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nytimes.com, 1/3/2008 

1. Travel Book Publishers Try to Reclaim the Web 

 旅行ガイドブックが Web の立て直しを試みる 

 

Rough Guides や Lonely Planet の旅行ガイドブックの

インターネット化が、およそ 10 数年前から開始され

たが、ガイドブックは、ボランティアーの貢献者達

からのコンテントを集め、オンライン予約システム

とのリンクと広告から収入を得ている TripAdvisor の
如くのインターネット時代の新興者達によって、す

ぐにオンラインで乗っ取られてしまった。 ガイド

ブックのオンライン化のロードマップの将来は、平

坦では無い様だ。 
Rough Guides offers books in shorter versions 

that provide advice on a specific topic. 

 
 

旅行ガイドブックの出版社達は、オンラインにおけるキャッチアップに努力し始めてい

る。 彼等は、ミュージック業界が、夥しいオンラインのコピーと闘っている如くの混

乱を回避する為に、ディジタル メディア改革への対応を強化している。 
そして、 近の BBC Worldwide による Lonely Planet のマジョリティー株買収が、出版

社達の、オンラインとその他に於ける新たな収入源の追求を促進させている。 
しかし、ガイドブックの販売は、幾つかの英国の如くの伝統的な強力な市場では横這い

となっているが、米国を含む先進諸国では寧ろ伸びている。 
 

Nielsen BookScan によると、旅行の出版社達は、昨年、全米で、前年を+11%上回る 1,480
万冊の本を販売した。 TripAdvisor は、ホテルやパッケージ旅行やツーリスト アトラ

クションに関するユーザーのレビューの潜在力を見抜き、そして、例えば、提携サイト

に於けるホテル予約の為の彼等のクリック・スルーの度に、手数料を徴収している。 こ

のサイトは、Frommer’s の如くのガイドブック出版社によって運営されているサイトと

のリンクでもってユーザー レビューを補完している。 Expedia によって所有されてい

る TripAdvisor は、親会社と別の財務データを発表していない。 
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TripAdvisor は、インターネットのオーディエンスにリーチするのに、明らかに大きな

成功を収めている。 Nielsen Online によると、旅行 Web サイトのユーザーの月平均 約
3.6%が TripAdvisor を訪れており、このサイトは、Expedia と Orbitz に次いで第 3 位の人

気サイトにランクされている。 ガイドブックのサイトの中では、Lonely Planet が第１

にランクされているが、そのオーディエンスは 0.3%にしか満たない。 
 

多くの旅行出版社は、長い前から Web サイトを保有している。 その幾つかは、本屋

と並んで、当初、ガイドブック販売が共食いされてしまうと心配した。 オンライン旅

行情報の容易な利用は、確かに主要な目的地のガイドブック販売を低下させている。 

ロンドンの住人がパリに週末旅行をするには、 早、Lonely Planet のフランス総合ガイ

ドブックを購入しなくなってしまった。 
 

しかし、新たな本の体裁は、ニッチな興味と、ローコスト便による短期のブレークの旅

行者達を対象としつつある。 一方、より多くのガイドブックのコンテントが、インタ

ーネットにアップロードされ、しばしば無料で利用可能となっている。 例えば、目的

地のハイライトだけを特集している Dorling Kindersley トラベルブック（Penguin 社の一

部門）の Dorling Kindersley Eyewitness Top 10 ガイドに出て来る全ては、traveldk.com で

オンライン利用を可能にしている。 ここでは、ユーザーの自分だけのカスタム化した

ガイドブック編集を可能にしている。 そして、MySpace や Facebook の如くのソーシ

ャル ネットワーキング サービスからヒントを得て、仲間達とのガイドブックの共有を

可能にし、そのプリント製本版を $15 で販売している。 
 

英国の小さな出版社である Alastair Sawday Publishing は、その全てのコンテント（殆ど

がホテルのレビューで構成されている）を、昨年夏にインターネットの sawdays.co.uk
に掲載し、新たな収入源としてのインターネット広告収入でもって、書籍販売とそこに

掲載したホテルからのリスト料金を補完している。 
 

Lonely Planet は、2 年かけて、全てのコンテントをインターネットの lonelyplanet.com に

掲載し、ガイドブックの 1 章毎のバラ売りの有料販売を開始した。 
 

出版社は、各種のその他の方法で、彼等のコンテント利用を可能にしている。 例えば

Rough Guides は、その幾つかのコンテントを、SQ の A380 型機のエンターテイメント シ
ステムに搭載している。 Alastair Sawday Publishing は、England と Wales のパブとイン

で、選択した場所に近づくと、衛星ナビゲーション システムによりドライバーに警報

を鳴らす事が出来るガイドの販売を今月から開始した。 
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ディジタル ビジネスは、例えば Penguin の旅行部門では 5%以下と、ガイドブック出版

社の大きな収入を構成するには至っていない。 ガイドブック販売（Lonely Planet は 650
万冊のガイドブックを販売している）は、当面は、強力なヘルシーなビジネスとして継

続されるだろう。 ■ 
 
 

 

Lonely Planet’s Web site, which invites readers to mix and match information on travel. 

 

 

  Travel Weekly, 12/28/2007 

2. 2007 in review: A Dozen Doozies 

  トラベルウイークリー社が選んだ旅行業界 12 大ニュース 

 

2007 年は、航空便遅延、ドル安、驚く程の燃料の高騰・・・とニュースが多過ぎた。 

そこで、今回は、何時もより多い、以下の 12 大ニュースとせざるを得なかった。 
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（１）旅行社 YTB とカード・ミル騒動 
（２）地球温暖化対策 
（３）航空会社 遅延 
（４）燃料高騰 
（５）安いドル 
（６）旅行業界に於けるプライベート エクイティー 

2006 年 9 大ニュース 
（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 

（７）ARC 手数料 
（８）A380 型機のデリバリー 
（９）エンタープライズがバンガードを買収 
（１０） サウスウエストの大変身 
（１１） オープン・スカイズ 
（１２） バージン アメリカ 
 

 

（１） YTB and the card mill 
 旅行社 YTB とカード・ミル騒動 

 

12 大ニュースのトップは、カード・ミル騒動である。 業界で、各種のマルチ商法の

ビジネス・モデルのメリットについての異論と議論（激論）に、再び火が付いた。 
 

【Card mill】ASTA によると、怪しげな旅行社の資格を販売する会社で、それを購入し

た顧客は、そのカード（$20 程度で購入できる）で、無料で旅行したり旅行社割引が得

られたり出来ると信じてしまう。（asta.com） 
【マルチ商法】マルチ商法とは、 近では MLM（multilevel marketing plan）という略称

で呼ばれることもあるが、詳しくはこの MLM の一種の形態。 もっと厳密に言えば正

しい定義は非常に難しく、日々流動的に変化していく販売形態を漠然と大きな枠組みで

規定しているに過ぎない。 一応、消費者（無店舗個人）が一定の金銭的負担を条件に、

商品の販売や役務の提供に係わるビジネスに参加するピラミッド式の販売方法を広く

この様に言う事が多い。http://www.coolingoff.jp/maruti.htm 
 
 

或る人達は、これは詐欺まがいの“ねずみ講”に当たると非難し、また他の人達は、企

業家達の為の機会を創造することによって、業界に新たな血をもたらす可能性を秘めて

いると賞賛している。 
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Royal Caribbean Cruises Ltd.が、突然“カード・ミル”との絶縁を発表し、 も積極的な

3 社からインベントリーを引き上げた（情報 299 P. 11）事が、議論を更に伯仲させてい

る。 後になって 3 社の内 2 社は、広範囲なホスティング オペレーションを実施し、数百

万の販売を行っているレジャー旅行ネットワークのYour Travel Businessと Joystarである

事が判明した。 全くの素人に、旅行社と言わせて旅行の恩典を獲得させる、マルチ商

法の販売業者やカード・ミルやその他のビジネスを忌々しく思っていた伝統的リテーラ

ー達は、RCCL の行為に喝采を送っている。 彼等は、RCCL への予約を増加させて、

他のサプライヤー達も、カード・ミルに対して、同様の厳しい措置を採る事を期待して

いるが、今の所は誰も RCCL をフォローしていない。 

YTB は、RCCL との関係を諦めたが、依然として、今の所は新会員募集を継続している。 

2007 年のカード・ミルの騒動は、一時的なものとして終わるのか、それとも地滑りの

始まりの一石となるのか？ 目が離せない。 
 
 

（２）  Green 2.0 
 地球温暖化対策 

 

米航空会社が、地球温暖化の問題が欧州の問題だと考えているとしたら大間違いだ。 

米国 7 州と 3 つ環境保護団体が、Environment Protection Agency に対して航空機の排ガス

規制を陳情した。 
 

航空会社は、彼等の排ガスは、全体の排出量の 2%にしか相当しないと言っている。 し

かし、欧州連合は、航空（EU 域外の航空会社を含めて）を欧州排ガス取引制度に加え

ようとしている。 
 

ホテル、リゾート、クルーズ船の設計やオペレーションに対して、環境への配慮が強化

されている。 そして、全てのサプライヤー達は、旅行が引き起こす環境悪化に対応し

て、カーボン オフセットを含む対策の、顧客へのオファリングを増加している。 

National Business Travel Association は、彼等の RFP モデルの中に、ホテルの環境対策の

情報を聴取する設問を加えた。（情報 303 P. 20） 
 
 

（３） Airline delays 
 航空会社 遅延 
 

航空便の遅延が大きな問題となった。 この問題は、ホワイトハウスの毎日のプレス ブ
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リーフィングにさえも登場した。 ブッシュ大統領は、ペンタゴンに命じて、勤労感謝

とクリスマス休暇期間中の、東部空軍訓練空域の一部の民間への開放を実現させた。 
 

運輸省は、次世代の衛星ベース航空管制システムの導入迄の間の対策として、JFK と

EWR に於ける時間当たりの発着規制を導入し、この地域を監督する航空行政官を新た

に任命する。 
 
 

（４） Fuel price 
 燃料高騰 
 

2006 年のバレル$70 は遠い昔の話だ。 今では、ジェット燃料価格をガロン $2.75 まで

押し上げている、バレル$100 の不吉な予想が市場を徘徊している。 
 

米航空会社は、年間 200 億ガロンを必要とするので、ガロン当たり¢1 の値上がりは、

業界に $200m（220 億円）の追加的コストをもたらす事になる。 航空の燃油値上げは、

クルーズ業界にも波及し、11 月には Carnival Corp が、航海 1 日 1 人当たり $5 の燃油

サーチャージの適用を開始した。 そして、今では、全てのクルーズ会社がこれを採用

している。 幾つかのホテルも同様の動きを見せている。 Sandals and Beaches は、

Jamaica Hotel and Tourist Association に続いて、サーチャージの導入を試みたが、他のリ

ゾートがマッチングしなかった為に、直ぐにこの計画を撤回した。 しかし、今後は、

ホテル／リゾート業界だって、どうなるか分からない。 

 
 
（５） The dollar 
 安いドル 
 

ドルが、ユーロや加ドルやその他の通貨に比して弱くなっている。 
 

Gerald Ford 大統領（1974-1977）以来初めて、9 月にパリティーとなった加ドルは、米

ドルに対して過去 12 ヶ月間で+16%近くも上昇した。 
この劇的なドル安が、旅行業界で、インバウンド旅客需要を拡大し、アウトバウンドを

減少させる、教科書通りの現象を発生させている。 
 

NYC, MIA, LAS 等の米目的地は、外客（特にカナダ）の誘致にマーケティング努力を

集中させている。 一方、欧州向け需要の軟化に直面している米ツアオペレータ達は、
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2008 年の価格調整を迫られている。 安いドルは、ドルにペッグしている通貨を保有

している幾つかの国で、インフレ懸念を引き起こしている。 経済が加熱化しているド

バイ等では、移住労働者達の労働不安が広がっている。 
 
 

（６）  Private equity in travel 
 旅行業界に於けるプライベート エクイティー 
 

プライベート エクイティー企業達の、旅行業界に於ける買収が継続している。 そし

て、大手企業の Sabre, Orbitz, Galileo の買収迄に手を伸ばしている。 
 

2007 年の将来的に大きな影響力を持つ出来事は、プライベート エクイティーの 大の

取引の 1 つ、勿論旅行業界 大の、Blackstone Group による $26bn（2 兆 8,600 億円）に

上る Hilton の買収だ。 この取引で、Blackstone は、5 億室のホテルを保有する巨大プ

ライベート エクイティー企業となった。 Blackstone は、Worldspan の買収を完了する

等、Travelport でも忙しく動き回っている。 

クルーズ業界では、Vail Resort の元 CEO Adam Aron（一時 Norwegian Cruise Line の幹部）

が Apollo Management と提携して、Oceania 買収に携わり NCL の 50%買収を斡旋した。 

12月には、Apolloは、Regent Seven SeasをCarlson Cos.から買収し、Prestige Cruise Holdings
の新たな持ち株会社の下で、Oceania と並べてこれを運営する。 
 
 

（７） ARC fees 
 ARC 手数料 
 

ARC は、9 月に、2008 年用の年間管理手数料とトランザクション当たりの料金の値上

げを行い、旅行社達の神経を差撫でた。 
 

2008 年の管理手数料は、2007 年の $120〜$145 が、本社ないしホームオフィスで $395、
支店ないし STP で $150 に値上げされる他、トランザクション当たり ¢2 が徴収される。 
値上げは、平均月間 $20.83 と大きくはないが、ASTA は、ARC が総コストの 10%旅行

社負担の従来原則を、30%に拡大しようとしていると抗議している。 そして、ARC
の Independent Arbitration Panel に、理不尽な値上げは許されないと言うクレームをファ

イルした。 
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（８） The A380 arrives 
 A380 型機のデリバリー 
 

1 年半遅れのデリバリーとなったスーパー ジャンボ A380 型機が、10 月 15 日に、SQ
に引き渡された。 176 機の受注を得ている A380 型機は、長距離路線のプレミアム旅

客用の花形機材となるだろう。 そして、航空の歴史に新なページを書き加えるだろう。 
 

SQ は、ファースト・クラスに豪華な個室を設置し（一部はダブルベッドが利用可能）、

ビジネス・クラスには、何所の航空会社の座席よりもスペーシャスなフラットベッド座

席を装備する。 米国の航空会社は、何処もこの A380 型機を発注していないが、アジ

アと欧州と中東の 14 社が発注している。 Emirates は、3 種類のコンフィギュレーショ

ンを持つ 58 機を発注している。 
 
 

（９） Enterprise acquire Vanguard 
 エンタープライズがバンガードを買収 
 

8月1日に、Enterprise Rent-A-Carが、AlamoとNationalブランドを保有している年商 $2bn
（2,200 億円）の Vanguard を買収し、米国のレンタカー業界の 46%シェアーを獲得する

大手企業となった。 
 

創業家の Hilton でさえ、ホテルをプライベート エクイティー企業に売却している時に、

Cerberus Capital は、Vanguard を Taylor 家に売却した。 
飛行場の有名ブランドの Hertz や Budget が、 近数年間、地方の買い換え市場に手を出

している時に、Enterprise は、飛行場に進出して、ニッチからの離脱を目論んでいる。 
 
 

（10） A makeover at Southwest 
 サウスウエストの大変身 
 

Southwest が、世界のこの種の航空会社の中で も成功した航空会社である事は、先ず

間違いない事実である。 1966 年に創立された Southwest とそのビジネス・モデルは、

文字通り航空旅行の大変革の中心に位置し続けて来た。 
 

しかし、この単純化された、ノーフリルの平等主義のビジネス・モデルは、近年益々攻

撃に晒されている。 そして、遂に Southwest は、2007 年に経営戦略の変更をせざるを
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得なくされた。 GDS とより深い契約を締結し、法人顧客販売の為の専門販売チーム

を編成した。 この 2007 年の大変身とその理由は、航空の歴史の転換点として記録さ

れるだろう。 Southwest の大変身は、競合するビジネス戦略がお互いに収斂してしま

う傾向を持つ航空業界のもう１つの例を示している。 つまり、メジャーが、Southwest
並みのコスト競争力を付ける為に LCC の戦術の一部を採用し、Southwest が、メジャー

の主力市場である法人顧客販売に手を出している。 両者の境界線がボヤケ始めている。 
 
 

（11） オープン・スカイズ 
 

ここ数十年間、一握りの業界と政府の先見者達によって、世界市場に於ける航空の自由

なアクセス — 例えば米仏間で米国とフランスの航空会社以外が就航出来る — が唱

えられて来た。 
 

2007 年に至って、部分的ではあるが、米国と欧流連合間で歴史的な open skies が合意さ

れた。 3 月からは、大西洋の両岸の政府は、米国の航空会社の欧州内の如何なる地点

へと、欧州外の如何なる以遠地点への飛行を認め、欧州連合の航空会社にも、それと同

等の権利を認める。 
 

今迄の二国間協定は、この新たな協定に取って代わられると同時に、幾多の歴史的な規

制、例えば LHR 空港の 4 社乗り入れ制限も撤廃される。 CO, DL, NW, US は、LHR 便

の計画を既に発表し、BA は PAR 発、AF は LHR 発の米国便を開設する。 
 

他産業では、当たり前の経済自由化が、ヤット航空業界にも部分的に導入された事にな

る。 しかし、国際航空の極めて緩慢な改革ペースを考えると、新たな時代の幕開け等

と喜びに浸っている暇などはない。 外資規制の問題も、何時の日かは LH の jetBlue
への投資が 19%以上に拡大出来る様に、早急に改善する必要があるだろう。 
 
 

（12）バージン アメリカ 
 

米国の航空会社に対する外資の規制が有ろうが無かろうが、Virgin Group 会長 Richard 
Branson の Virgin ブランドの航空会社を米国内線で飛ばす断固とした初志は貫徹された。  
 

この計画が持ち上がってから 3 ヶ年の長い年月を経て、Virgin America は、8 月 8 日に、

SFO（基地）＝NYC 線にヤット就航した。 この間に、何時もは国際的業界と威張っ
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ている既存の航空会社と組合は、自分達に脅威が及ぶ事になると途端に外資規制を持ち

出して抵抗を開始した。 そして、なんとも“村”的な発想しか出来ないこの業界の体

質を曝け出した。 
 

米国法では、米国の航空会社は、米国市民により支配され所有されなければならず、海

外の投資家は、25%以下の議決権株式しか保有出来ない。 米運輸省は、当初、この航

空会社が外資規制に適合していないとしたが、Virgin America は、自身の体制を再編し、

終的にライセンスを取得した。 

Virgin America は、法律上は、Virgin Atlantic, Virgin Nigeria, Virgin Blue, Virgin Galactic, 
Virgin Everything Else とは区別されているが、世界的な Virgin ブランドの 1 つである事

は厳然たる事実である。 ■ 
 
 
 
 
  PhoCusWright, November 2007 

3. U.S. Online Travel Overview Seventh Edition   Michael Cannizzaro 

 「連載」米オンライン旅行 概観 第 7 版（3） 

 

Section 3  Online Travel Agencies: Supply Pressures Impact Domestic Growth 
第３章   オンライン旅行社：サプライ プレッシャーが国内成長を抑制 
 

Key Findings 主要な調査結果 
 

 以前、成長を動かしていたダイナミック・パッケジングが、今や航空やホテルの

成長に抜かれてしまっている。 
 オペークの航空とパッケジングは、同じ病に苦しんでいる：航空会社は国内線供

給を絞っている（月間 5%まで）、そして、ネット運賃のアベイラビリティーを制

限した。 
 主要目的地に於けるマーチャント ホテル供給の逼迫も、パッケジングに影響を与

えた。 
 オンライン旅行者達は、アンケートで、2006 年に初めてサプライヤーを彼等が何

時も購入する場所に挙げた。 
 より良いコンバージョンと追加的クリック収入が、トラフィックの収入機会

（monetization）拡大をもたらし、そして、SEO や SEM、限定的なメタサーチへの
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参加、リフェラル／レビュー サイトの所有、そして、旅行には関係ない広告販売

を通じて、質の良いトラフィックの追求が可能になる。 
 

 
 

Overview 
概 観 
 

オンライン旅行社の 2006 年〜2007 年のパーフォーマンスは、米国旅行市場に於いて、

まるで収穫逓減（diminishing returns）の様な状況を示している。 殆どのサプライヤー

達が強力なオンライン成長をエンジョイし、彼等のインターネット販売を 大限に活用

した一方で、多くのオンライン旅行社は、国内のグロス販売が一桁の成長に止まったと

報告している。 多くの旅行者は、他所で購入する前にオンライン旅行社を検索ツール

として使用するので、この購入前のトラフィックを収入に換えようとする凝集した計画

が、徐々に形を作り始めている。 この全ての も不吉な前兆は、サプライヤー達から

ハッキリ差別化出来る１つのプロダクト — 即ちパッケジング — の成長が鈍化して

しまい、今や、オンライン旅行社全体の率よりも小さな増加にしか貢献できなくなって

しまった事である。 
 

サプライヤーからの競争的な挑戦と、そして、ソーシング（sourcing）プレッシャーが、

オンライン旅行社の国内に於ける成長を曇らしているにも拘らず、検索や旅行メタサー

チ達は、ますますターゲットしたオファリングを強化して、オンライン旅行のショッピ

ングの主流に浮上している。 そして、この傾向は、プロダクトのコモディティー化の
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脅威を、かってない程大きくさせている。 その為、オンライン旅行社は、オンライン

旅行情報ソースの切り札を活かそうと、ロイヤルティー プログラムの改良、旅行のプ

ロセスを支援する為の便利な情報の提供（旅行者警報と、空港やトラフィック情報など）、

経験豊富な目的地マーケティング、そして、カスタム化とパーソナル化に継続して努力

している。 
 

しかしながら、これ等の努力を成功させるのは容易ではない。 質の良いトラフィック

と、そのトラフィックについてのより多くの情報の探求は、検索 適化とマーケティン

グの周辺に集中する。 オンライン旅行社は、毎日増え続けるユーザーの行動に関する

巨大なデータの蓄えを保有している。 従って、彼等にとっての課題は、この貴重な情

報を旅行社のビジターのリアルタイムの理解に利用して、その顧客の意識をショッピン

グ エクスペリエンスに向かわせる事である。 トラフィックと販売情報は、コンバー

ジョン率は低下していないとはいえ（実際は、幾つかの旅行社では増加している）、よ

り多くの質の良い潜在的顧客の検索オリエンテッドなサイトへの依存が増加している

事実を概して示唆している。 特に、多くの評価によって、レビューと価格比較サイト

は、トータルで、トップ オンライン旅行社にとって、二番目に も重要（大手検索エ

ンジンに次いで）なトラフィック発生源となっている。 
 

事実、これ等のサイトの幾つかは、オンライン旅行社が今迄参加している価格比較モデ

ルを採用している。 現在、SideStep, Kayak.com, Farecast によってオファーされ、そし

て、TripAdvisor (QuickCheck), Travelzoo (SuperSearch), Smarter Living (Booking Buddy)によ

って初期的な機能として提供されているこのタイプのツールは、ショッパーズに対して

別々の異なる Web ページの価格を比較する事を可能にする。 旅程と日時の情報を１

つのフォームに入力すると、サプライヤーとオンライン旅行社の如くの第三者ソースか

らのオプションの結果が、別のブラウザー ウインドーに表示される。 このツールは、

１つのウインドーで並べて表示するのでは無くて、プロバイダー／仲介業者の自身の

Web サイトのコンテクストに従って結果を表示する。 
 

この成功は、国際販売の成長に於いて明らかに顕著に見られる。 この様な販売は、米

オンライン旅行社の為の、１つのかなりハッキリした明るい材料を示し、そして、国内

販売の成長の幾つかの将来の発生源の鍵さえを握るだろう。 国際ビジネスが発展する

と、海外のローカルのサプライヤーとの関係が深まり、予約プラットホームがリンクさ

れるか、及び／または、統合されるかして、米国のアウトバウンドのビジネスも好転さ

せるだろう。 しかし、施行されつつある旅券規則が、以前の書類無しで行き来出来た

目的地への旅行のハッキリした障害となり、近い将来、これ等の販売の幾つかの勢い削

ぐかも知れない。 
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これに加えて、パッケージ販売の成長のスローダウンが、旅行社の収支に影響を与えて

いるが（幾つかのケースでは、オーガニックな成長＜M&A に頼らない自分自身の成長

＞を殆ど停止させてしまっているが）、パッケージされた旅行は、保障と差別化の領域

のプロダクトとして留まっている。 第三者プロダクトの も洗練されたサプライヤー 
オファリングは、真のパッケージを構成せず、アドオン販売の形を取っている。 オン

ライン旅行社は、2009 年迄に、そして、それからもズーッとこのセグメントの成長の

担い手とする為に、パッケジング テクノロジーと、そして、サプライヤーとの関係に

対する投資を継続させる。 
 

オンライン旅行社の成長率の緩和は注目に値するが、2007 年には旅行市場の全般的な

成長率もスローダウンした。 総旅行市場の成長は、2006 年の略 9%の成長から 5%に

低下し、オンライン旅行社の成長は 14%から 12%に劇的に下落した。（Table 3. 1 参照）  
サプライヤーは、価格保証と旅行社とのより有利な契約に加えて、彼等の Web サイト

にトラフィックを運んで来る益々洗練されたツールによって、オンライン旅行市場に於

けるシェアーの増加を継続させている。（Table 3. 2 と 3. 3 参照） 
 

 
 
 

このシェアーの移動は、オンライン旅行社のおよそ年 1 ポイントのシェアーの逸失を継

続させると予想されているが、過去数年間よりもシェアーの減少のスピートは緩和され
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ている。 事実、オンライン旅行社の旅行総市場に於けるシェアーは、2006 年から 2009
年迄、14%へと 1 ポイント増加するだけで、横這いとなるだろう。 一方、オンライン

のサプライヤー直販チャネルは、より多くの新規購入者が増加する結果、更に 7%ポイ

ントのシェアーを獲得するだろう。（Table 3. 4 参照） 
 

 

 

 
 
 

オンライン旅行社の世界に於けるその他のメジャーな出来事は、次の通りである。 
 

 Expedia が、より小規模チェーンと独立ホテルをターゲットにした（そして、分散
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化した欧州市場に於いて、ホテルからの収入増の為に自身をポジショニングして）、

同社のダイレクト コネクト プロダクトのより簡易に導入出来るバージョンであ

る QuickConnect テクノロジーをロールアウトして、低下するトラフックを遂に

2007 年の初頭に於いて若干上向きに変える事に成功した。 
 

 Travelocity のフォーカスは、トランザクショナルな旅行素材のフォーカス — 今日

迄に投資リターン（ROI）の大半を捻出している — から、パッケジング ツール

とコンテントと顧客の権利擁護の提供を重要視した試験的アプローチに移行しつ

つある。 このフーカスの移動を通じて、Travelocity は問題の早期発見とその回避

を積極的に追求する。 
 

 新たに誕生した Orbitz Worldwide（Cendant の分裂により Travelport から分社した）

は、2006 年の国内成長に於いてライバル他社を上回ったにも拘らず、反応の鈍い

上場に耐えなければならなかった。 エアーが継続して 大セグメントとなって

いるが、Orbitz は、同社のロイヤル エアー顧客を、ホテル、レンタカー、パッケ

ージのクロス販売とアップセルの機会の対象となり得る強力な顧客と考え、そし

て、再立ち上げした ebookers サイトを動かす新たなプラットホームに於けるテク

ノロジーを活用する事を目論んでいる。 
 

 Price.com は、ますますホテルの仲介業者となる事を標榜しており、欧州に於ける

事業展開で成功を収めている。 しかし、Orbitz との不採算のオペーク取引を棚上

げにして、バリューの面に於ける支配から利益を得て、複数の購入モデルの提供

による自身の差別化を追求し、米国内事業の 適化を行っている。 欧州のコミ

ッション ベースの施設（properties）と、殆どがマーチャントの米国コンテントと

の真の統合は、優先順位とブランドのバランス化の複雑なプロセスである。 
 
 
 

Size of the Market 

市場規模 

 

オンライン旅行社のグロス販売は、2006 年の $32.4bn（3 兆 5,640 億円）を +12%増加

させて、2007 年には、$36bn（3 兆 9,600 億円）を超えるだろう。 この流通チャネル

の成長が、期待通りとはならなかったのは、主に、パッケージ用のマーチャント航空ネ

ット運賃の規制が継続された（一部では強化された）為である。 この緩和された成長
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は、旅行総市場の伸びとそれほど変わらない、オンライン旅行社の成長が +8%となる

2009 年迄継続するだろう。（Table 3.5 参照） サプライヤーWeb サイトとオンライン旅

行社の差は、2006 年の 13%ポイントから 2009 年には 6%ポイントに縮まるが、2009 年

では、依然としてサプライヤーは、オンライン旅行社の成長を大きく上回るだろう。 以

前の予測では、両者の成長速度のこの様な接近は、2009 年以降数年間は発生しないだ

ろうと予測していた。 
 

 
 
 

Packaging: The Heart of Online Agency Growth Slows 
パッケジング：オンライン旅行社の成長減速の原因 
 

エアー インベントリーの縮小化と併せて、主要目的地に於けるホテル供給のソーシン

グの困難が、オンライン旅行社のダイナミック・パッケジングの成長を減速させている。 

その結果、遥かに他を上回って成長していたオンライン旅行社のパッケジング販売は、

成長率に於いて、ホテルとエアーと国際サプライヤーのプロダクトを下回り、レンタカ

ーを若干上回ったランクに低下した。（Table 3. 6 参照） 
 

しかしながら、パッケジングは、明らかに、オンライン旅行社の将来の中心的なビジネ

スである。 オンライン旅行社と、その他の旅行購入アウトレットとの間の も明白な

違いは、1 つの場所でリアルタイムに複数の旅行素材を組立てる事が出来るオンライン

旅行社の能力にある。 確かに、オフライン旅行社も旅行者に対してその様なサービス
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を実施出来るし、そして、幾つかのケース（複雑な複数の旅程や不明瞭な、遠く離れた

到達する事が難しい目的地の如くの）では、オフラインはより好ましい方法だ。 しか

し、オンライン旅行社の Web サイトは、その他のオンライン流通ソースが真似出来な

い、ツールとプロダクトの深みを提供する。 
 

 
 
 

このユニークなプロダクトとツール セットのお陰で、ホワイト レーベルのオファリン

グ（即ち、Orbitz や Priceline のプロダクトと同様、Expedia の WWTE、Travelocity の

WCT）とアフィリエート提携は、多くのオンライン旅行社にとって、現在、 も速く

成長する事業分野となっており、そして、将来の重要な機会を象徴する。 個々のサプ

ライヤーとの Extensible Markup Language（XML）接続は、Web サイトや会員制組織や

企業やその他に、彼等のビジターや会員や社員達に旅行のオプションを提供する為の、

かなり単純な方法を提供するが、これ等は、付加価値とは殆どならない。 精々、それ

等は、時間の節約を可能にし、幾つかのケースに於いては、もし組織が割引レートを交

渉する場合は、少々金の節約が出来る事になる。 しかしながら、旅行社にとっては、

その組織の確立されたトラフィックの流れに対して、彼等の幅広いサービスを、シーム

レスに提供する事が出来る。 
 

便利さと節約がホワイト レーベルのホスト サイトの動機付けの中心となるので、パッ

ケジングは、この様なホワイト レーベルのオファリングをアピールする為に重要であ
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る。 供給の規制で、成長が継続して抑制されるだろうが、一方では、経済の周期的変

動が、主要なパッケジングの素材のアベイラビリティーにも影響を及ぼすだろう。 成

長が弱まり、消費者がより注意深くなるので、束ねられた購入の割引の魅力は、流通に

於ける露出とオプションを増加させるサプライヤーのニーズと歩調を合わせて、拡大す

るだろう。 つまり、景気が悪化する時は、需給の両面から、パッケジング セグメン

トは恩恵を受ける事になるだろう。 
 
 

Airlines Momentarily Role as Growth Leader 
航空会社が、成長の牽引車の役割を譲る 
 

航空会社は、2006 年のグロス販売と成長率の両方でトップとなっていたが、全てのオ

ンライン旅行社が、驚く程ホテル販売を強化した結果、2007 年では成長率で 2 位に低

下した。 しかし、オンライン旅行社の総グロス販売額に占める割合では、エアーの販

売は 42%へ、2006 年から 2009 年の間で▲2%ポイントしか低下しないだろう。（Table 3.7a
参照） しかしながら、多くの米航空会社の収支改善が、運賃とロード ファクターを

上昇させている。 この 2 つの上昇が、航空会社の在庫処理の為のネット運賃への依存

を低下させ（パッケジングの悲哀とイールドの上昇をもたらした）、そして、オンライ

ン旅行社の予約ミックスに於ける単品素材販売としてのエアーのグロス販売を高めた。 
 

 
 
 

ホテルは、より大きなマージンをもたらし、 も重要パッケジング オファリングの決
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定的な要素を代表し、オンライン旅行社戦略の素材販売の中心に留まっている。 また、

ホテルは、目的地コンテントの提供と旅行決定に影響を及ぼすオンライン旅行社の能力

の中心に位置する。 選択された目的地に於ける幅広い宿泊オプションに伴って、オン

ライン旅行社は、その地区や近隣地域の全てのアトラクションをカバーした総合的な情

報を提供する事が出来る。 より幅広い宿泊オプションとより多くの情報を提供すれば

する程、サイトはより粘着性が増して、総合マージン パーフォーマンスの決定的な要

因の 1 つである、コンバージョン率がより上昇する可能性が増加する。 
 

同時に、少しばかリの配当を行った $13bn（1 兆 4,300 億円）のクルーズ セグメントで

は、大手クルーズによる自社サイトによる直販の新たなフォーカスにより、オンライン

旅行社による 2006 年の販売は実に減少した。 クルーズ販売努力は、幾らかのリター

ンを得る機会を提供してくれるけれども、その他の旅行セグメントに於いて、もっとオ

ンライン旅行社のシェアーを増加させてくれる機会が依然として存在する。 
 

レンタカー予約は、幾つかのオンライン旅行社に於いて比較的強いが、この分野での成

長の余地は未だ残っている。 レンタカーのオンライン旅行社のグロス販売に占める割

合は、旅行総市場に於けるこのセグメントの割合よりも小さいので、総販売に於けるレ

ンタカー販売の割合を増加させる機会が依然として存在していると言えるだろう。

（Table 3.7b 参照） 
 

 
 
 

情報 304 平成 20 年 1 月 7 日 - 20 - TD 勉強会 



ホテル セグメントの将来も約束されている。 オンライン旅行社販売のシェアーと旅

行総市場に於けるシェアーの差は大きくは無いけれども（1%ポイント）、オンライン旅

行社の強さ（複数ブランドに跨がるリッチ コンテントとパッケジング能力）は、ホテ

ル検索に於ける消費者のニーズに対応する。 販売ミックスに於ける +5%ポイントの

ホテル販売の強化は、旅行社に、$1bn（1,100 億円）（と追加マージン）を生じさせるだ

ろう。 そして、この努力は継続されている。 
 
 

Flexible Supplier Deals May Boost Future Packaging 
サプライヤーとの柔軟取引が、将来パッケジングを促進するかも知れない 
 

新たなホテル・チェーンとの取引は、しばしば、その施設の需要に見合った柔軟なマー

チャント レート構造を重視する。 若し、オンライン旅行社が、需要の閑散期若しく

はロケーションの客室を動かす事が出来るのであれば、理論的には、旅行社は、この販

売からより大きなマージンを獲得する事が出来る。 一方、仲介業者により販売される

プロダクトの需要がより高まれば高まる程、ホテルにとっては付加的な販売と言うより

は共食いとなる可能性が高くなるため、マージンは益々減少する事になる。 
 

実際は、この様な事は広く普及されているとは思われない。 しかし、消費者の行動パ

ターンの可視性が増加しているので、この様な柔軟性に富んだレート構造が通例となり

得るだろう。 このシナリオに於けるオンライン旅行社の 1 つの可能性あるベネフィッ

トは、低需要のプロダクトの潜在顧客を標的にする事によって、サプライヤーのビジネ

スに対して無視出来ない程のバリューを追加から（マージンを）得る彼等の能力にある。 
 

パッケジングと目的地コンテント（イベントやアトラクション）を束ねた旅行は、サプ

ライヤーに対するこのバリューの創造の為には重要となるだろう。 何故ならば、低需

要のプロダクトを動かす為の旅行社の多くの能力は、航空便の購入時のクロス販売の能

力に基づいているからだ。 この理由により、2009 年迄にはパッケジングの復活があ

るだろうと期待されている。 そして、部分的には、経済の周期的変動がサプライヤー

の在庫処理を誘発するだろうし、それより重要な事は、需要を作り出し（特に、幾つか

の低需要の場所と時期の為の）、そして、目的地コンテント販売を刺激する事によって、

コンテント参加者達にパッケジングがオファー出来るバリューにある。 
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International Bookings Boost Supply, Demand Side 
国際予約が供給と需要を後押しする 
 

米オンライン旅行社による海外サプライヤーのプロダクトの販売は、率は低下している

が、継続して高い成長を遂げているセグメントである。 国際グロス販売は、米オンラ

イン旅行社総販売の 1/4 を超えている。（Table 3. 8 参照） これ等の予約は、米市場の

規模の中には含まれないが、オンライン旅行社の成功の為には重要である。 
 

 
 
 

既存市場に於いてオンラインの成熟化が進行しつつあるので、オンライン旅行社は、大

きな成長が期待される市場を開発しなければならない。 そうする事によって、旅行社

は、これ等の新規市場に於いて、消費者の 新のショッピングと購入習慣の形成の開発

と支援の両方を行う。 市場が新たにオンライン化される際には、幾つかの電話市場が

コードで繋がれた回転式のダイアル電話機からモバイル電話に直接ジャンプした様に、

彼等は、既に確立された市場の特定の旧来の習慣を一足飛びする傾向を示す。 
 

この様なエクスペリエンスは、国内のプロダクトを強化する事が出来る。（即ち、Expedia
の TripAdvisor が、米国サイトの変更の前に、英国の顧客用に作られた新しいサイトを

公表している様に。） より長期的には、オンライン旅行社に於ける、消費者の為の価

値ある提案の保守の差別化要因の鍵となる、ブランド間の選択を一層良くするリジョナ

ル市場に亘るサプライヤー リレーションシップの統合が多分重要となる。 
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Priceline とその他は、サプライヤー リレーションシップの為のビジネス・モデルが異

なる（マーチャントとコミッション）為に、米国の消費者に対して提供しているモノの、

欧州の顧客に対して提供するオファリングへの統合の厳しい挑戦に直面している。 し

かし、より多くの注目を、余り有名でない施設に惹き付ければ惹き付ける程、全般的に

は、より多くの需要が発生する事になる。 Priceline の市場シェアーの挽回（Table 3. 9a
と 3. 9b 参照）の一部は、同社の欧州に於ける事業の成功によるモノであるが、長期的

なシェアーの維持は、サプライヤー リレーションシップの活用の継続した能力次第に

よるだろう。 この努力の一部は、Priceline のオファリングの全社的な統合を含む事に

なるだろう。 国内的には、共用ビジネス・モデルを考えれば、このプロセスは理に適

っている。 国際的には、国内のマーチャント ホテルと国際のコミッション ビジネス

の 適化の複雑さは、取扱い難い困難な問題となるだろう。 
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その他のオンライン旅行社は、世界的な統合を積極的に追求し、そのプロセスに於いて

新たな市場への参入の副次的効果を得ている。 事実、Orbitz Worldwide は、自分自身

で利用を開始する前にも拘らず、ebookers を次世代の Orbitz プラットホームに統合して

いる。 全てのブランドを共有プラットホームへ持ち込むこのプロセスは、以前には利

用出来なかったコンテントを追加させて、Expedia の Hotels.com ブランドの 近の復活

に火をつける助けとなった。 
 
 

Online Travel Agencies vs. Supplier Branded Web Sites 

オンライン旅行社 対 サプライヤー ブランド Web サイト 

 

オンライン旅行社は、グロス販売額に於けるトップ レベルの成長の容赦ない緩和を経

験している。（Table 3. 10 参照） 何故ならば、向こう数年間は、サプライヤーのオン

ライン直販の成長率が、オンライン旅行社のより低い率に大きく収斂して行くだろうけ

れども、しかし一致はしないので、両者間の分裂が広まるからだ。 しかし、これは、

話の見出し部分でしかない。 オンライン旅行社は、検索プロセスの一部となり、サプ

ライヤーが自身のインベントリーをコントロールする事に否応無しに直面させられた

旅行社は、彼等のプロダクト ミックスを多角化し、プロダクトのカテゴリーを拡大し、

そして、収入源の多様化に集中している。 これ等の努力は、ブランド間の選択と束ね

る能力の、サプライヤー サイトに対してオンライン旅行社が誇っている優位性を増幅

し、彼等の 終的なパーフォーマンスの継続した強化を支援する。 
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この基本的な例は、過去数年間、Priceline が辿って来た道に見て取れる。 オペーク モ
デルから手を広げ、この旅行社は、今や、有名な“希望価格をお知らせ下さい”（“Name 
Your Price”）のモデルによって補完された、エアー、ホテル、レンタカーをオファリン

グする“リテール”に発展した。 同時に、欧州に於ける戦略的（後知恵では輝かしい

と言うだろう）買収が、海外のホテル ビジネスのコミッションの爆発的な成長をもた

らした。 も巧妙な例は、Travelocity と Expedia に於ける新たな広告の収入源の開発

である。 これ等には、意思決定プロセスの初期の段階に於けるサイト訪問者の呼び込

みと、大きな情報量の平易な表示の両方の為に設計された新たなインタフェースが含ま

れる。 Travelocity の ExperimenceFinder（βテスト 2 年目に入っている）は、コモディ

ティー プロダクトでは無くて、目的地を全て発生源とする旅行購入インタフェースで

ある。 このインタフェースは、単純なエアー・カー・ホテルの予約とチケット購入か

ら、分刻みの旅行計画に関するまでの、旅行者が希望する詳細且つ複雑な如何なる旅行

の組立にも対応できる様に進化する可能性がある。 しかし、この努力（未だ予約／購

入の機能を統合していない）は長期的なプロセスで、Travelocity は、現在、目的地ごと

のコンテントの開発に集中している。 
 

Expedia の TripAdvisor は、旅行検索ツールを伴ったレビュー サイトと言うよりは、レ

ビューによって強化された旅行検索サイトの意味合いが強いが、徐々に Expedia と世界

のその他のオンライン旅行社サイトに統合されている。 しかし、このプロセスも完成

する迄には時間を要し、ビジネス・モデルの目標の為のテクノロジー投資の調整は複雑

なモノとなるだろう。 Expedia は、厳然とした独立は言うまでもなく、スタンドアロ

ーン機関としての多くのベネフィットを有している TripAdvisor を一層統合する予定で

ある様に、自身のクリック収入発生源を取り入れる可能性がある。 
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New Referral Models Open Doors for Online Agencies 
新たなリフェラル モデルがオンライン旅行社の門戸を開く 
 

以前は、幾つかのオンライン旅行社は、このサイトが消費者の購入エクペリエンスには

何のバリューも発生させず、コモディティー化を促進するだけだと非難していたにも拘

らず、Google AdWords キャンペーンを通じたメタサーチからのトラフィックを引きつ

けた。 今では、少なくもと 2 つのメタサーチ サイト Side Step と Kayak が、そして 1
つの運賃分析サイト Farecast が、旅行社に、彼等が参加する為の明らかに異なったモデ

ルを提供している。 このモデルでは、旅行社は、基本的には、クリックした時に、メ

タサーチのページでインプットした日時と目的地から、それに関連したより深い情報を

見せる、ボタン広告を購入する事になる。（Button ad = ボタン広告 = バナー広告より

も小さなグラフィック広告ユニット。） これは、旅行社にとって、第三者の Web ペー

ジに並べて表示される事無く、自身の Web サイトに於いて彼等の結果を見せる事が出

来るため、殆どの旅行社が、追加的な予約をもたらす事が出来るかどうかを試す為に、

試験的に参加しつつある。 サプライヤーが（オンライン旅行社のプログラムに参加す

る際に）しばしば抱えている共食いの問題と同様の懸念が、これ等のバーティカル検索

ツールを瀬踏みする旅行社にも当てはまる。 
 

これ等の新しいトラフィックの提供者が、オンライ

ン旅行社にとって成長の機会を意味しているかど

うかを、或は、主にサプライヤー サイトにトラフ

ィックを直接送っているサイトに対して自分自身

を投入してしまって、身分を保障する事が出来るの

かどうかを、判定するのは容易な事ではない。 

Hitwise Clickstream のデータによれば、レビューや

価格比較サイトの集団は、大手検索エンジンに次い

で、 大手のオンライン旅行社達にトラフィックを

運んでいる 2 番目に大きな Web サイトのグループ

を構成している。（Table 3. 11 参照） 今の所は、

オンライン旅行社では、概してトラフィックが減少

しているので、この活動が、旅行購入者や計画者や

情報の探求者達に利用可能な、途方も無い位増加し

ているサイトによって、本当に作られているトラフ

ィックなのかを決定するのは困難だ。 
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Consumers Vote With Their Mice as Suppliers Gain 
消費者のマウスはサプライヤーをクリック 
 

サプライヤーは、オンライン旅行社に対する彼等のサービスの二重チャネルの優位性を

活用する為に、継続して積極的に彼等のブランドとWebサイトをプロモートしている。 

The PhoCusWright Consumer Travel Trends Survey Ninth Edition によれば、サプライヤーを

普段のショッピングと購入の方法に挙げたオンライン旅行者の割合は、2005 年と 2006
年に、それぞれ 10%ポイントと 5%ポイント増加した。（Table 3. 12 参照） 
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これは、インターネットを普段のショッピングと購入のチャネルに挙げた人達の割合が、

実に 6 ポイントと 3 ポイント低下して、それぞれ 69%と 62%になったにも拘らず、逆

の傾向を示している。 後者の現象は、オンライン旅行社のテクノロジーが、複数の目

的地を含む旅程（航空のマルチ セグメントを含む旅程）の組立に適合していない事を

示している。 より多くの旅行者がインターネットを利用すると、より複雑な旅程のニ

ーズの割合が増加するので、現在の Web サイトの限界が存在する限りは、オフライン

の手段が、しばしばより良いオプションとなる。 
 

2006 年には、オンライン旅行社は、継続して、ホテルとレンタカーとタイムシェアー

を除く全ての旅行素材の購入に於いて、サプライヤーよりも高いオンライ浸透率の牽引

力を誇示した。（Table 3. 13 参照）  
 

 

 
 

その反対に、2007 年では、サプライヤーが、パッケージとタイムシェアーを除いて、

より多くの頻繁なオンライン購入を獲得した。（Table 3. 14 参照） レンタカーの例外

を除いて、単純あるいは個々の素材のオンライン購入が継続して増加している。 パッ

ケージや、あるいはコンビネーション購入の如くのより複雑なハイエンド購入は、2005
年よりも 2006 年の方が、オンラインで購入される頻度が低下している。 これは、オ
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ンライン チャネルの成熟と共に発生する、予想通りの現象だ。 
 

PhoCusWright の調査では、オンライン旅行社が、旅行の調査ツールとして認識された

ユティリティーとしても遅れている事を明らかにしている。 コミュニティー サイト

は 2 倍も多く、検索エンジンに至っては 4 倍も多く、この目的の為に挙げられている様

だ。（Table 3. 15 参照） これが、オンライン旅行社に対して示唆する事は、旅行社サ

イトのフォーカスによって決まる。 Expedia の TripAdvisor によるコミュニティーとメ

タサーチに対する強力な攻撃、Travelocity の目的地コンテントの重要視、Orbitz のツー

ルとアラート、Priceline のオペークとリテール オプションの統合ミックスと欧州に於

ける成功を勘案すると、オンライン旅行社は、認識されたユティリティーと調査ツール

としての実際の利用の観点から、より新たなサイトと競合する事を目的とする、開かれ

た多くの道を持っている。 彼等は、彼等自身のトラフィックを保有する事によって、

（旅行と旅行に関係ないリフェラル ペイメントの両方を含む）代替収入源を切り開く

事が出来る。 
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Other Online Travel Agency Trends and Assumptions 

その他のオンライン旅行社の傾向と仮説 

 

 オンライン法人旅行のオファリングは継続して成長しているけれども、その率は、

多くのケースの場合で、グロス販売額の 10%を超える程度まで沈滞している。 

Expedia Corporate Travel は、年商 $1bn（1,100 億円）を超え、成長率 +20%〜+30%
を達成している。 そして、Travelocity Business と Orbitz for Business は、彼等の法

人オファリングで、力強い長期的な成長の可能性を見せている。 これ等の予約

は、この成長率をベースにすれば、2010 年末には、全てのオンライン旅行社予約

の 1/5 までになるだろう。（PhoCusWright’s Corporate Travel Distribution: Key Markets
参照） しかしながら、全てのサプライヤー セグメントに於いて認識されている

1 つのトレンドは、待ち望まれている中小企業への普及が進んでいない事で、殆ど

のオンライン旅行社が、これ等の努力を手控えている。 
 

 ハイブリッドのオンライン旅行社オファリングは、旅行社のオファリングと共に

旅行と旅行に関連しない広告をちりばめているかも知れないが、Travelocity は、ホ

ームページに、Amtrak に直接リンクする“鉄道”のタブを設け、 初の真の“ハ

イブリッド”のプレゼンテーションを行っている。 このプロダクトは、依然と
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してその他の Travelocity オファリングに束ねられる事は出来ないが、幾つかのメ

タサーチ企業がオンライン旅行社に対して彼等の条件で参加する機会を提供して

いる様に、サプライヤーに対しても彼等自身の条件で参加する事を可能にする。 
 

 コモディタイゼーションは、メタサーチサイトに向けられた決まり文句であった

けれども、旅行検索サイトは、実際は、バラバラ販売プロダクト（unbundling 
products）のトレンドに乗っている。 例えば、Air Canada は、GDS が概して実行

出来ない自社プロダクトのバラ売り販売に努力している。 一見した所は、無制

限の非同期生に見える JavaScript や XML（AJAX）のフィルターが、検索結果の大

変見事なソーティングを可能にするので、ユニークな特別な旅行プロダクトの発

見と購入を彼等に可能にするメタサーチサイトは、メタサーチサイトは、コモデ

ィティー化の反対に位置すると見る事ができるだろう。 これ等のサイトは、オ

ンライン旅行社に対して、その柔軟性にマッチした方法を見つけ出すための、直

接的な挑戦を引き起こしている。 
 

■ 「第 3 章 オンライン旅行社：サプライ プレッシャーが国内成長を抑制」 終り 
     次週「第 4 章 航空会社：GDS 戦争終結（本当なのか？）」に続く 
 
 
 
 
 

4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  
 

（１） バケーションドットコム、5,000 社以上獲得 
Vacation.com が、第 4 四半期に新たな会員 90 旅行社を獲得し、総会員数を 5,000 旅行社

以上とした。(DTW, 1/2/2008) 
In 1999, Vacation.com® was acquired by Amadeus Global Travel Distribution and today, Amadeus and Vacation.com 

represent a unique partnership in the North American marketplace, a partnership focused on evolving and promoting 

the value of the travel agency communities in the U.S. and Canada.（vacation.com） 
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 空 運  
 

（１）米運輸省、リチウム電池搭載禁止 
米運輸省は、1 月 1 日、航空旅客の受託手荷物内に、容器に格納されていないリチウム

電池を含める事を禁止した。 これは、飛行中の発火のリスクを 小化する為の措置。 

機内持ち込み、若しくは、受託手荷物内のラップトップ コンピュータやディジタル カ
メラに装着した電池（リチウム コンテント 8g 以下）は規制されない。 電池単体での

保持の場合は、プラスティックの容器に格納するか、当初のリテール パッケジングの

ままであれば規制されない。 但し 大 2 個迄（リチウム コンテント 25g 以下）で、

しかも別々の梱包でなければならない。(wsj.com, 12/31/2007) 
 

（２）米運輸省、米中路線を 4 社に免許 
米運輸省は、12 月 28 日、7 月の米中航空交渉により合意された、2009 年に於ける米中

路線 毎日便に参入する米航空会社に、新たに指定した US を含めた 4 社を決定した。 

各社の路線は次の通り。 
AA CHI =北京 
CO EWR=上海 
NW DTT =上海 
US PHL =北京 
これ等の 4 路線は、2008 年 3 月から新たにライセンスが付与される、DL の ATL=上海

と UA の SFO=広東の 2 路線に追加される。 これ等の新路線が全て実行されると、2009
年には、米航空会社 6 社が、米中間路線に週間 112 便を運航する事になる。 9 月時点

の運航便数は、4 社による週間 90 便。(DTW, 12/28/2007) 
 

（３）伊政府、AZ の売却候補に AF/KLM を決定 
伊政府は、12 月 28 日、AZ の売却候補を AF/KLM に絞る事を決定した。 この決定は、

もう 1 社の買収希望社 Air One（伊第 2 位キャリア）を支持している組合の、新年早々

のストを引き起こす可能性を秘めている。 また、AF/KLM の選定に対しては、伊の強

力な経済センターで MIL の Malpensa 空港の本拠地である Lombardy 地方の反対も根強

く残っている。（AF/KLM は、買収の条件の中に ROM と MIL の 2 つハブ空港運営を廃

止し、ROM ハブに統一する案を掲げている。） この決定に伴い、AF/KLM は、排他的

な 8 週間に亘る買収交渉権を得る事になった。 

IL Sole 24Ore によれば、AF/KLM の買収案は、3 人の信託人（1 人は AF、1 人は伊当局、

後の 1 人は相互の合意によりそれぞれ選出）による取締役会を設置し、本社を ROM に

置き、株式交換による AZ 全株購入をベースにしている。 現在の双方の株価に基づく

と交換比率は AZ×70 株に対して AF/KLM×1 株となる。 新たに設置される持ち株会
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社の株式は、伊政府が 3%、仏政府が 17.8%をそれぞれ保有する。 この合併が成立す

れば、AF/KLM は、PAR, AMS, ROM と欧州大陸内に 3 つのハブを有する長距離路線網

を保有した欧州 強の航空会社となるだろう。 (FT.com, 12/28/2007) (nytimes.com, 
12/20/2007) (wsj.com, 12/31/2007) 
 

 
 
 

（４）BAA 組合、年金給付問題で合意、スト回避 
BAA の組合 Unite（組合員 5,000 人）が、年金給付問題で会社と合意し、三波のストの

内、1 月 7 日に予定されていた 初の 24 時間ストを中止した。 会社は、当初の決定

（新たに雇用する従業員に対する既存年金システムの適用中止）を撤回し、年金の問題

について、今後 3 ヶ月間、組合と充分な協議を持つ事となった。 この合意が、組合代

表委員達に受け入れられれば、1 月 14 日の 24 時間ストと、17 日の 48 時間ストの両方

も中止される。(FT.com, 12/31/2007) (FT.com, 1/1/2008) 
 

（５）ベトナム航空、収入増+15.5%達成 
ベトナム国営の Vietnam Airlines が、2007 年に、前年を +15.5%上回る収入 $1.27bn（1,300
億円）と、+6.4%増益した税前利益 $23m（26 億円）を計上した。 旅客数は、800 万

人で、内 40%の 320 万人が国際線旅客であった。 L/F は 75%。 
同社は、アジア太平洋地域と欧州路線で 26 都市に路線を展開し、B777 型機×10 機、

A320/321 型機×21 機、A330 型機×4 機を含む計 47 機を保有している。 同社は、B787
型機×12 機と、A350-XWB 型機×10 機を発注中。(channelnewsasia.com, 1/1/2008) 
 

（６）中国国際航空、北京＝平壌線開設延期 
Air China が、1 月 2 日から予定していた北京＝平壌線 週 3 便の開設を 3 月まで延期し

た。 Air China は、延期の理由を、春節の繁忙期を回避する為で、北朝鮮の全ての核

開発リストの期限内提出不履行とは関係ないと言っている。 現在、北京＝平壌線には、

Air Koryo 1 社のみが就航している。 以前には、China Southern がこの路線に就航して

情報 304 平成 20 年 1 月 7 日 - 33 - TD 勉強会 



いたが、現在は運航を中止している。 韓国と日本の新聞は、この運航停止を、北朝鮮

の 2006 年 10 月の核爆発試験に対応した措置であると報道した。 
(channelnewsasia.com, 1/2/2008) 
 

（７）アトランタ空港、3 年連続 多発着便数空港となる 
Hartsfield-Jackson Atlanta Airport が、3 年連続で、2007 年に、全米 多の便数（994,466
便、前年比 +1.8%）をハンドリングした空港となった。 2 位は ORD の 935,000 便（▲

2.4%）、3 位は Dallas-Fort Worth International の 686,711 便（▲2.3%）。(wsj.com, 1/2/2008) 
 

（８）中国国際航空親会社、SQ の中国東方航空投資に反対表明 
Air China（HKG 市場で China Eastern 株を 12%保有）の親会社 China National Aviation 
Corporation が、SQ と Temasek による China Eastern 株の 24%買収は、適正な価格を反映

していないので見直すべきであると主張している。 彼等は、CEA 株は、現在、上海

証券取引所で HK$8.05、上海市場では 21.57 元の値を付けており、売却価格 HK$3.80（買

収価格 H$7.16bn≒1,000 億円）は安過ぎると言っている。 また、買収価格の問題に加

えて、antidilution right と noncompetition clause を含む契約も、CEA のその他の株主に不

公平であると批判している。 そして、場合によっては、対抗買収入札をする可能性を

示唆している。 

中国政府は、既に、この CEA に対するシンガポール投資を承認済み。 政府承認後に

も拘らず、CNAC が見直しを要求するのは極めて異例な出来事。 中国政府は、12 月

29 日、Air China 会長 Li Jiaxiang を、中国航空局のチーフに昇進させた。 
Sasac（中国国営大企業を管理している）は、CEA 株主に対して、シンガポールの CEA
投資を承認するよう求めている。 1 月 8 日の株主総会で、株主の 2/3 以上が反対する

場合は、この取引は成功しない事になる。 中国の多くの株主は、棄権すると言ってい

る。(FT.com, 1/3/2008) (wsj.com, 1/2/2008) 
 

（９）エミレーツ、スリランカ航空との契約更新が難航 
Emirates とスリランカ政府間の、Sri Lankan Airlines 管理契約更新交渉が難航している。 

Emirates の 1998 年から 10 ヵ年の SLA 管理は 3 月に失効する。 Emirates は、SLA 株

43.5%を保有している。 スリランカはインドとの繋がりが強く、SLA は、インド 11
都市に週 100 便を運航している。 SLA 収入の 40%はインド人旅客（殆どが東南アジ

ア、中東、欧州在住）。 先月、Emirates から出向している SLA CEO Peter Hills が、ス

リランカ首相のグループの LON から Colombo への便の 36 席の捻出に失敗し、就業許

可を取り消された。 この事が、契約更改の暗礁となっている。(FT.com, 1/3/2008) 
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（10）南ア投資家、エアーベルリン株 15%購入 
南アの航空投資家 Rob Hersov が支配する Vatas Holdings が、

欧州第 3 位の Air Berlin 株 15.4%を購入した。 Air Berlin は、

近、ドイツの競合航空会社 2 社 dba, LTU を買収し、2009
年に Conodr を Thomas Cook（英）から買収する事にコミット

している。（Thomas Cook は、2009 年時点で、合併後の 30%
株式を保有する。） チャーター会社の LTU 買収後の統合に

問題を起こし、18 ヶ月前に上場した株価は、▲25%低下した。 

Ryanair と easyJet がオーガニックな成長戦略を採用している

時に、買収戦略によるローコストとチャーターのユニークな

ハイブリッドの航空会社を目指している。(FT.com, 1/3/2008) 
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（11）航空機メーカー、2007 年受注機数新記録達成 
ボーイングとエアバスが、2007 年に受注機数の新記録を達成した。 両社は、5 年〜6
年分のデリバリー機数（order backlog）を抱えている。 
ボ社 グロス 1,423 機（2005 年×1,050 機、2006 年×1,029 機） 
 B787 型機受注×369 機、合計 817 機受注 
 2007 年デリバリー機数×441 機（2006 年×398 機） 
 2009 年デリバリー予定機数×480 機〜490 機 
エアバス 11 月末時点 グロス 1,204 機受注（2005 年 高記録 1,111 機を上回る） 
 2007 年のデリバリーは 2006 年並み、以前の予測では×450 機 
（グロス＝少数の取消と改修機数を含む。）(FT.com, 1/4/2008) 
 

（12）チャンギ空港、アジアの空港に投資 
シンガポールの Changi 空港（CIA）が、アジアの空港投資を積極的に検討している。 
特に中国の空港に熱い視線を向けている。 チンタオ（Qingdao）、Baiyun、成都（Chengdu）、
福州（Fuzhou）の各空港にコンサルタント サービスを提供している他、先月には、

Nanjing Lukou International Airport 株の 29%を $138m（151 億円）で購入した。 
アナリスト達は、中国は、今後 10 年間に新たに 48 空港を建設し、合計 130 以上の空港

を保有する。 CIA は、中国以外に、インド、ロシア、中央欧州の空港に照準を当てて

いる。 インドでは、2005 年に、New Delhi 空港投資に失敗したが、Tata グループと組

んで、インドのサブ空港の開発投資を模索している。(FT.com, 1/4/2008) 
 
 
 

 水 運  
 

（１）業界、カボタージュ規則の変更案に反対 
クルーズ業界、旅行サプライヤー、旅行社、政治家達が、国土安全保障省の Customs and 
Border Protection 支部の Passenger Vessels Service Act の解釈変更案に対して、一斉に反対

を唱えている。 彼等は、外国船籍クルーズ船に対して、米国港寄港 48 時間以上と、

米国港の寄港総時間の 50%以上を米国以外の港へ寄港させる案に反対を表明している。 

旅行業界は、この CPB 案は、米国の港と、港周辺のホテルと、クルーズを販売してい

る旅行社に対して悪影響を及ぼすとクレームしている。 

一方、ハワイを母港とするフリートに$1.3bn（1,500 億円）を既に投資している NCL 
America 及びクルーズ組合は、低コストの外国クルーズ船のハワイ航路（型式的なメキ

シコ寄港を実施している）から大きな打撃を受けているとして、CPB のカボタージュ規

則の厳格適用を支持している。(DTW, 12/28/2007) 
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 陸 運 & ロジスティックス  
 
 

（１）中国保険会社グループ、北京＝上海高速鉄道に投資 
中国第 2 位の生命保険会社 Ping An Insurance が率いる保険会社のグループが、上海＝北

京間の高速鉄道に $2bn（2,200 億円）を投資する事になった。 来月から着工されるこ

の高速鉄道建設（2013 年に完成する）は、総工費 2,200 億元（3 兆 3,000 億円）がかか

る。 保険会社の投資コンソーシアムは、この高速鉄道を建設する会社の 14%近くの株

式を取得する。 このプロジェクトは、全長 1,318km の高速鉄道に、時速 350km の列

車を走らせ、現在 10 時間を要している上海＝北京間の所要時間を半分に減少させる計

画。(FT.com, 12/28/2007) 
 

（２）欧州高速鉄道統一システム、問題山積 
欧州内に張り巡らせつつある高速鉄道網用の信号システム European Rail Traffic 
Management System の導入が上手く行っていない。 何しろ 20 に上る異なる各国の信

号システムを１つの標準に統一する作業となるので、欧州委員会の European Railways 
Agency がスペックを決定するのに手子摺っているのだ。（ERTM の基本設計は、1993
年に終了し、ERA により 2000 年に 初のバージョンが完成している。） 

批判分子達は、いっその事、各国のルール自体を先ず統一する事が先決だ、と言い始め

ている。 SNCF の例では、ERTM に適合させる為に、ﾕｰﾛ 2bn（3,200 億円）のコスト

が必要となる。 
ﾕｰﾛ 6bn（9,600 億円）をかけたオランダの HLS-Zuid 線では、未だに ERTM への適合が

上手く行かず、当初計画である時速 300km 走行が出来ずに 140km 走行を余儀なくされ

ている。 スイスでは、SFr1.68bn（1,680 億円）をかけた Matstetten から Rothrist 高速路

線で、3年間もバックアップの旧式システムを使用した低速走行が継続されている。 ス

€ペインでは、 4.7bn（7.550 億円）をかけた Madrid と Lleida 間が、時速 350km 走行が出

来ず、依然として時速 200km に制限されている。 
高速鉄道網の競争力を向上させ（つまり高速走行を可能にさせ）、航空から旅客を奪う

事を願うならば、早期の ERTM 導入が必要となる。 ERTM プロジェクトは、加盟国

間の協調が問題となっている欧州連合の野心的な工業プロジェクトである、Eurofighter 
Typhoon 戦闘機、Galileo 衛星、A380 型機スーパー ジャンボの仲間入りをしている。

(FT.com, 1/4/2008) 
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 ホテル & リゾート  
 

 
（１）バロン ヒルトン全財産を慈善事業に寄付 
米の資産家、ヒルトン一族を率いる Barron Hilton（80）が、Hilton Hotels Corp と、Harrah’s 
Entertainment 株の売却益 $1.2bn（1,320 億円）を、Conrad  N. Hilton Foundation に寄贈

する。 これに加えて、同氏は、死後、全財産の 97%（推定 $2.3bn≒2,530 億円）を同

基金に寄付する。 これにより、この基金は、およそ$4.5bn（5,000 億円）の資金を保

有する事になる。 

しかし、この話は、そんなに単純ではない。 Conrad Hilton は、1979 年の死後に、極

僅かの遺産し彼の息子に残さなかった。 しかし、長い裁判の結果、Barron Hilton は、

父親の estate of life の 60%を相続する事に成功した。 そして、今年 1 年間だけでも 
$50m（55 億円）を得ている。(nytimes.com, 12/30/2007) 
 

 
(L to R) Stephen F. Bollenbach, Barron Hilton and Matthew J. Hart 

Matthew J. Hart to Become Chief Executive Officer of Hilton Hotels Corporation Effective Jan. 1, 2008 

Will Be Hilton's Fourth CEO -  Following Conrad N. Hilton,  Barron Hilton and Stephen F. Bollenbach 

 

 
（２）ギャラクシー（香港）、マカオに進出 
Galaxy Entertainment Group は、20 年間、中国で高層オフィス ビルや住宅を建設してい

る香港の Lui ファミリーが、2001 年に立ち上げた企業である。 賭博事業の経験が無い

にも拘らず、Stephen A. Wynn や、Las Vegas Sands Corporation や、MGM Mirage や、Stanley 
Ho に伍してマカオに進出した。 そして、今では、StarWorld Hotel and Casino を通じて

マカオ賭博収入の 20%のシェアーを獲得している。 
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そして、マカオの Cotai Strip で巨大カジノリゾートを建

設中だ。 Galaxy CEO Francis Lui（写真：右）は、賭博

事業の経験が無いかも知れないが、中国市場を誰よりも

良く理解している事が、マカオの事業を成功させている

原因だと言っている。 そして、マカオに入島する中国

人の殆どは賭博が目的の顧客で、LAS の様に賭博以外の

レジャーを楽しむ顧客は、ここでは未だ多く無いと言っ

ている。(nytimes.com, 12/29/2007) 
 
 
 
 

 その他  
 
 

（１）ソウル郊外に未来都市建設が始まっている 
韓国ソンド市（SEL から約 64km）沖の人工島に、未来都市 New Songdo City が建設さ

れている。 韓国の Posco E&C と Gale International（NYC）との合弁事業が手掛ける、

民間プロジェクトでは世界 大級（推定 $30bn≒3 兆 3,000 億円プロジェクト）の都市

計画だ。 1,500 エーカー（約 61 ㎢）の人工島に作られた都市は、U-Life と呼ばれるデ

ジタルライフのモデル都市で、住民情報や医療・行政・ビジネス情報はすべて電子的に

共有され、全ての家や通り、オフィスビルにコンピュータがビルドインされる。 

2015 年の完成時には 6 万 5 千人が住み、30 万人が働き、ゴルフ場や水族館などを完備

した“未来都市”となる予定。 Gale は、中国と日本に挟まれた、この未来都市が、東

南アジアに於ける上海の役割を、北東アジアで果たすだろうと語っている。 Northeast 
Asia Trade Tower（68 階）は、1 月からテナント募集を開始する。 既に WorldTowers
の 2,245 戸の住宅の前売りが、2005 年の 5 月に完売している。(nytimes.com, 12/30/2007) 
 
 
 
 
 
 
   The 1st World Towers. 
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The New Songdo City development, 40 miles from Seoul in South Korea, will include a convention center, under 

construction and the 1st World Towers. 

 

 
（２）原油、一時 バレル$100 突破 
NYC 商品取引所で、1 月 2 日、2 月取引の原油がバレル  $100 を一時超えた。

(channelnewsasia.com, 1/3/2008) 

 
Historical Commodity Futures Charts for 
Crude Oil (Light) (CL, NYMEX), Dec. 2007 (detailed line chart) 

 

$100 

$ 95 

$ 55 
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編集後  
 
10 大ニュースを 5 年間並べてみた。 （H.U.） 
 

1 旅行社 YTB とカード・ミル騒動 

2 地球温暖化対策 

3 航空会社遅延 

4 燃料高騰 

5 安いドル 

6 旅行業界に於けるプライベート エクイティー 

7 ARC 手数料 

8 A380 型機のデリバリー 

9 エンタープライズがバンガードを買収 

10 サウスウエストの大変身 

11 オープン・スカイズ 

2007 

（
情
報304

） 

12 バージン アメリカ 

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 

2006 

（
情
報250

） 

9 ホテル ブーム 

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 
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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 

 

 

 
表紙： 

#194  2008 年 賀状 

1 色 1 版 （骨板：桜） 

H 149mm×W 98mm 

2007 年 12 月作 

一部手彩色、トリミング有り 
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