾞﾝﾏｰ Travel agency

2002 Arte Udland ﾃﾞﾝﾏｰ

50M ﾕｰﾛ committed

to the JV Acquired

together, 50% in JV

with Otto Freizeit und

Touristik

Event tickets

2004 Travelchannel.de 独 50% in JV with Otto Online travel agency

2004 Flug.de 独 50% in JV with Otto Flight specialist

2004 Boomerang 仏 NA Tour operator

2004 Travelocity Europe 欧州 26.6M For 50% not already owned, excluding Germany (Travelocity’s

50% interest the German JV was sold OTTO in 4Q05)

2005 Lastminute.com 欧州 85.0M Online travel agency

Travelocity’s Lastminute.com

Travelocity の lastminute.com は、2005 年にグロス販売約 18 億ﾕｰﾛ（2,500 億円）を売上げ

ている。　オンラインの成長は +30%であったが、trade business は一桁成長に止まってい

る。　2005年上半期から成長速度を低下させている。
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Lastminute.comは、連続した買収により、事業を多角化している。

① Online Travel Corporation 経由でダイナミック

パッケジングとホワイトレーベルのケーパビ

リティーを、

① Holiday Autos（世界最大レンタカー ブローカ

ー）経由で車とホスピタリティーのホールセ

ールを、

① Med Hotel で、1,500 のリゾート ベース ホテ

ルの客室小売販売を、手がけている。

① ホールセール ビジネスが、強力な B2Bコンポ

ーネントを、lastminute.com のポートフォリオ

に加えているが、その成長率は B2C を下回っ

ている。

（Holiday Autos も Med Hotel も、どちらも trade

business業者。）

数年間、lastminute.comは、市場に対してライフ ス

タイルのアプローチを試みて来た。　レストラン

予約・劇場チケット・デリバリー オーダー・レン

タル DVD 等の非旅行関連プロダクトのトランザク

ション バリューは、全体の 5%に達している。

（2005年）

Travelocity Europe は、ドイツの合弁事業の株式を、Flug.de と Travel Overland を含めて、

提携先のOttoに売却し、欧州オペレーションを lastminute.comに集中する体制を整えた。

Ebookers

Ebookers は、2004年に Cendantに買収されている。　Ebookers は、一連のローカル ビジ

ネスの買収のパイオニアだ。（Table 2-6参照）　2005年の 7月以降、成長が止まり、親会

社となった Cendant の足を引っ張っている。　この原因は、ebookers に於いて成長を支え

る為の技術的インフラが整備されていない事による。　Cendantは、40m㌦（44 億円）を

かけて、ebookers を、Cendant の単一プラットホームに統合する。　これが完成すれば、

ebookersの成長は、再び開始されるだろう。　Ebookersのビジネスの 35%は、依然として

オフラインで処理されているので、オンライン販売の潜在的成長力は、大きなモノを有し

ている。　単一プラットホーへの統合が完成されるまで、Cendant は、2006 年の ebookers

の成長をフラット（5%以下）と予測している。　プラットホーム完成後は、伸び率が同

じ様に低下している OctopusTravelも Flairviewも ebookersとのシナジーをエンジョイ出来

る様になるだろう。
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Expedia

2005 年の Expedia の合計海外販売は、+50%増加した。　欧州に於ける増率は、英国に於

ける伸び率の低下はあったものの、海外販売トータルを若干下回るレベルとなっている。

ツアオペや大手サプライヤーのオンライン販売との競争激化で、Expedia の成長は少し減

少するだろう。　2004年に立ち上げた Expedia.frを含めて、フランスでは 3ブランドを展

開している。　Expediaは、ツアオペが強いドイツでも強い勢力を誇っている。　Tuiは、

独最大のオンライン旅行市場でトップであると主張しているが、Exordia こそがトップサ

イトであると言い張っている。（Tuiは、Thomas Cookとの合弁企業 L’TURと tui.comと小

規模な TUI サイトを合計している。）　Expedia は、イタリアでも、小さなフル レンジの

サイトを、過去数年間運営している。　また、Expedia は、法人旅行市場に参入するため

に、Egencia（仏）と Travel Management（英）を 2004年に買収している。　ドイツの法人

旅行市場にも参入すると言っているが、このための具体的なアクションは取られていない。

Expedia は、欧州で、5 カ国（英・蘭・独と、新規参入の仏と伊）に展開しているが、地

理的拡大には、かなり慎重な姿勢を取っている。　しかし、オンライン ホテル販売の成

功の為には、汎欧州とローカル プレゼンスが不可欠なので、Expedia は、その他の国への

投資を計画するだろう。

Opodo

現在 Amadeus によってマジョリティーを所有されている Opodo は、欧州育ちで欧州オー

ナーの唯一の大手オンライン旅行社である。　2005年に、グロス販売 10億ﾕｰﾛ近く（1,400

億円）を売上げ、2006 年には、その収入を倍増させようと目論んでいる。　Ebookers を

抜き去りトップ 2 社の Travelocity と Expedia に追い付こうとしている。　2005 年には、

パッケージ小売のKaravel（仏）と長距離旅行販売のQuest Travel（英）を買収した。　Amadeus

は、所有している Vivacances（仏オンライン旅行社）、Travellink（スカンジナビア 旅行ポ

ータル）、Eviaggi（伊 旅行ポータル）を、Opodoにトランスファーしている。　また、Rumbo
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との合弁でスペインの URL を保有している。　そして、ドイツのサイトを保有している

他、2006年にはイタリアでURLを保有し、欧州市場に於ける展開を強化している。

Opodoは、当初、欧州の航空会社 9社により、そのマジョリティーが保有されていた。　2004

年 6月に、Amadeusが航空会社持ち株を買取り、現在同社は、およそ 3/4の Opodo株を保

有している。

Priceline

Priceline は、2004 年にホテル予約サービスのリーディング企業である Active Hotels と Booking

B.V.を買収し、欧州市場に進出した。　この 2 社（18,000 軒のホテルと取引している）は、欧

州で、422ｍﾕｰﾛ（590 億円）のグロス販売を計上している。　そして、今年に、少なくとも、

10 億ﾕｰﾛ（1,400 億円）の 3/4 のレベルまで、売上げを伸ばすと予想されている。　 Ebookers

を抜いて、Opodo に迫る勢いだ。　買収した 2 社は、Priceline の共通プラットホームに統合さ

れ、そこで、米国顧客向け販売が開始されている。　 Pricelineは、“name your own price”プロ

ダクトを欧州に展開すると言っているが、Priceline ブランドがここでは浸透していない。　 マ

ーチャント レートを使用したオペーク モデルは、Priceline が新しく始めたコミッション付き

のホテル オファリングとは別に運営されている。　従って、“name your own price”プロダク

トは、唯一、既存の米国マーチャント プロダクトにアクセスする、欧州の米国向けアウトバ

ウンド市場向けオファリングとなる。

Consolidation Thins the Rank

欧州に於けるその他のオンライン旅行社は、ローカルの

小規模な旅行社ばかりで、大きな企業は、殆ど存在しな

い。　間際販売の L’TUR（大きなオフライン販売を有

し、強力な Thomas Cookと Tuiを親会社に持つ）が、ド

イツで成功している。　スペインでは、エアオンの

placeholder サイトを保有する eDreams が、2006 年の中

頃に、フランスと英国へ、そして、イタリアにも進出を

狙っている。

大手企業達のコンソリデーションの為に、この様な独立

したオンライン旅行社は、稀な存在となっている。　こ

の傾向が、欧州の市場シェアーにも影響を及ぼしている。

欧州の仲介業者のシェアーは 2002 年から、LCC の誕生と、サプライヤーのオンラインサイト

直販増で、劇的に減少している。　（Table 2-7参照）

■ ̶̶̶̶　次号に続く　̶̶̶̶̶
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PhoCusWright, 4/29/2006

2.  Finding The Best Price Is Still Hit Or Miss

　最低価格保証は、本当に成功しているのか？

旅行は、米国市民に取って最大の娯楽であるが、旅行それ自身への期待とは裏腹に、ショ

ッピング体験は、益々ヤヤコシクなって来ている。　PhoCusWright の調査によると、殆

どのサプライヤーやオンライン旅行社が、最低価格保証を実施しているにも拘わらず、消

費者は、旅行の購入を決定するために、平均 3~4のWebサイトを訪れている。

インターネットの発展と成長に相俟って、各種の利用可能な予約ツールと方法が出現し、

消費者に容易な比較ショッピングの機会と、余りにも多くのオプションを提供している。

その結果、かえって、消費者のベストなプロダクトの選定を困難にしてしまっている。　多

くの人達に取っては、インターネットは、バーゲンと同義語となっている。　そして、貪

欲なショッパー達にとっては、バーゲン探しが、彼等の生き甲斐にまでなっている。　レ

ジャー市場の価格に敏感な多くの消費者達は、「ベスト価格のホテルを探すには、一体何

処に行ったら良いのだろうか？」とか、「最低価格保証は、本当に正しいのだろうか？」

と言う疑問を、依然として持ち続けている。

競争の激化と旅行のコモディティー化に伴い、差別化のポイントが価格にシフトしている。

多くの旅行サプライヤー サイトとオンライン旅行社は、ベスト価格を市場に提供し、そ

れに、ベストである事を保証する“価格保証”を付けている。（Table 1~3参照）

（このレポートの表 T-1~T-5は、この号には紙面のスペースの関係で掲載出来ない。　興

味がある人は、ホームページで閲覧して欲しい。）

2002 年に、InterContinental Hotels Group が、業界で初めて最低価格保証（lowest-price

guarantee）を、自社 Web サイトに導入した。　これは、市場の競争相手や仲介業者の戦

術に対する攻撃と防御の両方を備えているモノで、以下の目的を有している。

① 消費者のブランド ロイヤルティーを醸成し、彼等を、その他のチャネルよりもコス

トが安い自社サイトへ呼び込む。

② 第三者の仲介業者をパスする事によって、流通プロセスのコントロール権を奪い返す。

③ マーチャント モデル価格の氾濫を防止し、価格決定権を取り戻す。

④ 消費者の信頼を勝ち取り、彼等の他のサイトによるショッピングの機会を減少させる。

IHG のアプローチは、直ぐに Cendant と Starwood に追随された。　これらのプログラム

は、企業によって内容を異にするけれども、彼等の共通した意図は、①消費者の信用と信
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頼の獲得と、②予約プロセスから、消費者のイライラと不満を取り除く事にある。

しかし、消費者達は、検索エンジンを使用して、しばしば、最低価格保証以下のより良い

価格を、容易に探し出してしまっている。　検索エンジンは、複数の Web サイトの価格

を横並びにして、消費者に簡便なサプライヤーの価格比較検索の手段を提供している。（旅

行メタサーチ エンジンの詳細については、Table 4参照）

オンライン旅行社も、彼等の最低価格保証でもって対抗しようとしている。　Search Party

の如くの新規参入者は、同一画面で、各ホテルの客室料金・Tax・取り消し手数料を、横

の並びで比較検索可能にしている。　Yahoo は、子会社の FareChase を、彼等の主たる検

索エンジンに統合して、消費者に簡易でクイックな価格情報へのアクセスを提供している。

これは、流通や、予約プロセス、そして究極的には顧客を支配しようとする、旅行サプラ

イヤーと第三者仲介業者間の綱引きだ。　この競争は、自分達も持続したベースでは実施

できない事を知っているにも拘わらず、過度に大袈裟な、顧客に対する裏づけなのない約

束へと走らせている。　この結果、消費者は、誰を信用して良いのか判らなくなってしま

っている。　そして、彼等は、複数の Web サイトやツールを使用して、そして、幾つか

の調査が指摘している：

① 最低価格保証が存在するにも拘わらず、ホテルやその他の旅行サプライヤーは、流通

チャネルに跨る一貫性のある価格戦略を採用できていない事と、

① 最低価格保証は依然として行き当たりばったりの制度で、

① しかも、保証を得るための方法は、複雑過ぎて実行できない事を、見破っている。

ベスト価格を見つける事は、聖杯（Holy Grail）を見つけるが如く難しい。

ところが、最低価格保証を実施している殆どの企業は、このプログラムは成功していると

言っている。　予約は増加し、その上直販が増加していると言っている。　しかし調査は、

これらのプログラムの全てが、かなりの頻度でもって、約束した通りには履行されていな

い事を指摘している。　PhoCusWright の調査によると、サプライヤー ダイレクト チャ

ネル（トール フリーの電話を含めて）では、60%しか最低保証価格を提供していない事

を示している。（Table 5 参照）　この調査は、ホテル サプライヤーが、複数のチャネル

に跨った情報の一貫性の維持（レートとインベントリーの両方）の改善と、マネジャーの

管理とテクノロジー インフラの強化を実施し、彼等が消費者に約束　̶　つまり彼等の

サイトに於けるダイレクト予約の実施と、ベスト価格の提供の約束　̶　の完全履行を要

求している。

多くの旅行の企業は、知っているのか知らないのか、度々、ベスト価格の約束を守る事に
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失敗している。　そして、その場合の保証支払いの方法を、余りにも複雑にして難しくし

てしまっている。　確かに、全く同じ商品を比較しない限り、最低価格保証の制度は生き

て来ない。　しばしば、客室のグレードの違いだとか、適用価格の時期の問題などが、最

低価格であると言う証明を困難にしている。　正確な比較を実施すれば、最低価格の確率

は上昇するかも知れない。　しかし、余りも些細な項目のすり合わせは、サプライヤー側

の理屈で、消費者の側には通用するものではない。　サプライヤーの独り善がりの複雑過

ぎる価格体系が、消費者不信を増幅している。

また、サプライヤーは、多分、実態を表していない、少ない保証支払いのコストだけを見

て判断しているのだろう。　保証支払いの申請方法を、より消費者寄りに簡便化するのは

当然であるが、サプライヤーは、見えないコストにも気を配らなければいけない。　消費

者は、不出来な信頼置けないプログラムに反感を持つだろう。　その場合、口コミでその

反感が市場に伝播して行くだろう。　インターネットの時代だから、その威力は大きなモ

ノとなる。　その負の影響を、サプライヤーは考慮しなければいけない。　①単純化して、

②透明性を保ち、③正直になると言う事が、即ち、ベスト価格プログラムのベストなポリ

シーだ。

最低価格保証のコンセプトは、継続するだろう。　しかし、新鮮さが薄れ、競争相手が皆

これを導入し、そしてチャネル間に跨るパリティーが改善するので、このプログラムのイ

ンパクトは弱まるだろう。　疑いなく改善しなければいけない点は存在する。　プログラ

ム自身の正確さ、最低価格の提供（価格の一貫性維持）能力、保証支払い請求方法の簡易

化に一層の改善が求められている。　サプライヤーは、①消費者の信頼獲得と、②予約の

煩わしさ除去の 2つ、つまり e-コマースの 2つ原則に焦点を当てる必要がある。　そして、

価格構造の単純化と、テクノロジー インフラに対する投資と、人的管理の強化を実施す

る事が求められている。

PhoCusWrightは、Travel 2.0とかWeb 2.0は、消費者の購入力を、ますます増加させる方

向に作用すると予想する。　従って、サプライヤーは、自分自身の差別化を、価格以外の

方法で、どのように実施して行くのかが、今まで以上に求められる事になる。　■

この PCWのレポートは、Daniel J. Connolly, Ph.D. assistant professor of hospitality information

technology and technology and electronic commerce at the University of Denver’s Daniels College

of Business兼 School of Hotel、Restaurant and Tourism Management and the Department of

information Technology and Electronic Commerceの論文を、凡そ 1/3に要約したものである。
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wsj.com, 5/30/2006

3.  Malaysian Airline Posts Loss As Expenses Climb

マレーシア航空 B777型機　コンピューター障害で異常運航

昨年 8月に、MH航空の豪州 PER発 KUL行きの B777型機が、インド洋上空 11,600mで

突然 900m 急上昇した。　これに驚いたパイロットが、オートパイロット装置をマニュア

ルに切り替えて、機種を下げて失速を回避させようとすると、今度は急降下、スロットル

を絞って速度落とそうとすると、その代りに B777 型機は再び急上昇した。　まるでジェ

ット コースターの様な飛行をした後で、パイロットは、ヤットの事で航空機をコントロ

ールし、177 人の乗客を乗せて、無事にオーストラリアにエアーターンバックする事に成

功し、何とか難を逃れる事ができた。

このインシデント直後の調査は、直ぐに B777 型機のコンピューターのソフトウエアーに

欠陥が有った事を発見した。　ソフトのプロ

グラムが、スピードと加速の誤ったデータを

発信し、運航システムを混乱させていたのだ。

そして、初期の段階では、45 秒間、パイロッ

トは航空機をコントロール出来なかった。　ボ

ーイングと、このソフトを開発した Honeywell

International は、誤ったソフトを即書き直し、

全世界の同型機への換装を要請した。

This Boeing 777, operated by Malaysia Airlines, experienced

serious software troubles during a flight last August.

この様な障害は、極めて稀れな事であるが、安全性維持の為に解決しなければならない、

航空の最優先の挑戦課題となっている。　しかし最新型の航空機には、500 万以上のプロ

グラミング コードが使用されており、潜んだ欠陥を見つけ出すのが、ますます困難とな

って来ている。（旧型の航空機には、百万以下のコードしか使われていない。）

航空機メーカーや航空会社は、金属疲労や、ワイヤリングや部品の減耗や障害については、

殆ど全てを探し出す事が出来るツールとシステムを保有している。　しかし、ソフトの欠

陥については、勿論一般のアプリケーションよりは、厳しいチェックを受ける体制は整っ

ているが、完全に全てを撲滅する事は出来ているとは言えない状況だ。（Honeywell は、

１時間のソフト開発時間の 20分を、バグのチェックに割いている。）

勿論、航空機に搭載されたコンピューターの進歩により、空の安全は、飛躍的に向上した。

欧米に於けるジェット機の事故発生率は劇的に低下している。　北米では、1980 年代の
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百万出発当たり 1.3回の墜落事故が、2004年と 2005年には、平均 0.4回（200万出発当た

り 1回）に激減している。　しかしながら、パイロットのミスを撲滅するために設計され

たコンピューター システムは、ヒューマン エラーの潜んだリスクを抱えている。　昨年

2月、VS航空の HKG→LHRの A340型機で、互いにバックアップする事になっている複

数のコンピューター システムが、2 つのエンジンへの燃料補給を停止させる異常指示を

出したため、同機は、オランダのスキポール空港への緊急着陸を余儀なくされている。　10

月には、LON→BUD の BA 航空 A319 型機夜間便が、殆ど全てのコックピットの明かり

と電子的ディスプレーが、90秒間消えてしまうトラブルを経験している。　BAによると、

同様のケースがエアバス機で 4件発生していると言う。　これらの原因は、まだ発見でき

ていない。　また、このトラブルを再現させる事も出来ていない。

大型コンピューターのプログラムを、突然発生するバグの発見の為に、全てのシナリオを

用意してチェックする事は不可能だ。　或る専門家は、コンピューターの異常作動は、単

一のプログラミング コードのバグからではなくて、航空機のコンピューター システムの

2 つの異なった部分間の相互干渉により発生している、と指摘している。　また、悪天候

下や高度航行時の中性子の影響により、異常が発生すると言う説も出ている。

航空機の場合は、未発見の問題が、e-メールの停止やスプレッドシートのエラー等と違っ

て、致命的な大事故の繋がる危険性を孕んでいるから大変だ。

米 FAAは、航空会社・メーカー・ソフト開発業者・

行政・パイロットの協力を仰ぎ、過去の事故を洗

い直して、それがヒョットするとコンピューター

ソフトウエアーの欠陥によるモノではなかったの

か、事故機の運航データを再チェックしている。

FAA は、業界や政府は、ソフトの欠陥探しのより

良い方法と、トラブル発生時のパイロットの緊急

対応訓練を強化する必要が有ると言っている。　全

米最大のパイロット組合 ALPA は、コンピュータ

ー障害時の、パイロットの緊急操作訓練の為に、

先ずシミュレーターによる訓練が必要だ、と訴え

ている。　■



情報 220（平成 18年 6月 4日） TD勉強会18

4.  其の他のニュース

 旅行流通 TD

（１）米上院、米加国境通過規則を緩和

米上院は、旅行者に、米国入国時の旅券や書類携行を求めているWestern Hemisphere Travel

Institute を、カナダからの入国の際には、以下の通り変更する。　（この変更は、大規模

な移民法の改正案の中に組み込まれている。）

日帰り（24 時間以内）の旅客には、旅券やそれに代わる書類の所持を求めない。　18 歳

以下の子供に対しては、旅券所持を求めない。　成人に対しては、旅券（成人 97 ㌦、子

供 82 ㌦する）に代わる 10年間有効の書類（PASS）の発行手数料を 50 ㌦から 20 ㌦に値

下げする。　そして、WHTIの完全導入を 2008年の 1月 1日から、2009年の 6月 1日に

延期する。　この緩和措置は、その他の諸国に対する段階的 WHTI の導入には適用され

ない。　現在は、カナダ･メキシコ･カリブ諸国と米国間の旅行には、旅券所持が義務付け

られていない。(TDW, 5/26/2006)

（２）ガソリン価格高騰、今夏の旅行に影響

ガソリン価格がガロン 3㌦以上に値上がりしている。　U.S. Conference of Mayorsは、5月

26 日、ガソリンとその他のエネルギー コストが、消費者の昨年の収入増加分の殆ど 1/3

を食い潰してしまっていると報告している。　そして、今年のガソリン消費量は、5 年前

の倍以上の 3,000億㌦（33兆円）となると予測している。　米国市民は、ガソリンの大幅

値上げが無かった昨年と、同じ様に旅行に出かけるだろうが、今夏のドライブ旅行は、近

場に切り替えたり、ホテルのグレードを下げたり、キャンプ場に直行したり、ケチケチ旅

行となるかも知れない。

ホテルは、ガソリン代の補填策として、ガソリン券を配って、数十ドルの割引を実施して

いる。　ガロン 4 ㌦に値上がりするならまだしも、3 ㌦台であれば、旅行需要に大きな影

響は出ないだろうと楽観論をブツ人達も存在する。　事実、往復 800マイルのドライブで

は、40 ㌦程度しかコストは増加しない。　航空運賃は、平均+8%値上がりすると見られ

ているが、減少どころか需要は溢れ返っている。(NYTIMES.COM, 5/30/2006)

（３）運賃予測サイトが新登場

Farecast（SEA 新興企業）が、今後の航空運賃を予測して、今が購入の潮時なのか、或い

は、もう少し値下がりを待って購入した方が良いのかを教える、β版の旅行検索サイト

www.farecast.com を立ち上げた。 SEA 発と BOS 発の 120 路線の運賃予測から開始し、

段階的にその他の地域に拡大する。　このサイトは、例えば；
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BOS→CHI（Midway）6月 9日発、15日帰りの、5月 25日時点の検索は、AirTran, NW, UA,

Orbitz（複数キャリア）からの運賃を表示する。　そして、80%の確率で、最低運賃が、

今後 7 日間以内に平均 +50 ㌦若しくはそれ以上値上がりすると予測する。　旅行日を 7

月 21 日~28 日に変更すると、次の週で、運賃は▲20%低下すると予測する。　この予測

に基づいて、ユーザーに今買うべきなのか、待つべきなのかを教えるシステムだ。　そし

て、検索ごとに、Farecast は、運賃の過去の記録をグラフにして見せてくれる。　Farecast

のビジネスモデルは、バイアスをかけない検索結果の周りに表示する広告から収入を得る

モデルを採用している。　運賃の予測は、500 億の運賃履歴データを所有し、データ マ

イニング技術と predictive technology を使用している。　そして ITA が、データとショッ

ピング エンジンを提供する。　この会社（従業員 22人）は、2003年に設立され、Mardrona

Ventures Group, WEF Capital, Greylockから$8.5m（約 10億円）と、最近、Pinnacle Ventures

から$3m（3.3 億円）を集めている。　「今は購入するべきでない」と言う指示も出すサ

イトに、参加する航空会社がいるのか？と言う疑問があるが、Farecast は、特定の航空会

社の運賃予測ではないので、寧ろエアライン フレンドリーなサイトである、と言ってい

る。　統計的に、殆どの運賃は値上がりして行くかフラットに止まるので、Farecast のリ

コメンデーションは、多くのケースが“buy now”になると言う。　AA 航空は、参加を

希望している。　(DTW, 5/31/2006)

 空　運

（１）ライアン航空、モロッコ路線拡大

Ryanair が、欧州航空会社の中で、最もモロッコに集中するオペレーターとなる。　同社

は、モロッコ政府と、殆どのモロッコの地方空港から路線網を展開する約束をした 5年間

有効の契約を結んだ。　Ryanairは、既にモロッコ発 5路線を開設積みで、今後 5年間に、

これを 20 路線まで拡大し、年間 100 万人以上の旅客をモロッコに輸送する。(FT.com,

5/27/2006)

（２）アエルポルト ドゥパリ、一部民営化（上場）で 1.3~1.4bn ﾕｰﾛ調達を計画

CDG, ORY, LBGを含む仏 14空港を運営するAeroports de Paris（仏国営）が、今週、株式

の 30%~40%を放出して、1.3~1.4bn ﾕｰﾛ（1,820億円~2,000億円）の資金を調達する。

この上場計画は、長らく検討されて来たモノで、上場により得られる資金は、一部（8 億

ﾕｰﾛ≒1,120 億円）（国が保有する株式の一部放出）は国が吸収、残りは、27 億ﾕｰﾛ（3,800

億円）（新株発行）は、AdPのターミナル投資計画（CDG新ターミナル建設と旧ターミナ

ルの改修）の資金に充当される。　そして、2010 年までの、年率 +4%の旅客数の増加に
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対応できるようにする。　CDG は、4 本のパラレル滑走路を持つ欧州随一の航空機の発

着処理能力を有する空港なので、滑走路の増強は、今の所必要とされていない。　現在の

利用旅客数は、5,400万人。

また、このターミナル投資計画には、旧ターミナルの商業施設の+1/3 拡張計画が含まれ

ている。 AdPの商業収入は、総収入 19億ﾕｰﾛ（2,700億円）の 25%しか構成しておらず、

BAA（英）の 40%よりも大幅に少ない。　この結果、空港のマージンは 31%と、BAA の

44%を下回っている。

仏政府は、最近、AdPの着陸料の値上げ　－ インフレ率 +3.25% ̶　を許可した。　IATA

は、値上げが、独占を濫用して実施されているとして、値上げの違法性を求めて、AdP

を欧州裁判所に提訴している。(FT.com, 5/28/2006)

（３）ウエストジェット航空（加 LCC）、エアカナダに謝罪、C$15.5mを支払う

WestJet（加 LCC最大手）は、5月 26日、同社役員（共同創者の 1人）の企業秘密窃盗を

認め、ACに対して、屈辱的な謝罪を行った。　そして、C$15.5m（16億円）を支払って、

AC より起こされた裁判を終らさせる。　AC の訴え（C$220m≒220 億円の賠償請求）に

よると、WestJetは、元AC社員のパスワードを使用して、ACの予約データベースに 24,000

回もログインし、盗んだデータを利用して新路線の計画や、既存路線収入の最適化と運賃

調整などを実施していたと言う。（JALCOMの VILエントリーの残席照会に酷似した操作

を繰り返していた。）　AC は、私立探偵を雇い、WestJet 共同創立者の自宅の紙くずの中

から、動かぬ証拠を押収する事に成功した。（シュレッダーで切り刻まれた紙屑を電子的

に複製している。）　このWestJetの役員は、事件発覚後、会社を辞任している。 　WestJet

は、ACに、この訴訟で使ったC$5.5mを支払うと同時に、児童チャリティー基金にC$10m

を寄付する。　WestJet は、第 1 四半期決算で、C$388m の収入と、利益 C$13m を計上し

ている。(nytimes.com, 5/30/2006)

（４）欧州委員会、空のコンペンセーション規則の実態調査を実施

航空の遅延･欠航・オーバーセールなどのイレギュラリティーに対するコンペンセーショ

ンを取極めた、欧州連合の新規則が昨年施行された。　欧州委員会は、この新規則の、市

場に於ける実際の運用状況の調査を命じた。　航空会社は、規則の大幅な手直しを希望し、

消費者団体達は変更により規則が骨抜きにされるのを恐れている。　しかし、どちらもが、

この規則の明確化（clarify）を要求している。

この規則は、オーバーセール時のコンペンセーションの増額と、欠航時の支払いを、航空

会社に命じている。　そして一定条件の下では、旅客への宿泊の提供も命じている。　旅

行者は、大幅遅延（5時間以上）の場合の、航空券の払戻の権利を獲得した。

英国消費者保護団体の The Air Transport Users Councilは、消費者苦情レターが、年間 1,800

通から 6,000 通に増加している、と言っている。　AUC は、新規則の導入で、消費者が
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過度のコンペンセーションの支払いを期待するようになってしまった為ではないかと推理

している。　IATA は、この規則により、年間 7 億㌦のコスト増が見込まれるとして、欧

州裁判所にクレームしたが、その苦情は聞き入れてもらえていない。　LCC は、旅客が

支払った運賃と関係しない一律のコンペンセーション支払いは、格安運賃よりも高いコン

ペンセーションの支払いとなってしまうと苦情している。　EasyJet は、もっと大きなコ

スト負荷は、宿泊の提供だ、と言っている。　同社は、過去は、自社都合のイレギュラー

によるオーバーナイトには、旅客に無料の宿泊を提供していたけれども、今後は、どのよ

うなケースでも、ホテルの提供は一切中止しなければならない、と言っている。

一番大きな問題は、不可抗力による規則の適用回避（コンペンセーションの支払い回避）

の問題だ。　欧州委員会は、当初、「予期せぬ安全上の欠陥（unexpected safety

shortcomings）」が、そのケースに当たると説明していたが、最近、如何なる状況でも航空

機の安全運航は絶対命題であるので、「異常な事態（extraordinary circumstances）」と言う

表現は、規則適用回避の説明文には使用してはならないと、航空会社を指導している。　デ

ンマークの航空当局は、「安全」を理由とした規則適用回避のケースが 102 回発生してい

る、と言っている。　異常な事態の定義が不明確で、混乱を与えている。

航空会社は、今回の欧州委員会の調査が、却って規則の厳格化（特に遅延に対する罰則強

化）に繋がりはしないかと、気を揉んでいる。(FT.com, 5/29/2006)

（５）欧州裁判所、米欧間の旅客データ通告協定は、個人情報保護法違反と裁定

欧州高等裁判所は、5 月 30 日、米欧間で取極めた旅客データ通告協定は、欧州旅客の個

人情報を十分に保護せず、欧州プライバシー保護法に違法であると裁定した。　この協定

は、欧州の航空会社に、乗客の氏名･住所・クレジット カードの詳細情報を含む 34 項目

に亘る旅客データを、便出発後 15 分以内に米国に通報させる内容の取極め。　米側は、

データが取得できない場合は、不法旅客を輸送した航空会社に対して、6,000㌦の罰金と、

場合によっては、ランディング ライトを剥奪すると警告している。　欧州連合は、昨年、

同様の協定をカナダと締結している。　Canada Border Services Agency は、貰ったデータ

は、EUのデータ保護法に基づいて取り扱う事を約束している。(wsj.com, 5/30/2006)

（６）コムエアー（デルタ航空子会社）社長が突然辞任

DL航空子会社のComair社長 Fred Buttrell（43）が、突然辞任した。　後任は、同社のCFO

Don Bornhorst（41）。　Comairは、昨年 9月に、DLと同時にChapter-11を申請し、現在、

会社再建中。　4月に、Comairは、Chapter-11に基づく、客室組合（International Brotherhood

of Teamsters, 組合員 970 名）との勤務協定の一方的破棄の承認を NYC 破産裁判所に求め

たが、同裁判所判事は、労使間の協議が不足しているとして、この承認を行っていない。

Comair は、現協定を破棄して、年間▲890 万㌦（9.8 億円）の労務削減を伴う新協定を導

入し様としていた。　Fred Buttrell は、2004 年のクリスマス休暇時のコンピューター シ
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ステム障害で 1,000 便以上の欠航便を出した直後に、DL Connection のヘッドから社長に

任命されている。(wsj.com, 5/30/2006)

（７）米、航空輸送安定化局　政府融資保証で＄312ｍの利益を捻出

米連邦政府は、9/11 テロ直後、僅か 11 日間で、米航空会社に 50 億㌦（5,500 億円）の補

助金を支給する事を決定し、100億㌦（1兆 1,000億円）の政府融資保証枠を創設した。　そ

して、融資保証の管理の為にATSB（Air Transport Stabilization Board）を新たに編成した。　政

府は、テロによる直接的な被害を受けた、米航空輸送業を維持する強い姿勢を示したのだ。

ATSBは、民間市場で資金を調達できなかった 6社の航空会社（American West, US, ATA,

Aloha, World Airways, Frontier ）に、融資総枠の 20％にも満たない、タッタの総額 16億㌦

のローンを保証した。　効率の悪い、コストの高い駄目な航空会社に融資保証するのは、

税金の無駄遣いと批判されていた ATSB は、融資先を厳選し（UAを含め 7社のリクエス

トが却下されている）、保証を実施した航空会社からは、保証手数料を徴収した上に 10％

以上の株式の保有を要求した。　この厳しい条件により、ATSBは、手数料収入$220mと、

America West株の売却で$110mを稼ぎ、World Airwaysと Frontier株の売却で、更に$25m

を得ると期待されている。（America West は融資保証リスクが高いとして普通株 30％が要

求された。）　ATSBは、合計でネット利益$312m（約 350億円）を得て、テロ後の、米航

空業界混乱期の業界リストラ支援の役目を、間もなく終える。(wsj.com, 5/30/2006)

（８）エアー デッカン（印 LCC）上場不振

Air Deccan の上場株がパットしない。　最近のインド上場株は、5~10 倍のオーバー サ

ブスクライブされて来たが、Air Deccanの上場は、５月 26日、イニシャル価格帯の 150 ~

175 ﾙﾋﾟｰを、4 ﾙﾋﾟｰも下回り、1.23 倍のサブスクライブしか得られていない。　この不振

は、インドの株式市場の低迷が影響している。　インド株（Sensex Index）は、今年初め

から上昇トレンドに乗っていた。　5 月 11 日に、年初来 +34%の高値 12,671.11 をつけた

が、5月22日には、▲22％暴落して9826.91、5月30日には、66.51ポイント低下した10,786.63

を付けている。　3 年前に誕生した Air Deccan は、この上場で、$55m（61 億円）の資金

を調達し、約 100機の機材購入資金の足しにする。(FT.com, 5/30/2006)

（９）フェロヴィアル、BAA買収価格を+10%値上げ

世界最大の空港オペレーターBAA（英）の買収を画策している、スペイン建設グループ

Ferrovialが率いる買収団が、買収価格を BAA 1株 810pから 900pに値上げした。　この

価格に基づくBBAのバリューは、97.3億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1兆 9,500億円）となる。　BAA会長の

Marcus Agius は、この価格でも、依然として BAA 本来のバリューには達していないと、

コメントしている。　BAAは、自社のバリューを、最低でも 1株 940pと試算している。

Ferrovialのコンソーシィアム以外に、Goldman Sachsが率いるコンソーシアムが、870pの
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買収価格を提示している。　英テイクオーバー規則によると、Ferrovial は、6 月 5 日まで

に、更にオファーの値上げを実施することが出来るが、遅くとも来週の金曜日までには、

BAAに対して最終オファーの提示をしなければならない。　 (FT.com, 5/30/2006)

Ferrovialは、6月２日の金曜日迄に、凡そ3,000万株のBAA株を購入したが、blocking minority

10%を確保するのに失敗している。　この株式購入で、Citigroupは、13.5億ポンド（2,700

億円）を使っている。　6 月２日、株価は、一時 907p まで値上がりしたが、902p で引け

ている。(FT.com, 6/2/2006)

（10）シンガポールが、オープンスカイを豪州との FTA協定に組み入れる事を希望

シンガポール政府は、豪州との 2 国間 FTA 協定の 2 年毎のレビューで、オープンスカイ

協定を、これに組み込む事提案する。　豪州は、オープンスカイは、FTA とは別個に、

両国の運輸大臣間同士で話し合われるモノだ、とシンガポールの提案に難色を示している。

豪州は、2月に、SQの豪州以遠米国乗入れを拒否している。(channelnewsasia.com, 5/30/2006)

（11）エアリンガスがワンワールドを離脱する

アイルランドのフラッグAer Lingusが、BA, AA, QF, CX がリードするOneworldを離脱す

る。　同社は、P2P（point-to-point）運航を中心とする低運賃キャリアに変身しているの

で、アライアンスには最早馴染まないと言っている。　同社は、アライアンスのコスト負

担がキツイと言っている。　来年は、JL, Royal Jordanian, Malev Hungarianの 3社がOneworld

に参加するため、これらの新規参加社のコンピューター システムとの統合の為の IT コス

トが急上昇している。　Aer Lingusは、2000年にOneworldメンバーとなり、2002年には、

同社のトラフィックの 15％を Oneworld 会員キャリアから獲得していたが、P2P モデルの

採用で、昨年は 6%までこれが減少している。　また、早ければ 9 月には、上場による政

府株式の一部放出が実施される模様。　Aer Lingus は、アイルランドの旅客を、LHR 発

着のBA長距離便にコードシェア便で接続させている。(FT.com, 5/30/2006)
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（12）エアーアジア　第 3四半期決算▲44％減益

マレーシアの LCC AirAsia は、第 3 四半期決算で、前年同期を▲44% 下回る 22.8ｍﾘﾝｷﾞ

（7億円）を計上した。　第 3四半期の決算概要は、下表の通りである。　通期見通しは、

MH との運賃戦争が終結している事も手伝って、従来の見通し通り、少なくとも前年度並

みの 116.6ｍﾘﾝｷﾞ（35億円）を計上すると期待されている。(wsj.com, 5/31/2006)

単位：Mリンギ≒31M円

第 3四半期決算 前年同期　（％）

収　　入 201.7 +23%

ネット利益 22.8 -44%

平均運賃額 123（3,850円） -14%

輸送旅客数 156万人 +42%

L/F　（％） 80% 72%

イールド 11 sen 13.8 sen

（13）デルタ航空　パイロット組合員、労務費削減を賛成多数で批准

DL 航空パイロット組合は、5 月 31 日、61%の賛成多数でもって、労使間で暫定合意され

ていた労務費削減案（年間▲$280mのコスト削減）を批准した。　同日に開催されたNYC

破産裁判所のヒアリングで、判事は、DLの 2009年の 12月 31日まで有効（not amendable）

なパイロット新勤務協定を承認した。　PGBC の反対は退かされた。　退職パイロット達

の反対は、別のアグリーメントの合意により引っ込められた。　これで、早ければ来月中

の DL 航空パイロット年金基金停止の、道筋が付けられたことになる。　年金停止の見返

りに、DL は組合に $650m（720 億円）を支払う約束をしている。　さらに組合は 21 億

㌦（2,310億円）に上るクレーム（後日株式に交換される）を受け取る事になるだろう。　DL

は、これで、年間▲30億㌦（3,300億円）のコスト削減目標の凡そ 70%を、今年末迄に消

化する事が出来ると言っている。　そして、2007 年上半期には Chapter-11 離脱を可能に

すると言っている。　航空業界の労働団体達は、DL 及び同様の交渉を行っている NW の

新協定締結でもって、5 年間に及ぶ一連のレイオフと賃金カットの嵐が終結し、業界が利

益計上に向けて、再び前進出来ると期待している。　燃油の高騰は継続しているものの、

業界は、財務的なリバウンドの兆候を感じ取っている。

DL のパイロットの年収は、昨年、残業込みで平均 151,000 ㌦（16,610,000 円）であった

が、今回の合意で、これが▲14％カットされて、130,000 ㌦（14,300,000 円）となる、と

組合が言っている。　今回の労使間合意には、来年早々の、若干の給与アップの可能性を

含んでいる。(wsj.com, 6/1/2005)
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（14）中国航空需要の大幅増加が、飛行場株を押し上げる

① 中国経済の活況、② 航空業界の発達、③ 中間所得層の旅行需要の高まり、全てが中

国飛行場株の将来を明るいものにしている。　決して注目を集めているその他の中国株と

は比較できないが、そして今の所は中国の株式市場の平均を下回っているが、中国飛行場

株は安定した投資対象株と言えるだろう。

中国証券取引市場に上場されている上海国際空港、広東 Baiyun 国際空港、深川空港（川

は土偏に川）の株価は、今年に入って +11%値上げしている。（上海コンポジットは+40%

上昇している。）　香港証券取引所に上場している北京首都国際空港、或いはMainan Meilan

International Airportは、約+20%値上げしている。　今後 5年間、中国航空会社の熱気に満

ちた拡大で、中国本土の飛行場は積極的なペースで拡張されて行くだろう。　或るアナリ

ストは、中国主要都市の飛行場の年間収入は、中国全体の経済成長よりも、1.5 倍速いス

ピードで拡張して行くだろうと予想している。　2010 年までに、毎年 +100 機の航空機

が増機されると予想されている。　そして貨客の需要は倍増するだろう。　過去 5年間で

航空貨物需要は 307万屯に+91%増加している。　旅客は、1億 3,800万人に倍以上増加し

ている。　2002年に空港に対する外資導入規制が 49%まで引き上げられた事も好材料だ。

SINのチャンギを運営する CAA Singaporeや、香港の Airport Authorityが、他の外資に混

じって投資先を物色している。　FedEx や UPS や LH 航空が、貨物ハブ或いは合弁企業

を、広東、上海、深川に設立している。　LH 航空は、深川空港を基地とする Jade Cargo

International（中国に於ける最初の外資合弁航空会社で 7 月に営業開始予定）に 25%出資

している。　この会社は、年間 20 万屯の貨物を輸送するだろう。　この量は、深川空港

の 2005年貨物取扱量 466,500屯の 43%に匹敵する。

もう一つの好材料は、中国政府が、着陸料金の見直しを検討している事である。　自国企

業と外国航空会社に別建て料金を課していたのを改めて、全ての航空会社に同一料金を徴

収する。　これにより外国航空会社は▲20%~▲30%の値下げとなるが、中国航空会社は、

およそ +70%の値上げとなる。　そして国内線の航空会社の料金を、少なくとも +15%値

上げする。　下表が、中国 3空港の、アナリストの 2006年利益見通しである。

単位：中国分≒0.15円

空　港
1株当たり

利益見通し
2005年実績 備　考

上　海 50 45

広　東 35 25

深　川 (84) (72) Share-transfer planの政府承認待ち

（PERは 15~18となる。　これは北京首都国際空港の 20よりは低い。）

(wsj.com, 6/1/2006)
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 水　運

（１）クリスタル クルーズの豪華クルーズ活況

日本郵船の子会社Crystal Cruise（LAX）の、豪華客船販売が活況を呈している。　Crystal

Serenity 丸と Crystal Symphony丸 2 隻の豪華クルーズ船販売は、今年、前年比で +22%増

加している。（2004 年比 +29%増。）　そして、2007 年の予約は、全てのカテゴリーで、

既に 2006年予約を上回っていると言う。

今年の St. Petersburg行きのクルーズでは、22,000㌦もするロシア製のミグ戦闘機の 30分

間体験登場（マッハ 2.0の無重力飛行を体験できる）に、既に 5 人が予約している。　昨

年は 2 人が体験している。　30 分間で、米国市民の平均年収の半分を消費するのが、豪

華客船の需要層なのかも知れない。(DTW, 5/30/2006)

 陸運&ロジスティックス

（１）米下院 小委員会、アムトラックに 9億㌦融資を承認

米下院運輸小委員会は、Amtrakの 2007年度 9億㌦予算を承認した。　この額は、Amtrak

がフルのオペレーションに必要だと言っている要求額よりも▲6 億㌦も不足している。

しかしながら、小委員会の議長 Joe Knollenberg（R-Mich.）は、予算の増額が必要となる

事を認めている。　彼は、ガソリン価格がこれだけ上昇している時に、Amtrak の如くの

鉄道輸送網が米国に益々必要となって来ている、と言っている。　ブッシュ政権は、採算

性の向上が全く見られない Amtrak融資に反対し、Amtrak を一度精算して再出発させるド

ラスチックな案さえ提案している。　Government Accounting Officeは、既に数十億㌦の負

債を保有している Amtrakは、2009年迄に、更に▲400m（440億円）の欠損を計上すると

予想している。(DTW, 5/26/2006)

（２）ユーロトンネル　債務リストラ案計画を発表

62億ポンド（1兆 2,400億円）の負債を負っている Eurotunnelは、5月 31日、以下の 2つ

債務リストラ計画を発表した。

① 39.5 億ポンド（7,900 億円）の債権（所謂 co-financier debt）を保有する債権団（所謂

Ad Hoc Creditors’ Group）と合意した債務リストラ案、及び、

② Goldman Sachs と、豪州の Macquarie Bank と英国の Barclays の欧州インフラ ファン

ドと合意した案。

これ等の合意により、Ad Hoc Creditors’ Groupの債権は、29億ポンドに減額される。　影
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響を受けないシニア レベルの債権の次に位置される 17.8億ポンドの債権には、2009年か

ら 2011 年の間に 3 段階に亘って株式に交換される 10 億ポンドのハイブリッド ノートが

提供される。　このハイブリッド ノートの殆どは、Goldman Sachs が率いるコンソーシ

アム（Macquarie, Oaktree Capital, Franklin Mutualなど）が買い取る事になるだろう。　こ

のコンソーシアムは、新たに設立される French Eurotunnel ホールディング カンパニーの

取締役11人の内4人を指名する権利を獲得する。　このハイブリッド ノートは、Eurotunnel

が株式交換期日以前に買い戻す権利を有するが、全てのノートが交換されるとすると、新

会社の株式の 87%を占める事になる。（すなわち、フランス人中心の既存株主のシェアー

は、13％に低下する。）　この案は、フランスの個人投資家達が株式を所有する企業から、

アングロサクソンの投資機関が保有する企業に、Eurotunnel の所有形態を大幅に変更する

事を意味している。

この案では、最も優先度が低い 19億ポンドの債権保有者達（infra-junior creditors）には、

現金 100m ポンド~150m ポンドしか提供されない事になる。　彼等が反対すれば、合意

案の最終化に必要な 75%の賛成多数の獲得が危ぶまれる事になる。　Eurotunnel 会長の

Jacques Gounonは、この案が合意されなければ、残る手段は倒産しかないと言っている。

(FT.com, 6/1/2006)

一方、Citigroupは、EurotunnelとAd Hoc Creditors’ GroupとGoldman Sachsが率いるコン

ソーシアムとの間で合意された案とは別に、Eurotunnel のバリューを 45 億ポンドと評価

した別の再建案を提案した。（会社の案は、40億ポンドと評価している。）　この提案は、

株式のダイリュージョンも発生させず、株主の承認も必要としない案で、

① 既存の負債のリファイナンスを、約 30 億ポンドの investment-grade debtと約 5億ポン

ドの noninvestment-grade debt（ハイイールド ボンド或はジャンク ボンドと言われてい

る）に置き換え、それ等をCitigroupが引き受ける。

② 多くの劣後債権者達のクレームとの引き換えに、新しい payment-in-kind（現物支給？）

debt instrument を発行するか、若しくは、市場価格を上回る現金による購入の機会が用

意される。

③ これとは別建てで、18億ポンドのボンド保有者には、subordinated investment-grade debt

instrumentがプレミアム付きで提供されるだろう。　(FT.com, 5/31/2006)

Eurotunnel の最も優先度の低い債権所有者団（所謂 infra-junior creditors）が、別のリスト

ラ案を提案した。　彼等は、会社の案では 1 億ポンドから 1.5 億ポンドの債権回収しか見

込めず、自分達に有利なリストラ案を、投資銀行の Close Brothers の協力を得て立案して

いる。　これで、Eurotunnelの債務リストラ案は、会社が推す案と、Citigroup案と、Infra-

junior creditorsの案の 3つが出そろった事になる。　Infra-junior creditorsは、会社案よりは、

倒産の方が未だマシだ、と言っている。(FT.com, 6/1/2006)



情報 220（平成 18年 6月 4日） TD勉強会28

 ホテル＆リゾート

（１）マカオ カジノ合弁企業、間もなく米上場

マカオの賭博王ホー ファミリーが運営するMelco International Developments Ltd.と豪州の

Publishing & Broadcastingのマカオに於ける合弁企業が、今年中に米Nasdaq市場に上場し、

株式の 20％を売却して少なくとも 10 億㌦の資金を調達する事を計画している。　マカオ

のカジノ市場は、世界最大の LAS を抜くと見られており、米投資家の、この市場に対す

る熱い視線を集めている。　マカオのカジノ市場は、中国中間所得層の激増で、今後 2年

間に急速な成長を遂げると予想されている。　PBL と Melco は 2 つの大カジノ、Crown

Macaw（2007初めにオープン）と City of Dreams（2008年オープン）、をマカオに建設中

で、アジア市場で数十億㌦を稼いでいる、Wynn Resorts, MGM Mirage. Las Sandsと競合す

る。　そして、先週 3番目のカジノ建設用地の買収に合意した。(wsj.com, 5/25/2006)

（２）　米下院司法委員会、オンライン カジノ ゲームの規制強化法案を採択

米下院の judiciary committeeは、5月 25日、米国の銀行に於けるオンライン賭博の金の取

扱を禁止し、殆どのインターネット賭博を、実質的に排除する法案を承認した。　これは、

多分来月の下院本会議で可決されるだろう。　しかし、上院に於ける動きは鈍く、この法

案（或は類似する法案）が、最終的な議会で可決されるチャンスは少ないだろう。　米国

市民のオンライン賭博消費額は、全世界の消費額 120 億㌦（1 兆 3,200 億円）のおよそ半

分を占めていると言われている。　そして、この市場は、2010 年までに倍増すると予想

されている。　米司法省は、米国市民は、1961 年の電話による賭博を禁止した法律で、

オンラインの賭博行為が禁止されている、と解釈している。　しかし、この法に基づいて

検挙された人は、殆ど存在しない。　裁判所も、1961 年の法が、インターネット賭博に

も適用されるのか否かで、意見が分かれている。　米国賭博協会を始め、多くの業界団体

が、賭博規制法案を潰そうとロビイングしている。　彼等は、禁止法案の代りに、英国等

が実施している様に、オンライン カジノを容認した上で、それを適切に規制する事を考

えるべきだと主張している。(FT.com, 5/26/2006)

（３）シンガポール総合リゾート開発、米サンズが落札

5月 31日、シンガポール政府は、同国の 2つの総合リゾート開発の 1つMarina Bay開発

に、米国の Sandsの 36億㌦（4,000億円）プロジェクトMarina Bay Sandsを指名した。　こ

のプロジェクト案は、会議場施設やホール、ショッピング モール、ミュージアム、2,500

室の豪華ホテルを備えた、シンガポールの新しいビジネス センターを形成するだろう。

開業は 2009年。　設計は、Jerusalemの Yad Vashem Holocaust Museumを設計した経験を
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有する米国在住の設計家 Moshe Safdie で、50 階建てのホテルタワーは、トランプのカー

ドに似せられている。（表紙 写真参照）　そして、その屋上は、ルーフ ガーデンで繋が

れている。　LASの Venetianを運営する Sandsは、アジアで、マカオに次いでシンガポー

ルに進出する。

Marina Bayプロジェクトに対する Sandsの落札（Sandsは 30年間のカジノ ライセンスを

受ける）が、Sentosa 島プロジェクトの入札業者 6 社に、ヒントを与えている。　建築が

アピールするモノでなければならず、通常のツーリストの倍以上長く滞在する MICE

（Meeting, Incentive. Convention, Event）需要の獲得を狙ったプロジェクトでなければなら

ない様だ。　シンガポールの総合リゾート開発の第 2弾、Sentosaの入札締め切りは 10月

で、年末迄には落札者が指名される。　GentingとUniversal Studiosと Star Cruiseのチーム

が、一歩リードしていると言われている。(channelnewsasia.com, 5/27-30/2006)

（４）マレーシアで、ディズニーランド建設が検討されている

マレーシアの政府系コングロマリット UEM World が、マレーシアの Johor にディズニー

ランドを建設する件で、日本のオリエンタル ランドと協議している。　計画されている

テーマ パークは、Johor の Nusajaya（SIN に近接している）に 2,000 エーカーの広さを持

つ、シンガポールで計画中の 2 つの総合リゾート プロジェクトよりも大きなモノとなる

だろう。　このテーマ パーク計画は、Bandar Nusajayaの都市開発計画（100億Mリンギ

≒約 3,100億円）の一部として建設される。　UEM Worldは、香港と、上海で計画中のデ

ィズニー ランドとは競合しないと言っている。(channelnewsasia.com, 5/28/2006)

（５）スターウッドの、顧客ロイヤルティーを増す為の ブランド コンセプト

Starwoodの社長 Steve Heyerが、顧客のブランド ロイヤルティー作りに努力している。　彼

は、300 室のホテルが、ケチャップ 1 瓶よりも低いロイヤルティーしか得られていない事

に、モット注意を喚起する必要が有ると説いている。　Starwood を、ホテルの Starbucks

にすると言っている。　そして、ホテルは、Apple の Mac と iPod のブランドなどのトッ

プ ブランドから、ロイヤルティー戦略を、もっと学び取る必要が有ると言っている。　元

コカコーラの COO の経験を有する Heyer は、①RevPAR の成長、②マージンの改善、③

ホテル ポートフォリオの拡大、④ブランド ロイヤルティーの創作、⑤特徴あるブランド

ベースのマーケティングとエクスレンス サービスの実施、の 5 つの重要目標を通じて、

Starwood 自身のイメージを再確認すると言っている。　そして、これ等の目標を達成す

る為には、ブランドの真の差別化が必要であると、言っている。　ブランド コンセプト

は、Starwood の各ホテルで顧客が期待するものを凝縮して表現する、ブランド毎の次の

キーワードが決められている。

Sheraton: Warm, comfort, connection
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ゲストは、到着時にロビーで暖かい歓迎を受け、YahooLink@Sheraton と呼ばれるロビー

のスペースには、フラット画面 TVと沢山の座席が用意されている。

Four Points by Sheraton: Honest, uncomplicated, comfort

料金体系は単純化され、金額の端数は、全て丸められている。　6 月 30 日からは、20 銘

柄のビールを出すBest Brewパブをオープンさせる。　アップルパイ等の comfort foodsが

メニューに加えられる。　新しいロゴが用意される。

The Luxury Collection: Enriching, local experiences

全世界に 58のホテルを現在展開しているが、これを今後数年間で、4倍に拡大する。

St. Regis: Uncompromising, bespoke, seductive address

St. Regisはウルトラ ラクジュリー ライフスタイル ブランドとして位置づけられる。

Le Meridien: Chic, cultured, discovery

11月に買収し、完全に統合された Le Meridienは、Starwoodの世界展開拡大に貢献する。

W Flirty, insider, escape

Starwood 版のスタイリッシュなブティーク ホテルである W（Whatever/Whenever サービ

スから名前が付けられている）は、最先端を行くホテルに位置づけられている。　W は

間もなく、離れた距離の顧客とホテルの間の連絡の為の、テキスト メッセジング サービ

スを開始する。

Aloft: Sassy, refreshing, oasis

Wのセレクティブなサービスをスピンオフさせた、まだオープンしていないホテル。　W

を真似て、Anything/Anytimeポリシーが採用されている。

Westin: Personal, instinctive, renewal

Westin は、最近、全室禁煙ポリシーを導入した。　そして間もなく厳選された音楽と、特

徴だった照明と、香りを導入する。(DTW, 5/3-/2006)

（６）ゲンティング（マ）増益 +29%

マレーシアの時価総額 10 番目の企業 Genting の第 1 四半期は、減税の恩典と、オイルと

ガスと発電事業の好調で、前年同期比 +29%増益の 307.5mリンギ（94億円）を計上した。

収入は +8.9%の 13.6 億リンギ（420 億円）であった。　中核事業であるカジノとレジャ

ー事業は、▲15%減益の 299.3m リンギ（92 億円）であった。　これはプレミアム プレ

イヤーの lower luck factorとプロジェクト費用増によるものである。　Gentingのユニット

Genting Internationalと Star Cruisesは、シンガポールのMarina Bay総合リゾート開発計画

入札で Sands に敗れたが、2 番目のプロジェクトである Sentosa 島の開発にビッドしてい

る。　Thomson Financial の調査で、20 人のブロカーが、2006 年の収支見通しを、前年比

▲6.3% 減益の 11.7億リンギ（360億円）と予想している。(wsj.com, 6/1/2006)

（７）ウエスティンのエクステンデッド ステイ
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Starwood & Resorts Worldwideが、エクステンデッド ステイ事業に乗り出す。　会社名は、

本日明らかにされる事になっているが、それまでは、Project ESW（Extended Stay Westin）

と呼ばれている。　エクステンデッド ステイは、現在、全米で 260,700 室が存在し、年

率 +5%~ +6%で成長している。（ホテル業界全体は、+1%~+2%成長。）　Starwood は、

当初 Summerfield Suitesを買収する事を試みたが、自社エクステンデッド ステイを一から

作り上げる事を選択している。　Summerfield Stayは、ライバル社であるGlobal Hyatt Corp

が 1月に買収した。　ESWの 1号店は、Lexington Mass.と SFO郊外に、今年末にオープ

ンする。　2011年までに全米で125軒のエクステンデッド ステイを開業する予定。(wsj.com,

6/1/2006)

 その他

（１）在台北 米商工会議所　台中直行交通路の開設を要請

在台北の The American Chamber of Commerce (AmCham)は、台中間の経済的関係のより強

化の為に、両岸の直行交通路の開設を要請した。　そして、AmCham の 2006 年白書の中

で、台湾が、米国との FTA 協定締結について進展させる事を求めている。　台中間の自

由な往来は、この地域の経済的統合と民間経済の発展に不可欠、とこの白書は述べている。

直行交通路の開設で、台湾は、その中核事業である国際貿易をますます発展させる事が可

能になり、国内経済を若返らせる事が出来ると述べている。

一方、与党民進党は、5 月 27 日、台湾の安全保

障上と主権の問題から、中国との交通路開設自

由化の法案に対する野党の賛成投票を妨害した。

（写真）　これで、5 月に於ける、両岸交通自由

化の法案の見送りは、3 回目を数える事となる。

台湾は、米国との FTA 協定を締結し、アジア諸

国と同様の協定締結を模索している中国へ対抗

する事を考えている。 (channelnewsasia.com,

5/31/2006)

Lawmakers from Taiwan's ruling Democratic Progressive

Party display banners opposing direct contact with China
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編集後記

Starwood が、ブランド ロイヤルの顧客作りに励んでいる。　そして、Westin が、プロダ

クトの差別化の 1つの方法として、Westinを代表する“香り”を導入すると言う。

ある営業の大先輩から、航空会社は、競争会社と同じ航空機・同じ飛行場の施設・同じ空

港取扱業者・同じ機内食のケーターラーを使用し、ICAO と IATA の国際的にシステム化

された同じプロシージャーに従って運営しているので、プロダクトの差別化は、他の産業

に比べて著しく難しいのだ、と教えて貰った事を思い出した。　その大先輩は、従って、

航空会社のプロダクトは、客室乗務員のサービスとか、機内エンターテイメントとか、機

内食などのキャビン サービスに於ける差別化が極めて重要になってくる、と言っていた。

そして、機内で、搭乗旅客の五感に訴えるサービスを実施する必要がある、と彼は言って

いた。　航空会社は、機内食＝味覚、機内映画＝視覚、機内音楽／落語＝聴覚、座席や機

内ゲームや枕や毛布のサービス＝触覚の、“四感”に訴えるサービスを提供しているけれ

ども、5つ目の臭覚だけは提供出来ないでいる、と教えて貰った。
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しかし、同じサービス産業の Starwoodが“香り”を提供するのだから、航空会社だって、

臭覚に訴えるサービスを提供する事が出来るかも知れない。　しかし、世界の各国の異な

った文化に育った民族に、受け入れられる共通した“香り”を選び出すのは、非常に難し

い仕事となるだろうと、そんな事を、Travel Weekly の「スターウッドの、顧客ロイヤル

ティーを増す為の ブランド コンセプト」（P-29）を読んで考えた。

今となって、もう一度、この先輩の「航空会社は、プロダクトの差別化が大変難しい」を

考え直してみると、彼の教えは本当に正しいのだろうか？と思えて来る。

Starbucks だって、コーヒーと言うありふれたプロダクトで、見事に差別化を実施し、数

百万人（全世界の Starbucks ファンを含めれば、数千万人）のブランド ロイヤル顧客を育

てていると言うジャアないか。　航空だって、他の産業と同じ様に、モット差別化が工夫

出来る筈なのではなかろうか・・・・。　米国 LCC 最大手 Southwest 航空だって、ブラ

ンド作りに成功しているジャアないか。

航空は、既にコモディティー化されたプロダクトとなってしまった為、差別化は難しい等

と言う最近の言い訳も、全く通用しないのではなかろうか・・・・。

ここまで言って来て、違った事を言うのは少し気が引けるが、しかし、基本的には、航空

輸送業は、目に見えない、触る事が出来ないサービス財なのだから、やはり、他よりは一

寸は差別化が難しいプロダクトなのかも知れない。（H.U.）

　　TD勉強会　情報 220号　（　以　上　）



 
 
Finding the Best Price Is Still Hit or Miss 
 
Insighter  
Date: 30 April 2006 
 
TABLES 
 
Table 1: Examples of Lowest-Price Guarantee Programs Offered by Hotel Companies 
Table 2: Examples of Lowest-Price Guarantee Programs Offered by Airline Companies 
Table 3: Examples of Lowest-Price Guarantee Programs Offered by Online Travel Agencies 
Table 4: What Travel Metasearch Engines Promise 
Table 5:  Hotel Comparison-Shopping Study 



 
 

Table 1: Examples of Lowest-Price Guarantee Programs Offered by Hotel Companies 
 

Company Lowest-Price Guarantee 
Program Terms Exceptions Redemption 

Marriott 
International 

“Look No Further Best Rate Guarantee.” If 
a lower rate is found on the exact 
specifications of the room booked through 
Marriott, the lower rate will be honored plus 
an additional 25% discount.   

One reservation must be 
made through a Marriott-
branded channel. Valid for 
qualified rates and 
guestrooms worldwide for 
participating properties only. 
Claim must be submitted 24 
hours before check-in. 

If the lower rate is found on Marriott.com or one of its 
affiliates, the customer must book the additional reservation 
before making a claim. Otherwise, the claim must include the 
Web address or a screen shot. Excludes non-published rates 
(e.g., negotiated rates, government rates, and those available 
through opaque sites), affinity rates (e.g., AARP, AAA), and 
packages. Rate comparisons will be made net of any taxes, 
gratuities, or any other fees associated with the room rate, 
and when a claim form covers multiple nights, the rates will 
be compared for each night separately. 

Submit an 
online claim 
form 

Hilton “Our Best Rates—Guaranteed.” If a lower 
rate is found, Hilton will match it plus give a 
$50 American Express gift check for hotels 
in North America, or for hotels located 
elsewhere deduct $50 from a guest’s bill at 
the time of check-out. 

One must have a confirmed 
reservation from a Hilton-
branded Web site, 
reservation center, or hotel. 
Claim must be made within 
24 hours of booking and 72 
hours prior to arrival. Lower, 
published, and publicly 
available rates must come 
from a competing, non-
Hilton Web site or booking 
channel. 

Excludes opaque sites such as Priceline.com or Hotwire.com; 
reservations booked through a non-Hilton family booking 
channel, a non-designated GDS, third party Web sites, or any 
other channels; non-published rates (e.g., negotiated rates, 
government rates; affinity rates (e.g., AARP, AAA); and 
packages. Also excludes taxes, gratuities, service charges, 
early departure fees, or other fees and incidental charges. 

Submit an 
online claim 
form or call 
800-HILTONS 

Intercontinental 
Hotels Group 

“Book with Confidence Lowest Internet 
Rate Guaranteed” plus a reservation 
guarantee. Rooms booked on IHG-branded 
Web sites are guaranteed to be the lowest 
rates publicly available. If a lower rate is 
found, IHG will match the rate and discount 
it by an additional 10%. If a reservation 
cannot be honored, IHG will pay first night’s 
accommodations at a nearby, comparable 
hotel.   

Room accommodations, 
sales conditions, and 
cancellation policies must 
be identical. Claims must be 
submitted within 24 hours of 
finding the lower rate. 

Booking must be made via the Best Available Rate search on 
any IHG Web site for the type of accommodations sought. 
Guests must have a confirmed reservation and a HOLIDEX 
reservation system confirmation number. Excludes non-
published rates (e.g., negotiated rates, government rates, 
and those available through opaque sites), affinity rates (e.g., 
AARP, AAA), and packages. Rate comparisons will be made 
net of any taxes, gratuities, or any other fees associated with 
the room rate. 

Submit an 
online claim 
form 

Starwood “Best Rates Guaranteed—Better than Ever.  
Why Book Anywhere Else?” Starwood will 
match the lower rate plus offer an 
additional 10% discount or 2,000 Star 
points. 

Claim must be made within 
24 hours, with the lower, 
publicly available rate 
coming from a competing, 
non-Starwood Web site. 

Applies to a competing room type that is substantially similar 
to a room type that can be booked on a Starwood-branded 
Web site and with substantially similar sales conditions. Does 
not apply to taxes, gratuities, or any additional resort or guest 
charges or fees that may apply at Starwood Hotels. Excludes 
non-published rates (e.g., negotiated rates, government 
rates, and those available through opaque sites), affinity rates 
(e.g., AARP, AAA), and packages. Rate comparisons will be 
made net of any taxes, gratuities, or any other fees 
associated with the room rate. In the event of a multiple-night 
stay, the Best Rate Guarantee will compare the total room 
cost of the stay as booked at the Starwood Rate with the total 
room cost of the stay booked at a competing rate. 

Submit an 
online claim 
form 

Source: Company Web sites, PhoCusWright Inc. 



 
 
 

Table 2: Examples of Lowest-Price Guarantee Programs Offered by Airline Companies 
 

Company Lowest-Price Guarantee Program Terms Exceptions Redemption 
American 
Airlines 

AA.com Lowest Fare Guarantee. For 
customers booking trips on AA.com and 
finding lower fares that same day, American 
will refund the difference and provide a $50 
flight coupon for future travel. 

Booking must be identical to 
the one purchased on 
AA.com (i.e., same flight, 
class of service, etc.), for a 
domestic U.S. flight, and fare 
difference must be $5 or 
more, inclusive of taxes and 
fees. 

Customers must first make qualifying purchases on AA.com 
for American Airlines' flights or those of its subsidiaries. 
Competitive rates must be from a U.S.-based point-of-sale. 
Tickets must be purchased by a valid credit card with a U.S. 
billing address. Excludes code share flights, unpublished 
fares (e.g., negotiated rates, opaque sites, wholesale and 
consolidator rates, government rates, etc.), and packages. 

Online claim 
form 

Northwest 
Airlines 

Best Fare Guarantee. If a Northwest fare is 
found online on the same day for the same 
flight, itinerary, and cabin/class of service for 
at least $5 less than a purchase made on 
NWA.com, Northwest will refund the 
difference and give a $50 electronic credit 
voucher for each eligible ticket redeemable 
for future travel.  

Guarantee is valid only for 
lower fares found online for 
the exact same Northwest 
Airlines' flight, itinerary, 
cabin/class of service, and 
restrictions. Purchase must 
be made on the same day of 
the original nwa.com online 
purchase. Northwest Airlines 
must be able to verify the 
lower online published fare at 
the time of claim and that the 
lower fare does not exist on 
nwa.com.  

Does not apply to non-published rates such as membership 
or corporate rates or special discounted rates including 
charter packages, consolidator rates, and group rates, AAA, 
AARP, employee, military, government or convention rates. 
Tickets purchased must be U.S. point-of-sale and purchased 
at nwa.com only. Guarantee applies only to tickets purchased 
with a credit card and a U.S. billing address. Applies only on 
itineraries wholly operated and marketed by Northwest 
Airlines, KLM, Mesaba Aviation and Pinnacle Airlines. 

Online claim 
form 

United 
Airlines 

UnitedEscapes Price Guarantee. Offered on 
all eligible UnitedEscapes packages that are 
booked on United.com. If a lower price is 
found, United will refund the difference up to 
$100. 

To be eligible, a customer 
must purchase a 
UnitedEscapes package on 
united.com and find a lower 
total package price for the 
same components advertised 
by another online source 
within 24 hours following the 
customer’s purchase on 
united.com. 

Does not apply to non-published rates such as membership 
or corporate rates or special discounted rates including 
charter packages, consolidator rates, and group rates, AAA, 
AARP, employee, military, government or convention rates.  

Call customer 
service at 
877-250-6647 

Source: Company Web sites, PhoCusWright Inc. 



 
Table 3: Examples of Lowest-Price Guarantee Programs Offered by Online Travel Agencies 

 

Company Lowest-Price Guarantee 
Program Terms Exceptions Redemption 

Expedia Best Price Guarantee. If a lower 
price is found within 24 hours of an 
Expedia booking, Expedia will 
refund the difference plus give a $50 
travel coupon redeemable for future 
travel. 

Applies to flights, hotels, vacations, cruises, 
rental cars, and activities for the cost of booked 
travel as displayed on Expedia.com, excluding 
taxes and fees. Lower fare must be found on 
Expedia.com or another U.S.-based Web site.   

Excludes negotiated rates, opaque sites, components of 
a package, corporate discounts or rates, group, charter, 
rewards program, incentive, meeting, convention, or 
consolidator prices, or prices available only by using a 
coupon or other promotion not offered to the general 
public. Airfare must be at least $6 less than that booked 
on Expedia.com. Booking must be for the exact itinerary 
matches; including, without limitation, specific carrier or 
provider (including class of service), hotel (including room 
type), ship and cabin category, rental car company and 
vehicle class, applicable refund policy, and the exact 
same dates and times of travel or service as booked 
through Expedia.com. Guarantee applies only to 
published rates which are available to the general public. 

Contact 
customer 
service at 
800-EXPEDIA 

Orbitz Hotel Bookings: Low Price 
Guarantee. If a customer books a 
pre-paid hotel rate that is backed by 
the Low Price Guarantee and then 
finds the same room, in the same 
hotel, for the same dates at a lower 
price online within 24 hours, Orbitz 
will refund the difference. Air: Low 
Fare Promise. If a consumer finds a 
lower airfare by at least $5 for the 
same flights, dates, airline, and 
travelers on another Web site, 
Orbitz will provide a $50 coupon per 
qualifying ticket redeemable toward 
a future Orbitz purchase. 

Hotel Low Price Guarantee is available to any 
customer who makes a confirmed, qualifying 
hotel room purchase through the Orbitz.com 
Web site. Qualifying purchases must include a 
minimum purchase of one night. To be eligible 
for the Low Fare Promise, price variance must 
be at least $5 per ticket. The lower total airfare 
may not include Web site service, booking, 
processing, shipping, paper-ticket, or other fees. 

Hotel Low Price Guarantee applies to room rate only. It 
does not apply to hotel rooms purchased through or in 
combination with frequent stay, loyalty points, or other 
reward type programs; rooms purchased through coupon 
promotions, won through contests or sweepstakes; 
promotional packages; or rooms purchased through 
opaque services. The Low Fare Promise applies only to 
airline tickets purchased on Orbitz.com for travel within 
the domestic 50 United States and only for tickets 
purchased using a valid credit card with a U.S. billing 
address. Exclusions include packaged fares, opaque 
sites, and unpublished rates that are not available to the 
general public (e.g., corporate discount airfares, 
government fares, military fares, meeting fares, and 
wholesaler fares or consolidator fares). The Low Fare 
Promise also does not apply to total airfares on another 
Web site that have been reduced as a result of 
promotional discounts (e.g., dollars off coupons, loyalty 
program discounts, or fly free offers). 

For hotel 
bookings, email 
Orbitz within 24 
hours of 
booking with 
documentation 
of lower rate; 
online claim 
form for air 

Travelocity Travelocity's Web site downplays 
rate guarantees and instead focuses 
on its Travelocity Guarantee, a 
service guarantee indicating that 
everything booked on Travelocity 
will be right – that everything will be 
delivered as promised. If not, 
Travelocity will intervene to correct 
any problems incurred. 
 
Lowest-price guarantee programs 
and details are difficult to find; terms 
are not clearly specified on 
Travelocity's Web site.     

Hotel Bookings: GoodBuy Hotel Rates are 
specially negotiated hotel rates guaranteed to be 
lowest rate available on the Web at the time of 
booking. Cruise Bookings: Low-Price Cruise 
Guarantee -- Travelocity will match the price or 
process a refund to any customer who sees a 
lower price advertised within 48 hours of booking 
a Travelocity cruise. Air: No low-price guarantee 
found on Web site, but a Travelocity 
reservations agent indicated via telephone that 
Travelocity will match lower airfares for 
Travelocity bookings if the lower fares were at 
least $5 less and found and reported within 24 
hours of the Travelocity booking. 

GoodBuy Hotel Rates Guarantee does not apply to 
senior citizen discounted rates, AAA rates, or 
government/military rates. If a lower rate is found online 
within 24 hours of a Travelocity booking, Travelocity will 
either refund the difference or allow customer to cancel 
booking and receive a full refund.   

Online claim 
form or contact 
customer 
service 

Source: Company Web sites, PhoCusWright Inc. 



 
 

Table 4: What Travel Metasearch Engines Promise 
 
Company Marketing Claims and Disclaimers 

Kayak • Our Web site searches hundreds of other Web sites in real time for the best travel deals available.   
• We are trying hard to give consumers every travel option available and travel marketers a really efficient way to reach consumers.   
• We give consumers objective, comprehensive travel information to use as they want.  

Mobissimo • Mobissimo is the ultimate travel search engine with a simple mission: improve the way people seek and discover travel information.  
• The Mobissimo search engine performs real-time queries of the multiple Web sites that travelers traditionally check manually (plus dozens of others that 

are often overlooked). In a very short time, Mobissimo returns the most comprehensive travel search results available on the Web today.   
• Mobissimo empowers customers to quickly find and book travel deals that suit their needs. With innovative industry leading technology, the most 

extensive coverage and selection of worldwide travel suppliers, and a proven business model that supports customers and suppliers alike, Mobissimo is 
uniquely positioned to deliver to its users a differentiated and superior travel buying experience. 

Search Party • We'll find the lowest hotel rate for you!   
• Our unique ability to show consumers the total cost, including taxes and fees, allows us to find the Web site with the lowest price more often than 

anyone else.   
• Search Party compares and displays pricing information from many more Web sites – up to 8 different prices from different sites - than Kayak, Sidestep 

or others that generally only show 1-3 different prices for any individual hotel. This allows Search Party to find lower prices that other sites don't have or 
display. Our surveys show that Search Party finds a lower price 3 times more frequently than Kayak, Sidestep, or any other site.   

• Search Party is the first and only Web site that compares the total cost of a hotel stay, including taxes and fees; that compares cancellation policies and 
fees; and that allows consumers to compare pricing options for specific room types. Search Party has already done the work of matching specific room 
types across the different Web sites so consumers can compare their options on an apples-to-apples basis. 

SideStep • The Traveler's Search Engine.   
• SideStep finds the best bargains from multiple travel sites with one search!   
• SideStep helps its users find the absolutely best travel deals on the Internet. 
• SideStep searches dozens of sites to find consumers outstanding travel deals. While SideStep won’t offer the best price every time, the probability that it 

will find the best bargain is very high.   
• In almost all cases, airline results in SideStep include taxes and fees, while rental car and hotel results do not. To confirm this, click to proceed to the 

supplier Web site to see a full breakdown of the pricing.  
• Since many of the Web sites we check do not offer the ability to search for senior discounts, SideStep does not currently offer senior fares. Most airlines 

require you to call their 800 numbers to book senior discount fares. When more airlines sites offer senior discounts online, SideStep will, too. Hotels do 
offer some senior discounts on their Web sites. To see these discounts with SideStep, check the appropriate boxes for Senior and AARP membership (if 
applicable) in the MY section of the SideStep search engine. 

Yahoo! 
FareChase 

• Yahoo! FareChase helps travelers scour the Web for the best flights and hotels that meet their budget and travel schedule. 
• Yahoo! FareChase is designed to display the same price providers show consumers when they search directly on these supplier sites.   
• In general, but not always, the airfares displayed on Yahoo! FareChase include taxes and fees. In general, the hotel rates displayed on Yahoo! 

FareChase do not include taxes and fees. Consumers should select a particular fare or rate to view the travel provider's Web site for information about 
applicable taxes and fees.  

• Yahoo! FareChase is not responsible for, nor can it warrant the accuracy of, the travel provider's Web site displays. 
Source: Company Web sites, PhoCusWright Inc. 



 
 

Table 5:  Hotel Comparison-Shopping Study* 
 
N=40

Brand Toll-Free Opodo Lowest Price on

Property Web Site Phone Expedia Travelocity Orbitz (.co.uk) Kayak SideStep Mobissimo Brand's Web Site

Conrad Chicago (Hilton) $299 $299 $299 $329 $299 NA NA NA NA $299 $329 Yes

Hilton Garden Inn O'Hare $149 $149 $149 Sold Out NA NA NA $149 NA $149 $149 Yes

The Drake Hotel (Hilton Intl) $259 $259 $228 $229 $239 $231 NA $228 $239 $228 $259 No

Hilton Chicago O'Hare Airport $219 $197 $219 $219 $219 $219 $219 $244 NA $197 $244 No

Park Hyatt Chicago $450 $450 $450 Sold Out $450 NA $450 NA NA $450 $450 Yes

Hyatt Regency O'Hare $159 $159 $159 $159 $159 NA NA $159 $189 $159 $189 Yes

Courtyard by Marriott O'Hare $139 $139 $139 $189 $139 NA NA NA $139 $139 $189 Yes

Holiday Inn Crowne Plaza Metro-Chicago $166 $166 Sold Out $171 $166 NA NA NA $166 $166 $171 Yes

Holiday Inn Express Chicago $112 $112 Sold Out $112 $112 NA $112 $112 $112 $112 $112 Yes

Sheraton Chicago Hotel Sold Out $249 $399 Sold Out Sold Out $250 Sold Out $249 NA $249 $399 No

Sheraton Gateway Suites Chicago $149 $159 $149 $159 $166 NA NA $149 NA $149 $166 Yes

Sofitel Chicago Watertower $215 $215 $195 $215 $195 $195 $195 $176 $195 $176 $215 No

Hilton London Hyde Park $136 $136 Sold Out $137 $137 $137 NA NA NA $136 $137 Yes

Hilton London Islington $185 $185 $185 $186 NA $185 NA NA NA $185 $186 Yes

Hilton London Docklands $265 $231 NA $231 NA $230 NA NA NA $230 $265 No

Hilton London Heathrow $290 $291 $233 $232 $232 NA NA NA NA $232 $291 No

Hyatt Regency London $319 $336 $368 $335 NA NA NA NA $246 $246 $368 No

Hyatt Regency Birmingham $262 $291 $247 $290 NA NA NA NA NA $247 $291 No

London Marriott $344 $344 $403 $344 $403 $387 NA $427 $345 $344 $427 Yes

Renaissance London $221 $164 $221 $222 $232 NA NA NA $222 $164 $232 No

Holiday Inn Crowne Plaza London $359 $610 NA NA NA NA $359 $358 $280 $280 $610 No

Holiday Inn London $179 $205 NA $179 $152 NA NA $167 $179 $152 $205 No

Sheraton Park Tower - London $376 $376 $380 $404 $449 NA NA $369 NA $369 $449 No

Sheraton London Heathrow Hotel $144 $170 $154 $144 NA NA $157 NA NA $144 $170 Yes

Sofitel London St. James $528 $396 Sold Out Sold Out NA $369 NA NA $509 $369 $528 No

Novotel London $154 $153 $118 $119 $142 NA NA NA NA $118 $154 No

Conrad Tokyo (Hilton) $341 $401 $341 $341 NA NA NA NA NA $341 $401 Yes

Hilton Tokyo Narita Airport $118 $117 $199 $118 NA NA NA NA NA $117 $199 No

Hilton Tokyo $193 $191 $174 $176 $175 $202 NA $125 $175 $125 $202 No

Hilton Tokyo Bay $168 $259 NA $169 $167 $337 $167 $150 NA $150 $337 No

Park Hyatt Tokyo $325 $361 $356 $362 $359 NA $359 NA $359 $325 $362 Yes

Grand Hyatt Tokyo $363 $403 NA $405 $401 NA $401 $401 $401 $363 $405 Yes

Renaissance Tokyo Ginza $180 $165 $164 NA $165 $173 $166 $212 $212 $164 $212 No

Tokyo Marriott Kinshicho Tobu $134 $135 $132 NA $134 $135 $134 $134 $196 $132 $196 No

InterContinental Tokyo Bay $138 $188 Sold Out NA $158 $139 $138 $138 $159 $138 $188 Yes

Metropolitan Crowne Plaza - Tokyo $97 $176 NA NA NA $123 $97 $97 $97 $97 $176 Yes

Sheraton Grande Tokyo $142 $218 $219 NA Sold Out $287 NA NA NA $142 $287 Yes

Yokohama Bay Sheraton - Tokyo $105 $193 $194 NA NA $278 NA NA NA $105 $278 Yes

Sofitel Tokyo $156 $156 $149 $169 Sold Out $168 NA $186 NA $149 $186 No

Novotel Koshien Osaka $130 $130 NA NA NA NA NA NA NA $130 $130 Yes

Rate Spread

Analysis of FindingsSupplier Direct Online Travel Agencies Travel Metasearch

 
*Results of searches conducted in November 2005 to find hotels’ lowest published rates for leisure travel (without applying discounts or special promotions) for a basic non-smoking, king-bedded 
room for one night, single occupancy for the night of January 24, 2006. Stay variables for each hotel were held constant when shopping across channels to ensure similar comparisons. 


