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1. TDR 1 月 10 日号の要約 

（１） 旅行業界に買収旋風が吹き荒れる 
（２） 2006 年のオンライン旅行の大変化 
（３） GDS 3 社、Galileo＋Worldspan の余波 
（４） CarTrawler の新テクノロジー 

2. 連載：米オンライン市場の概観 第 6 エディション（５） 

  ホテル＆ロッジング：航空を抜いてオンライン成長の旗手となる 

3. 其の他のニュース 

お知らせ：1 月 26 日（金）「 近の米オンライン旅行流通事情」講演会開催 

（詳細：ページ 46 参照） 

 

 

Clockwise from top left: new venues for ads include a video screen in a taxi; eggs; a turnstile; and the examining table in a 

doctor’s office.（ページ 45参照） 



 
 

TD 勉強会、1/17/2007 

1. TDR 1 月 10 日号の要約 

 

TDR 1 月 10 日号（Vol. 15, No. 3）は、以下の 4 つの記事を掲載している。 
（５） 旅行業界に買収旋風が吹き荒れる 
（６） 2006 年のオンライン旅行の大変化 
（７） GDS 3 社、Galileo＋Worldspan の余波 
（８） CarTrawler の新テクノロジー 
 

何時もの様に、その要約を記す。 
 

（１）旅行業界に買収旋風が吹き荒れる 

Merger Mania Heats Up: Know Which Sectors Are Hot And Why 
Get your company noticed while private equity firms on the prowl. 

 

America West と US Airways、Blackstone と Cendant、Travelport と Worldspan、TPG と Sabre、
旅行業界に買収の旋風が吹き荒れている。 そして、株式市場の安定、流動性の上昇、連

邦規則の緩和により、更にその風は吹き続けるだろう。 業界別には次ぎの通り。 
 

ホテル （Hotels Make Strong Recovery） 
2000 年〜2004 年の間に業績を低迷させたホテルが、今になってブームを迎えている。 昨

年は、ホテルのトランザクション活動の記録的な年となった。 
Blackstone が La Quinta と不動産投資の MeriStar（REIT）を買収し、Four Season と REIT 
Jameson Inn が非公開企業となった。 そして、InterContinental Hotels がプライベート・エ

クイティー・オーナーに買収されると言う噂が流れている。 現在は、新しいホテル建設

が少なく、オキュパンシーを損なう事なく料金を値上げ出来る市場環境となっている。 

2006 年には、RevPAR（revenue par available room）は、 +8%上昇した。 
 

航空会社 （Airlines Fare Well ・・・ For Airlines） 
米国内線供給不足が、この様な状況ではあり得ない、イールドの上昇を伴ったコスト増を

発生させている。 イールドの上昇は、他産業に比べて十分ではないが、確実に航空会社

の収支を改善させた。 2006 年のボーイングの受注機数新記録も、航空業界の業績回復の

現れだ。 US の DL 敵対的買収を切っ掛けに、米メジャー間で、恰も“椅子取りゲーム”

情報 253（平成 19 年 1 月 22 日）  TD 勉強会 2



の如くの合併協議が開始されている。 しかしながら、このセクターでは、プライベート・

エクイティー企業の名前が未だ余り出て来ていない。 
 

レンタカー （Car Rentals Produce A Few Jewels） 
Blackstone の Cendant の Avis Budget Group 買収（？）以外には、このセクターでは M&A
の話は浮かび上がっていない。 過去数年間、低迷していたレンタカー業界が回復基調に

乗り始めている。 Enterprise Rent-A-Car と Hertz が共同歩調をとっている。 
 

クルーズ （Cruises Keep A Foot In The Acquisition Door） 
12 月 15 日に Carnival が欧州 大のツアオペ Tui（独）と、独を基地とするクルーズ合弁企

業を設立した。 独を始め英・伊・仏などを含め欧州は、クルーズの大きな潜在的市場だ。 

この業界は、数少ない巨大プレイヤーに席巻されているので、M&A 旋風は起こらないだ

ろう。 
 

旅行セクターは、GDP 成長率に対して +1%〜+2%より早く成長する傾向があるので、投

資家は、2007 年に於いても、投資対象となる好物件を探し続けるだろう。 □ 
 
 
 
 

（２）2006 年のオンライン旅行の大変化 

Stay In The Loop --- Consumers Are Channel-Hopping 
Note your peer’s opinion of 2006’s biggest change in consumer behavior. 

 

消費者が益々力を付けている。 彼等の性癖を今まで以上に知らないと、物は売れない時

代になっている。 以下が、2006 年に発生した消費者の消費行動の大きな変化だ。 
 

サプライヤー直販サイトへシフト（Beware: Travelers Favor Direct Suppliers --- A Lot） 
メタサーチの登場、オンライン旅行社手数料の回避、ロイヤルティー・プログラムの要因

が、消費者のサプライヤーWeb サイト転移を加速させている。 欧州では、成長著しい LCC
（easyJet や Ryanair など）が、短距離パッケージ・ツアー（エアー＋ホテル）を根こそぎ

ツアオペから奪っている。 2006 年には、消費者のチャネル・シフトが劇的に拡大した。 
 

消費者は、テクノロジーに飢えている（Consumers Ride The “E-Train” --- You Should Too） 
消費者達は依然として、新しいテクノロジーに飢えている。 特に、インターネット検索

する年齢の高い人達が増えている。 消費者は、容易に扱う事が出来る、効率的な、そし
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て時間を節約してくれるテクノロジーに即飛びつくだろう。 空港のセルフ・サービス テ
クノロジーなどは、その良い例だ。 家庭や事務所に於けるチェックイン、Kiosks、搭乗

前の機内食等のオンライン購入などが、利用され始めている。 そして、更に携帯利用の

テクノロジーが登場して来るだろう。 □ 
 

Web コミュニティーから目が離せない （Tip: Keep A Close Eye On Web Communities） 
2006 年は、ソーシャル・ネットワーキング現象が大ブレークした年だ。 消費者は、オン

ライン媒体に殺到している。 MySpaceの会員の40%は、35歳〜54歳の成人だ！ MySpace, 
Facebook 等のオンライン・ユーザー・コミュニティーの人気上昇が、消費行為に大きな変

化をもたらしている。 TripAdvisor の如くの消費者によるフィードバック（レビュー） サ
イトの大幅な成長もその現れだ。 消費者は、知人や友人や仲間達の口コミを も大きな

信頼を寄せている。 
 

価格の上昇が続いている （Suppliers! Low Prices Pay, But High Prices Won’t Stop 
Travelers.） 
消費者が継続して低運賃を求めているけれども、2006 年は、旅行セクター、特にホテルと

航空の価格が値上がりした年になった。 NYC のホテルは、4 つ星ホテルで、1 泊 $400
〜$500 にも値上がりしている。 航空会社は、少なくとも 4 回の主要な業界ベースの値上

げを成功させ、且つそれを維持している。 これは 2000 年の 後の値上げブーム以来の出

来事だ。 これ等の値上げにも拘らず、消費者の消費は低下していない。 それが消費者

行為の 大の変化だ。 低運賃のアベイラビリティーが少なくなりつつあるので、Farecast, 
Flyspy, FareCompare などの新しい運賃検索テクノロジーが出現している。 サプライヤ

ー・ダイレクト Web サイトにまで、低運賃の掲載が少なくなるのかも知れない。 □ 
 
 
 

マイスペース（My Space）とは 
MySpace（マイスペース）は2003年にアメリカで設立されたソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス（SNS）。 登録アカウント数が7500万人分もあり、英語圏で 大のSNSとな

っている。 また、コアユーザーは10代の音楽マニアが形成している。( www.mixi-gree.com ) 
MySpaceは総合的なコミュニティ・サイトで、ブログやコミュニティーやフォーラムだけ

でなく、エンターテインメント分野にも重点を置いており、音楽、ビデオ、映画といったコ

ンテンツの利用、共有が可能になっている。 特に音楽に強く、「MUSICIANS」として登

録することでMP3音源が公開できる。(http://d.hatena.ne.jp) 
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http://www.mixi-gree.com/
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b3%a5%df%a5%e5%a5%cb%a5%c6%a5%a3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b5%a5%a4%a5%c8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%d6%a5%ed%a5%b0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b3%a5%df%a5%e5%a5%cb%a5%c6%a5%a3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%d5%a5%a9%a1%bc%a5%e9%a5%e0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%a8%a5%f3%a5%bf%a1%bc%a5%c6%a5%a4%a5%f3%a5%e1%a5%f3%a5%c8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b2%bb%b3%da
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%d3%a5%c7%a5%aa
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b1%c7%b2%e8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b3%a5%f3%a5%c6%a5%f3%a5%c4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%b3%a5%f3%a5%c6%a5%f3%a5%c4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b2%bb%b3%da
http://d.hatena.ne.jp/keyword/MP3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b2%bb%b8%bb
http://d.hatena.ne.jp/
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（３）GDS 3 社、Galileo＋Worldspan の余波 

And Then There Were 3: What To Expect From The Travelport-Worldspan Aftershock 
Agents beware: Less competition could raise your price. 

 

Travelport（Galileo）の Worldspan 買収が、どんな影響を旅行業界に与えるのだろうか？ 幾

人かの業界通は、サプライヤーの将来にとっては良いかも知れないが、旅行社にとっては

厳しい事になると予想している。 
 

Galileo と Worldspan の合併は； 
・ サプライヤーが嘗ては経験出来なかった、GDS のコスト効率化を成功させるだろう。 
・ Travelport は、Worldspan の NW と DL のホスティングを獲得し、Galileo のホスティン

グ事業を強化するだろう。（Galileo は、UA をホスティングしている。） 
・ 旅行社は、多分、割を食うだろう。 旅行社は、より少ないオプションと価格のプレッ

シャーを受ける事になるだろう。 
・ しかし、その反面、大手 3 社に▲1 社減少した GDS 業界は、旅行社に対して、より革

新的なプロダクトと可能な限りのインベントリーを提供するだろう。 
・ Travelport は、2 つの GDS である Galileo と Worldspan の、統合の大きな難しい挑戦に挑

む事になる。 この統合が、特に Worldspan のサブスクライバーに与える影響を何れだ

けミニマイズ出来るかが問題となるだろう。 
・ 大手 3社は、▲1社減少した事で、それだけ全般的な競争環境が緩和される事になるが、

しかし、法人旅行市場では、逆に競争激化が発生するだろう。 3 社は全てが法人予約

ツールを所有しているが、Southwest や Ryanair 等の LCC を予約出来る、革新的な法人

予約ツールの開発を求められるだろう。 

・ Galileo は、その点、Worldspan の優秀な技術者を抱える事になるので、有利な立場に立

つのかも知れない。 
□ 
 
 

（４）CarTrawler の新テクノロジー 

CarTrawler’s New Technology Puts A New Spin On Airline Booking 
Opportunity: Airlines can make a tenfold higher on selling ancillary products, CTO insists. 

 

LOT ポーランド航空が、自社 Web サイトに、CarTrawler（Dublin, Ireland）のグローバル・

レンタカー流通システムを導入した。 航空会社が、ダイナミック・パッケジングの為に、

マルチ・サプライヤー・リアルタイム・フィードを利用するのは、これが初めてとなる。 
このシステムは、GDS の EDIFACT とは異なり、XML と TCPIP を使用し、世界のレンタ
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カーやハイヤー450 社のインベントリーとダイレクト・コネクトする。 
 

航空会社 Web サイトのレンタカー販売等の周辺ビジネスは、現在、それ等のサプライヤー

のサイトとリンクを張る事により完成されている。 CarTrawler のシステムは、航空会社

の Web 予約ページに滞在したままでのレンタカー予約を可能にする。 これにより、収入

損失（航空会社の Web サイトから、リンクされた他のサプライヤーに飛んだ顧客は、元の

航空会社のサイトに戻って来られないかも知れない）を 小化してくれる。 

これに加えて、CarTrawler は、レンタカーやハイヤー会社から、有利な優先販売価格を獲

得している。 これにより、航空会社は、より大きなマージンを稼げる事になる。 既に、

大手のレンタカー会社とネゴ・レートを得ている航空会社は、その価格をキープする事も

出来る。 更には、チャネル・プライシングにより、リアル・タイムの価格修正を可能に

する。□ ■ 
 
 
 
 
PhoCusWright, December 2006 

2. U.S. Online Travel Overview Sixth Edition 

 連載：米オンライン市場の概観 第 6 エディション（４） 

 
Hotel & Lodging: Passing Airlines ad Online Growth Leader 

ホテル＆ロッジング：航空を抜いてオンライン成長の旗手となる 

 

Key Findings 

キー ファインディングズ 

 

 オンライン レジャー／非管理ビジネス予約は、2006 年に 235 億ドル（2 兆 7,700 億

円）に達し、オンライン化率は 25%となると予測される。 
 ホテル セグメントは、繰り返し購入される旅行素材で、旅行小売業にとって も採

算性の良い一つである。 
 価格の一貫性が、バランスオブパワーを、仲介業者からホテル ブランド サイトへシ

フトさせるのを助けている。 
 グループ市場のビジネスが、ホテルとオンライン旅行社に、異なる機会を提供する。 
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Overview 

概 観 

 

ホテルとロッジング セグメントは、レジャー旅行に於ける も大きなオンラインの機会の

一つを継続して代表する。 オフラインとオンライン チャネルの両方で、 も頻繁に購入

される旅行素材であるばかりでなく、旅行小売業が販売する も採算性の良いプロダクト

である。 

米国ホテル市場の現在のダイナミックスが、オンライン ホテル販売を動かしている。 こ

れ等のダイナミックスには、分散化されたインベントリー、チャネルに跨がったより大き

な価格パリティー、航空とレンタカーよりも大きなマージン、パッケージの強力な成長、

改善された Web サイト機能の如くの新しいサプライヤー戦略を含む。 一方、消費者は、

ブロードバンド接続の増加、機能の改善の促進、オンラインに於けるベスト ディールの検

索に対する自信により、インターネットに於けるホテル客室予約をより多く実施する様に

なりつつある。 
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インターネット上に於ける力の均衡に影響を与える も大きなトレンドの 1 つは、より強

力な価格の一貫性（price consistency）である。 オンライン旅行社は、低価格を求める顧

客に対して、ホテルの提示する料金を大幅に下回ったホテル料金を提示する事を殆ど出来

なくされている。 大手のチェーンが、税や手数料の為に顧客に対するネット・レートは

依然として異なるけれども、 初にチャネルに亘って一貫性有る価格を市場に提供した。 

消費者は、依然として、オンライン旅行社とサプライヤーWeb サイトの両方で、ベスト価

格のベストな部屋を探している。 夥しいベスト価格保証の存在が、市場を混乱させてい

る。 広告とは裏腹に、 低レートを一貫して提供するチャネルは 1 つとして存在しない。 

近の PhoCusWright の調査によれば、サプライヤー直販サイトは、60%しか 低レートを

提供出来ていない。 これは、消費者が購入の前により多くのショッピングを行っている

証左である。 また、ベスト価格保証の複雑な規則が、より高いレートを支払った顧客の、

差額返還要求を諦めさせてしまっている。 
 

メタサーチとオペーク プレイヤーは、オンライン ホテル ショッパーズの気を散漫にさせ

るのに一役買っている。 マイナーなレベルの活動しか行っていないけれども、Yahoo! 
FareChase, Kayak, Mobissimo, SideStep, Search Party の如くのメタサーチ企業は、価格志向の

消費者に対してアピールするけれども、ブランド ロイヤルティーの涵養には、少しも或は

全然役立たない。 Search Party は、単一画面で、ホテル・レート、税金、手数料、取消ポ

リシーを同時に比較出来る機能を提供している。 一方 FareChase は、Yahoo!のメインの

検索エンジンに組み込まれ、消費者に、より多くのショッピング ツールと代替手段に加え、

価格情報の迅速なアクセスを提供している。 これ等のメタサーチ サイトが与える消費者

のホテル購入行為に対する影響の測定は、始まったばかりである。 
 
 

Size of the Market 

市 場 規 模 

 

米ホテル業界は、高いオキュパンシー・レートと、オンラインとオフラインの両方に於け

る成長を促進させている健全な景気拡大をエンジョイしている。 PricewaterhouseCooper
の調査によれば、2006 年の 初の 9 ヶ月間の平均オキュパンシーは、2005 年の同期間に比

べて +1%ポイント上昇し、65.2%に達した。 オンライン レジャー／非管理ビジネス

（leisure/unmanaged business）需要のホテル予約は、2006 年に 235 億ドル（2 兆 7,700 億円）

に達し、全ホテル予約の 1/4 を構成すると予測されている。（Table 5.1 参照） オンライン

販売は、全ホテル販売の伸び率 +9.4%に比べて、2006 年には +25%増加すると予測されて
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いる。 2005 年には、オンライン ホテル販売は、前年比 +29%増加したが、それ以降は、

年間成長率は、2008 年の +19%へと緩和して行くと予測されている。 2008 年では、10
ドルのホテル消費の内 3 ドルが、オンラインのレジャー／非管理ビジネス旅行サイト経由

で予約されるだろう。 
 

ホテルのブランデッド・サイトは、全体市場の凡そ 3 倍のスピードで成長しつつある。 
この勢いは、ホテルの Web サイトに対する投資の継続の十分な理由を提供し、オンライン

旅行社に対する強力な交渉ポジション確保の大きな要因となっている。 
PhoCusWright は、米ホテルとロッジング市場が、継続して飛躍して行くと予想する。 
米オンライン ホテル販売は、世界のその他の地域よりはユックリしたペースとなるが、ホ

テル市場全体の成長では、豪州や日本のそれを追い抜くだろう。（Table 5.2 参照） 
 

 
 
 
 
 
Online Agencies vs. Branded Web Sites 

オンライン旅行社 対 ブランデッド Web サイト 

 

ホテル セグメントの全般的な良いニュースにも拘らず、チャネルによっては成長が大きく

異なる。 ホテルのブランデッド Web サイトは 2006 年に +31%成長すると予測されてい

る。 一方、オンライン旅行社のホテル販売は、 +19%成長と予測されている。（Table 5.3
参照） オンライン旅行社の数値は、PhoCusWright が 1998 年に記録を取り出してから、

も低い成長率だ。 
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2006 年には、全オンライン ホテル販売の 55%が、ホテル ブランデッド Web サイト経由

の予約となるだろう。 従って、オンライン旅行社経由の予約は 45%となるだろう。 2005
年には、ホテル ブランデッド Wes サイト経由予約は 53%（オンライン旅行社経由は 47%）

であった。（Table 5.4 参照） ホテルは、継続して、自社直販サイトがバーゲン販売の場所

である事を保証し、Web サイトを改善し、検索マーケティング戦略を 大化し、ロイヤル

ティー ポイントと取消ポリシーの柔軟化によって消費者に対するエクストラのバリュー

を提供するので、力の均衡は変化しつつある。 
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New Methodology Impacts U.S. Share Figures 
新方法論が米国のシェアー数値に影響を与える 
 

2005 年に採用した PhoCusWright の新しいデータ収集の方法が、米オンライン ホテル販売

の合計に対するオンライン旅行社のシェアーに影響を及ぼしている事に注意する必要があ

る。 米国の国内販売だけの成長を、正確に比較する事を可能にする為に、PhoCusWright
は、米国以外の URL（即ち、lastminute.com, expedia.co.uk, octopustravel.com）からの全ての

オンライン旅行社販売を除去した。 そのため、Table 5.1 の 2004 年のオンライン旅行社の

数値は、今年のレポートでは修正してある。 そして、全ての予測値には、米オンライン

旅行社の国内販売と米国のホテル ブランデッド Web サイトとの真の比較を可能にする、

この新しい手法が反映されている。 
 

米オンライン旅行社は、欧州とアジアに彼等のサービスを展開する事により、ホテル販売

を成長させる事に成功している。 欧州に於けるホテル市場の分散化（そこでは 75%のホ

テルが独立して、チェーンには属していない）が、オンライン旅行社の市場（英・独・伊・

スペイン等）に於けるバリュー・ポジションを高めている。 中国とインドもまた、彼等

が巨大な人口を保有していると言う単純な理由で、膨大な潜在的成長力を有している。 
 

米オンライン旅行社は、継続して欧州とアジアに於ける展開を拡張するので、彼等の全販

売に対する米国以外のホテル販売が益々大きな割合を占める事になる。 欧州サイト経由

の予約を加えた場合は、米国ベースのオンライン旅行社のホテル販売は、米国ベースのホ

テル Web サイトの販売よりも大きなモノとなる。（Table 5.5 参照） 
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Chains Gain Power 
チェーンがパワーを得る 
 

チェーンは、価格の一貫性とパリティー（price consistency and parity）や、ベスト・レート・

ブランド・ダイレクト保証や、より条件の良いコントラクトにより、オンライン旅行社の

市場参入に対して、継続して大きな力を振るっている。 しかしながら、PhoCusWright が
インタビューしたチェーンの幹部達は、供給を上回る堅調なホテル需要と強力な経済が、

このシフトの理由と考えている。 ホテルの経営者達は、オキュパンシーの上昇が、イン

ベントリーのアベイラビリティーを、より高い ADR と顧客リレーションシップを強化出

来るダイレクト チャネル販売にシフトさせる事を可能にしたと見ている。 これ等の幹部

達は、ブランド ダイレクト ブッキングは、将来の投資であるとも考えている。 それが、

コストがより安く、よりロイヤルな顧客リレーションシップを作る機会を提供するからだ。 

或は、少なくともオンライン旅行社の、ホテルの顧客とのより深い関係を構築するのを妨

げる。 
 

テクノロジーも、ホテル ブランドの直販を増加させる機会を提供する。 メジャー チェ

ーンは、イールドとチャネル管理に於いて、オンライン旅行社とのインターフェイスのシ

ステムを含めて、単一イメージ インベントリー ソリューションを積極的に追求し、そし

て、殆どがそれを達成している。 チェーンの IT 組織は、ホテルのオンラインとオフライ

ン、オンライン旅行社、旅行管理会社（travel management company = TMC）、オフライン旅

行社の全てのチャネルに亘って、インベントリーと価格の決定とその実行が同時に行える

様に、イールドとチャネル管理システムとをリンクさせている。 Hotel Booking Solutions
や TravelCLICK/iHotelier 等の如くの流通サービス・プロバイダーは、IdeaS 等の収入管理シ

ステム・プロバイダーや、MICROS の如くのインテグレーテッド・システム・プロバイダ

ーと協調して、独立ホテルや小規模ホテルに、類似のソリューションを提供している。 
 

チェーン幹部は、一層の成長の為に、ホテルのパッケジングのフォーカスに興味を持って

いる。 この様なパッケジングは、ホテルによって組立てられたか、或は、デスティネー

ション・サービス・サプライヤーの手配により、ゲスト用にパッケージ化されたダイニン

グ、スパ、ゴルフ、その他のアクティビティーなどのコンビネーションを含んでいる。 し

かしながら、ホテル チェーンの幹部達は、殆ど異口同音に、エアー・カー・ホテルのコン

ビネーション パッケージの、ホテル ブランデッド Web サイト経由販売は、余り多く無い

と言っている。 1 人の幹部は、収入の発生源と言うよりも、顧客のコンビーニエンスの

為の機能にしか過ぎないと打ち明けている。 
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Agencies Focus On Packages, Global Growth 
旅行社は、パッケージと世界展開にフォーカス 
 

オンライン旅行社は、販売増の為に、パッケージと世界市場に於けるロッジング販売に明

確に焦点を当てている。 旅行サプライヤーの厳しい旅行インベントリー コントロールに

も拘らず、オンライン旅行社は、強力なホスピタリティー市場に於ける、パッケージによ

るホテル価格のオペーク化の価値を良く認識している。 高いオキュパンシーが、価格の

値上げの機会を作っている。 オンライン旅行社の市場に於ける値引きと激しい競争が、

望まざる価格戦争の危険を生み出し、レジャー価格の値上げの足を引っ張っている。 

パッケジングのオペーク価格が、ホテルのインベントリー提供を実行し易くしている。 
パッケジングは、エアー・ホテル・カー（地上輸送手段）・目的地サービスのブランド サ
プライヤーに亘って、比較と購入の為の単一価格で、旅行インベントリーの全てのコンポ

ーネントを同時且つ効率的に組立てるので、旅行需要に対してユニークな機会を提供する。 

究極的には、パッケジングは、ホテルの如くのコンポーネントのサプライヤーが、上手く

実施出来る機能ではない。 しかしながら、旅行社は、値引きしたエアーやホテルのイン

ベントリーの仕入れが継続して難しくなって来ているので、価格志向の消費者を満足させ

る為に、大幅な値下げをしたパッケージを組立てるのに苦労している。  
 

一層の成長の為に、大手オンライン旅行社は、欧州とアジアの市場にフォーカスしている。 

Travelocity の 2005 年の lastminute.com の買収や、Cendant（現在は Travelport）の 2005 年の

ebookers の買収や、Priceline の 2005 年の Active Hotel の買収は、全て、オンライン旅行社

が欧州展開に焦点を当てている事を代表している。 これ等の全ての 3 社にとって、この

地域に於ける Expedia のヘッド スタートを追いかける為のこれ等の買収の、活性化と自社

プロダクトとの統合が挑戦課題となるだろう。 アジアに於いては、Travelocity の Zuji の
完全所有と、Expedia の中国 Ctrip に対する投資は、今後の長期的な機会の為の布石となる

だろう。 
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Consumer Fundamentals 
消費者のファンダメンタル 
 

以下の 4 つの消費者のファンダメンタルが、ホテルとロッジングのオンライン活動を動か

している： 
 

 ホテルは、 も頻繁に購入される旅行プロダクトである。 
 

 オンライン ショッパーズは、サプライヤーとの直截のビジネスを好む。 
 

 検索は、ますます実際的な意味あるモノとなっている 
 

 中間価格帯の購入者は、豪華オンライン購入者達とは異なった購入癖を持っている。 
 

PhoCusWright Consumer Travel Trend Survey Eighth Edition によれば、ホテル セグメントは、

継続して、オフラインとオンラインの両方に於いて も頻繁に購入される旅行プロダクト

である為に、レジャー旅行の も大きな機会を代表している。（Table 5.6 参照） 、フリー

クエントなオンライン旅行購入者の間では、55%が過去 1 年間に 3 回以上ホテルを購入す

る。 この割合は、エアーでは 45%、カーでは 24%となる。 マルチ チャネル（オンラ

イン／オフライン）購入者の間では、79%が過去 1 年間にホテルを 3 回以上購入する。 こ

の数値はエアーで 59%、カーで 37%となる。 
 

頻繁に旅行をオンライン購入する消費者の間では、46%が通常は直接ホテルから購入して

いる。 一方、33%は、オンライン旅行社から購入している。 それに加えて、フリーク

エント オンライン旅行ショッパーズの 31%が、オンライン旅行社でショップし、購入は

直接ホテルのブランデッド・サイト若しくはコールセンターか、或は、ホテル自身で実施

している。 明らかに、オンライン購入に馴染んでいる多くの消費者は、サプライヤーと

の直取引を好んでいる。 
 

検索は、オンライン旅行ショッピングに於いて、より重要となっている。 The 
PhoCusWright Travel Trends Survey Eighth Edition によれば、オンライン バイヤーの 11%が、

通常、旅行のショップを、オンライン旅行社やサプライヤーWeb サイトでは無くて、検索

エンジンで行っている。 そして、彼等の 3 人に 1 人が、メタサーチ、或は、その他の旅

行 Web サイトを検索する旅行 Web サイトを使用するとレポートしている。 明らかに、

ユーザーは、これ等のエクスペリエンスによって影響を受けている。 87%が、これ等の
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サイトから「大きな影響を受けている」あるいは「幾らか影響を受けている」の何れかと

レポートしている。 
 

 
 
 

オンライン チャネルは、豪華旅行者（luxury travelers）の為に、自身のバリュー・プロポ

ジションを改善する必要がある。 そして、オンライン旅行社は、殆どその仕事に取り組

んでいる。 調査は、オンライン旅行者の 68%が、バケーションで中間価格帯のホテルに

宿泊している事を示している。 これ等の旅行者のマジョリティー（74%）は、何時も中

間価格帯のプロパティーをオンライン旅行社から購入している。 
 

しかし、より高い価格のプロパティーでは、この傾向が劇的に変化する。 豪華リゾート

あるいは 5 つ星のホテルに何時も宿泊する 1/3 のオンライン旅行者の間では、30%がオン

ライン旅行社で購入するのに対して、39%がサプライヤー ブランデッド Web サイトで購

入する。 残りの 31%は、その他のチャネルで豪華ホテルを購入する。 
 

同じホテル・チェーンに戻って来るオンライン旅行者には、それなりの理由がある： 
 

 宿泊期間中のパーソナルなアテンション、（56%） 
 

 迅速な問題解決（20%） 
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 予約時点のリコグニション（15%） 
 

 特別のリクエストの受付と記憶（9%） 
 

オンライン消費者は、これ等に加えて、ホテルからサービスを購入する時点で、パーソナ

ルなアテンション好む。 
 

アドオンは、オンライン旅行社とホテル ブランデッド Web サイトの両方にとって、大き

な機会を提供する。 調査した 2/3 近くが、彼等の旅行をオンライン購入する時点で、イ

ベントやアトラクションのチケット購入に興味を抱いていると言っている。 そして、オ

ンライン旅行者の 78%が、彼等の旅行と同じ Web サイトでポイント オブセールのアドオ

ンを購入する事をより好んでいる。 
 
 

Online Efficiency 
オンラインの効率性 
 

サプライヤー ブランデッド Web サイトの品質と機能が向上しているので、チェーンの幹

部は、同時に彼等のコールセンターも変化し向上していると言っている。 調査は、これ

等の変化は、顧客とチェーン自身の両方にベネフィットをもたらしている事を明らかにし

ている。 消費者の旅行インターネット予約に関する The PhoCusWright Consumer Travel 
Trend Survey Eighth Edition の流通チャネル分析は、仲介業者利用に対してダイレクト チャ

ネル利用の圧倒的な優勢を示している。（Table 5.7 参照） これは、オンライン ダイレク

ト チャネルに対する旅行ショッパーズのシフトが継続している事を表している。 
 

このシフトを促進させている要因は、複数チャネルに亘る価格の一貫性（price consistency）
と、サプライヤー直販に対するベスト・ディール政策、ブランデッド サイト コンテント

の強化、サイト機能の改善にある。 数年間のブランデッド Web サイトの進化が、ユーザ

ーのプロパティー検索、価格と施設の比較、ロイヤルティー・ポイントのチェック、彼等

のニーズに合致したプロモーションとパッケージの追求を容易にしている。 この機能の

改善は、グループ予約と、新しく出現して来たトラベル 2.0 アプリケーションにまで及ん

でいる。 
 

殆ど全てのチェーン幹部がレポートしている効果は、コールセンターの性格と構造の劇的

な変化だ。 それ等は、少ない入呼、高いコンバージョン、より複雑化した顧客インタラ

クションだ。 顧客は、ブランド サイトを含め複数のサイトを訪れ、十分な情報を持ち、
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そして、より特定な情報を欲しがっているか、あるいは、即予約をしたがっているかの何

れかだ。 チェーンの幹部達は、ブランデッド サイトの機能品質とコール・コンバージョ

ンの間に、殆ど直接的な相関関係が有るとレポートしている。 この関係の結果は、コー

ルセンターの規模の縮小と、地域的なプロパティーの集団近くのより小型化したコールセ

ンターの開発と、サイト開発と予約機能間の統合強化、そして、能力の高いスタッフィン

グの要求に繋がっている。 
 

 
 
 
 
 

Battle for the Business Customer 
ビジネス顧客の争奪戦争 
 

多くの鳴り物入りの宣伝で、大手オンライン旅行社は、Travelocity Business, Expedia 
Corporate, Orbitz for Business（internet travel management companies = ITMC と呼ばれている）

でもって、ビジネス市場への進出を継続して試みている。 彼等は、大手の企業数社と契

約を結ぶ事が出来たが、彼等の殆どのアカウントは、エアー予約ボリュームが 500 万ドル

（5.9 億円）以下の企業達である。 一方、American Express や Carlson の如くの TMC（travel 
management company）は、2,000 万ドルのエアー予約を持っている大企業アカウントのオン

ライン旅行予約を集める事に成功している。（PhoCusWright’s Corporate Travel Distribution: 
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Key Markets 参照） TMC は、中小企業市場（5〜20m ドルのエアー予約ボリュームを保有

する企業）のシェアーの拡大を狙っているので、オンライン旅行社の法人市場拡大と真っ

向からぶつかる事になる。 
 

チェーンは、この戦いの傍観者となっている。 インタビューしたチェーンの幹部達の戦

略は、明解であり且つ一貫している： 
 

１． 中小企業クライエントに対して、仲介業者レート（コンソーシャ・レートと呼ばれて

いる）と本質的に同一のレベル・条件・コミッションの提供。 
 

２． これ等のレートを提供した中小企業アカウントに対して、追加的なベネフィットとサ

ービスを伴ったダイレクト予約の提供。 
 

３． マーチャント ビジネス法人レート（事前支払、取消不能、ネット・レートにマーク

アップを載せられるレート）の ITMC への提供の抑制。 
 

しかしながら、ホテルは、TMC の成長をモニターする必要があるだろう。 米国のビジネ

ス旅行市場は、レジャー市場と同じ位大きい。 それは、大企業（fully managed = 即ち、

完全な出張規程を保有）アカウントと、中小企業（partially managed = 即ち、緩い出張既定

しか存在しない）アカウントと、旅行管理から恩恵を受けるであろう非管理ビジネス

（unmanaged ＝ 即ち、既定が何処にも存在しない）アカウントで構成されている。 こ

れ等の全てのセグメントは、どんな形にせよ、オンライン旅行計画と購入に統合されつつ

ある。 
 

ペネトレーション レート（市場侵入率）によって測定される通り、TMC は、コスト低下

と効率向上の為にオンライン予約を増加させている。 彼等は、アカウントとその出張者

達とのリレーションを強化している。 
 

TMC が、より小規模な企業アカウントに向けて、彼等向けのオンライン・ツールとベネフ

ィットでもってフォーカスし、市場に於けるシェアーの拡大を企図している。 これに加

えて、幾つかの M&A が発生し、市場の集中化が起きている。 例えば、American Express
は Rosenbluth を買収し、Carlson は Navigant を買収し、BCD, BTI, TQ3 の The Travel Company
が結合して BCD Travel を立ち上げている。 TMC は、彼等の市場サイズとビジネス市場

自身の大きさを勘案すると、ITMC よりもホテルにとって脅威となるかも知れない。 
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GDS Programs Emerge 
GDS プログラムの浮上 
 

オンライン旅行社のマーチャント プログラム戦略の先例に倣って、GDS は、彼等のディ

スプレー画面の有料化を熱心に追求し始めている。 TravelCLICK 社の推定によると、2005
年には、150 億ドル（1 兆 7,700 億円）（前年比 +4.6%）近くのホテル予約が GDS 経由で予

約されている。 TravelCLICK の調査によれば、少なくとも 2/3 の予約が、目的地の第 1
画面に掲載されているプロパティーで予約されている。 更には、PNR と旅行社が作成す

る予約データ（IATA データ）の広範囲に亘る追加情報が、ターゲット化したプロモーショ

ンや綿密なマーケティングに活用出来る事になる。 
 

殆どのケースでは、オンライン旅行社は、企業のポリシーと、あるいは、ネゴシエイテッ

ド・レートによって、特定チェーンの使用を奨励されているビジネス旅客と接する事にな

る。 しかしながら、一方では、旅行社にホテルの選択を依存する、数百万人の非管理ビ

ジネスとレジャー旅行者が存在している。 Sabre の Spotlight や、Amadeus の Instant 
Preference や、Travelocity の Featured Property は、ホテルとチェーンに、GDS のディスプレ

ー画面のポジショニングを販売している。 
 
 

Change on Distribution Landscape 
流通 ランドスケープ（景観）の変化 
 

1 年ほど前には、4 つの商業流通ジャイアンツが存在した。 その内の 3 つは、メジャー

GDS を所有し、全ては、オンライン・ビジネスとレジャー・ポータルを提供し、ロッジン

グとホスピタリティー向けの垂直的且つ水平的な流通サービスを作り出し、ますますプロ

フィット・マージンの拡大の為にホテル予約に依存した。 それ等とは、Sabre Holdings, 
Cendant, Expedia Inc., Amadeus である。 Cendant の Travel Distribution Services 部門の再編

成と Travelport への変身によって（Worldspan 購入を含めて）、どれだけ流通のランドスケ

ープが変化するかは良く分からない。 
 

Worldspan 買収にも拘らず、Travelport は、Cendant の TDS よりも小さな企業となるだろう

と見られている。 Travelport は、Blackstone Group に、2006 年 8 月に、43 億ドル（5,000
億円）で買収された。 これは、Cendant の簿価に対して▲20 億ドルも安い価格であった。 

主要な子会社である Orbitz, Galileo/Worldspan, ebookers, Gullivers は、統合されるか切り売り

されるかの何れかとなるだろう。 その他の子会社である Trust, Wizcom, Cheap Tickets の
将来も良く分からない。 彼等は、統合されるか、売却されるか、消滅されるかの何れか
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となるのかも知れない。 このレポートの編集時点で、プライベート・エクイティー企業

の Silver Lake Partners と Texas Pacific Group は、現金 45 億ドル（5,300 億円）と負債 550m
ドルの吸収でもって、Sabre Holdings を買収する事を発表した。 
 

不確定な事が多いけれども、幾つかの事実が知られている。 市場バリューの観点からは、

Travelport の時価総額は、他の大手流通業者よりはかなり低い。（Table 5.8 参照） 
 

 
 
 

Sabre Holdings や Amadeus は、Travelport と同じ様な子会社構造を有している。 Expedia
は、時価総額 54 億ドル（6,350 億円）で、GDS は所有していない。 3 社全てが、幾つか

の四半期決算での赤字計上を除外すれば、成長と短期的な控え目な利益計上を可能にする

だろう。 彼等は、市場がコンソリ化に向かって行くと見ている様だ。 
 

ホテルに対する潜在的意味合いは、主要仲介業者の力のシフトである。 市場は、マーケ

ット力とプレゼンスを強化した垂直的且つ水平的に統合した強力な流通業者 3 社によって

席巻されるだろう。 そして、TMC 間のコンソリデーションも増えるだろうし、メジャー

検索エンジン 3 社も益々旅行の世界に入り込んで来るだろう。 
 

皮肉にも、10 年弱前には、ホテルの経営者達は、高度に分散化された仲介業者に仲介され

ている事に（あるいは、少なくともコミッションを支払っている事に）不満を募らせてい

た。 現在では、少数の巨大で強力な仲介業者との交渉のテーブルに着いている。 この

様な環境にあって、ホテルは、仲介業者を上手く使い分けて、パワーハウスを手なずけな

ければならないだろう。 
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Market Spend 
マーケティング支出 
 

ホテル・チェーンの幹部達の全ては、オンライン関連宣伝費とプロモーションが、今後 3
年間でシステマティックに増加して、全体のマーケティングと宣伝予算の重要な部分を占

めるだろうと予想している。 しかしながら、彼等は、オンライン関連宣伝とプロモーシ

ョンが、伝統的宣伝支出と評価の枠組みの中で執行されるかどうかについては懐疑的であ

る ホテルの幹部達は、それがもたらしてくれる予約増加の実際のネット バリューに着目

して、キーワード購入を宣伝と見なしている。 しかし、オンライン宣伝とプロモーショ

ンのその他の局面については、以下の疑問を残している。 
 

 ブランデッド Web サイトの機能やフィーチャーに対する IT 投資は、“宣伝”なのか？ 
 

 ブランデッド サイトの検索エンジン 適化に関する支出は、何処と調和するのか？ 
 

 マーチャント レートのマージンのどの部分が、予約増加をドライブするディスプレ

ー ポジショニングと関連づけられるのか？ そして、どの部分が予約ファンクショ

ン（即ち、予約、取消、変更）に関連づけられるのか？ 
 

 管理あるいはキャッシング・レートのコストと、そして、アベイラビリティーのクエ

リはどの様にして評価されるべきなのだろうか？ 運営的な予約費用なのか、宣伝費

用なのか？ 
 
 

Revenue and Channel Management Evolve 
収入管理とチャネル管理の進化 
 

収入管理が進化しているので、ホスピタリティーの収入とチャネル管理の統合は、チェー

ン幹部達の優先順位の高い問題である。 ホテルの経営者達は、Hotel Booking Solutions の
Larry Hall によって活発にプロモートされている“需要管理”（demand management）の方向

に進んでいる。 それ等は、以下を含んでいる： 
 

 供給コンストレインツと関連して収入を極大化する伝統的収入（イールド）管理； 
 

 意思決定支援ツールより、企業に亘って、収入拡大マーケティング決定が定量化され、

そして、統合されたマーケティング計画； 

情報 253（平成 19 年 1 月 22 日）  TD 勉強会 22



 

 プロパティーと彼等の顧客をリンクして、複数のチャネルに跨がったマーケティング

意思決定を行うチャネル管理。 
 

狭義に定義されたホスピタリティーの一過性の収入管理は、直近の計画期間の個々の客室

需要を予測し、それから部屋のアベイラビリティーとレートを管理する収入 適化を含ん

でいる。 この単純なアプローチは、グループ予約や、イベント管理や、クロス・プロパ

ティー・クラスター・イールド管理とチャネル流通革新によってより複雑化される。 
 

Marriott や Starwood の如くのチェーンは、伝えられる所によれば、これ等の問題にフォー

カスし、彼等の収入とチャネル管理システムを統合している。 ネットワークやプロパテ

ィーの規模により、これ等のチェーンは、クラスター（cluster）とイベント収入管理を実

施する為に、彼等の収入とチャネル管理システムと組織をプログラミングしつつある。 こ

の結果、Marriott と Starwood の Web サイトでは、イベント・プランナーが、RQF を作り、

オフピーク（割引）のホテルを探し出し、そして、複数のブランド プロパティーからの回

答を略リアル・タイムで得る事を可能にしている。 
 

Sabre の SynXis や TravelCLICK/iHotelier の如くの流通サービス・プロバイダーは、独立し

た小規模チェーンに対してより総合的な統合化したサービス・プロバイダーとなるために、

IdeaS, Optims, MICROS の如くの収入管理会社と緊密に協力している。 
TravelCLICK/iHotelier のケースの場合は、電子的マーケティング管理と競争的価格分析に

まで、そのサービス範囲を拡張している。 
 

iPerception や comScore の如くのその他の企業の場合は、収入とチャネル管理システムの分

析とプログラミングに使用する為の、トレーサブルの消費者行動に関する電子的データを

作り出して、ショッパーズのクリック・ストリーム使用量について総合的な情報を提供す

る。 
 

消費者の行動データの内容の豊富さと深さが、伝統的収入管理マネジャーの役割と活動の

レベルを引き上げている。 彼等は、今ではデマンド・マネジャーとしてより正確に定義

づけられて、ゲストの客室のショップと購入を理解し管理する事により、長期的な需要予

測を伴った短期のレートとアベイラビリティーに責任を有している。 これは、レベニュ

ー・マナジャーの伝統的役割を、短期的なイールドの 適化から、収入とそれを生み出す

流通チャネルの監督者、擁護者、保護者、に変化させている。 この役割に必要とされる

スキルは、収入管理とチャネル管理の両方であるが、この人材は払底している。 
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Group Travel 
グループ旅行 
 

グループは、ホテルのロッジング市場に、興味深い機会を提供する。 ホテルは、グルー

プを彼等の大きな収入源領域と捉え、専門販売チームの配置と、プロフェッショナルなイ

ベント・プランナーを支援する為のオンライン機能の改善し、主として大きなイベントに

フォーカスしている。 オンライン旅行社と、Google や TripHub の如くの新生のサイトは、

小規模のグループを、しばしば SMERF（social, military, educational, religious, and fraternal）
と呼ばれている、将来の収入拡大の為の潜在的なソースと考えている。 オンライン ホテ

ル投資の増加は、全体としては、収入を劇的には増加してくれない。 その結果、ホテル

は、グループが彼等の収入戦略のどの位置に も良く適合するかについて、以下の疑問に

シッカリ向かい合っている。 
 

１． グループとは何か？ 
 

２． グループに対して、ホテルはどんなサービスを提供するべきなのか？ 
 

３． ホテルの市場シェアーの維持／拡大の為には、どの様にオンライン資源を割り振るべ

きなのか？ 
 

グループと、それが要求するサービスの的確な定義は、将来のホテルのオンライン ホテル

戦略を直接形作るモノとなるだろう。 グループのサイズのスペクトルの一端では、客室、

イベント・スペース、飲食サービス需要を動かす都市規模のイベントが存在する。 スペ

クトルのもう一端では、3〜10 室の需要となる、極めて小さなソーシャル或はビジネス グ
ループが存在する。 これ等の中間には、ホテルを丸ごと貸し切る大企業や協会のイベン

トや、限定的な客室を必要とする SMERFs の集い、あるいはイベント スペースのみを必

要とするグループ、小さなソーシャル グループ或は親戚一同がリゾート ホテルのアクテ

ィビティーをエンジョイする等々、各種のサイズのグループが存在する。 
 

これ等のグループのオンライン ニーズは、必要とされるサービスの種類、グループ旅行マ

ネジャー或はアレンジャーのタイプ（大きなイベントには、大抵、プロのミーティング プ
ランナーが入っている）によって異なる。 チェーンは、サイト セレクションと RFP の

開発の効率性を強化する事によって市場シェアーを維持する為に、継続して彼等のサイト

の機能をアップグレードするだろう。 幾つかのチェーンは、サイト セレクション、都市

規模のイベント管理と会場設定の為のプロのプランナーを手配する Passkey や StarCite や、

プロフェッショナルなイベント管理企業の HelmsBrisco や Conferon の如くのオンライン企
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業と提携している。 
 

より小さなソーシャル グループを引きつけサービスする為に、チェーンは、初心者、或は、

部屋とイベント スペースを確保する為のワンタイム プランナーを支援するオンライン機

能に投資しつつある。 Marriott のオンライン ウエディング プラニング機能、Starwood
のイベント スペースと F&B（food & beverage）オンライン予約機能、Hilton の e-Event 機
能などがその例である。 
 
 

Travel Agencies Seek Small Group Business 
旅行社は、小規模のグループ ビジネスを追求 
 

オンライン旅行社や、TMCs や、TripHub や Google の如くの新規市場参入者は、クライア

ント・サービス・フィーや、或は、需要の集積によるグループ シェアーのシフトに発生す

るサプライヤー ペイメントを通じて、小規模のグループから収入を上げる事を追求しつつ

ある。 Orbitz の、人気ウエディング プラニング目的地選抜サイト The Knot との提携、

Travelocity の、異なる出発地から同一の目的地への間際予約が出来る“Meet Me In”機能は、

この戦略の具体例だ。 
 

彼等のゴールを達成する為に、オンライン旅行社と TMCs は、開催地の選定と分析（即ち、

グループ ショッピング）の為の使い勝手の良いオンライン価格とサービス比較ツール、グ

ループ予約ツール、イベント管理ツールと、サプライヤーとの交渉の為の需要集積を提供

する。 事実、小規模グループは、高度に仲介を必要するに違いない、新しい急成長する

カテゴリーだ。 
 

仲介業者にとっての有利な点は、顧客にブランド間に於けるショップを可能にし、エアー・

ホテル・イベント スペース・アクティビティー・地上輸送手段の予約を提供し、グループ

管理の為の使い勝手の良いテクノロジーをデリバリーし、既存の顧客ベースを利用する彼

等の能力に有る。 
 

この世界に於いて、ホテルがどの様な仲介業者との関係を築いて行くかは、未だ良く分か

らない。 彼等は、小規模グループを、彼等のブランデッド・サイト、或は、コールセン

ター、或は、プログラム・グループに誘導を試みるかも知れない。 そして、ブランデッ

ド・サイトや、或は、仲介業者からの、小規模グループの為のリアル・タイムのリクエス

トを取扱う、チャネルと収入管理システムを利用するだろう。 予算への配慮も、チェー

ンが、仲介業者に対して、このセグメントに配分するオンラインとオフラインのマーケテ
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ィング支出の割り振りを決定しなければならないので、重要な戦略立案の一部となる。 
 
 

Search Defines Its Role in the Market 
検索が市場でのその役割を定義する 
 

旅行とホスピタリティーの世界では、FareChase, Kayak, Mobissimo, SideStep の如くの垂直

的市場メタサーチ・エンジンと、Google, Yahoo!, MSN の如くの水平的検索エンジンの間で

潜在的な衝突の可能性が存在する。 現在では、伝統的検索エンジン、或は、ポータルは、

純粋な検索とそれに関連するペイパークリック広告にフォーカスしている。 
 

反対に、メタサーチ・サイトは、旅行の検索とショッピングに深く特化した機能を継続し

て追加している。 ロケーション、ディールの種類、或は、キーワードに入り込む Kayak
の Deals セクションは、オプションで、ペイド広告サイドバーによる回答の検索を立ち上

げている。 これまでのところ、検索エンジンは、旅行市場の比較的小さな部分に留まっ

ている。 
 

メジャーな検索エンジンは、機能を継続して導入し、幾つかのケースではメタサーチ・サ

イトとリンクするアライアンスを形成している。（即ち、Yahoo!の FareChase との関係、

Google の中国 Ctrip との提携） より重要な事は、トラベル 2.0 の出現が、オンラインの

ホスピタリティーに於ける検索エンジンの役割の拡大を示唆している事だ。 そこでは、

コミュニティーとセルフ管理検索の態様が、メタサーチとオンライン旅行社の機能を侵略

している。 
 

この調査がインタビューした殆どのホテル幹部は、メタサーチを評価するには時期尚早で

あると言っている。 このサイトは、収入の純増を達成出来れば、より安い流通コストを

提供出来るだろう。 しかし、ビジネスのボリュームは、まだ極めて少ない。 幹部達は、

彼等の予約システムに対するメタサーチからのヒット増への対応の為のコスト増に対して

懸念を表明している。 彼等は、メタサーチのディスプレーが、フルサービス ホテルの長

期的バリューを考慮しない、歓迎出来かねるコモディティー化をもたらしていると考えて

いる。 低価格志向予約の増加の潜在性は、コストをオフセットしないだろう。 
 

Orbitz はメタサーチ エンジンに参加しているけれども、Expedia と Travelocity は、決して

彼等のリスティングをメタサーチには許していない。（しかし、Travelocity は、メタサーチ

に広告を掲載し、同社の World Choice Travel ホワイト・レーベル サービス経由でコンテン

トを販売している。） Expedia と Travelocity は、商売敵と見なして、メタサーチ嫌いを公
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言している。 全てのチェーンは、或るレベルでメタサーチに参加して、彼等のクエリを

拒絶しては居ない。 Marriott の如くの幾つかのチェーンは、SideStep の如くの企業と契約

を結んで、リアル・タイムのレート クエリをより良くコントロールする為のダイレクト・

コネクションを提供している。 
 

メタサーチは、より深い分類と検索と分析と選抜をユーザーに与えるオプションを伴った、

膨大なサイトを検索する便利の良い方法を提供していると信じている。 彼等は、自分自

身を、伝統的検索エンジンの理論的且つ効率的な延長であると考えている。 彼等は、ホ

テル予約システムに対するヒット数の増加がもたらすコスト増に関するホテル経営者達の

懸念を認識しているが、この問題は、ホテルに内在する固有の問題と考えている。 
 

長期的には、旅行サプライヤーと仲介業者は、メタサーチを含む全ての形のショッピング 
クエリの増加ボリュームに対処出来なくてはいけない。 消費者は、彼等にとって都合の

良い方法で、旅行のプライスをショップし比較するだろう。 サプライヤーは、市場の競

争を生き抜く為に、消費者のニーズへの対応を迫られるだろう。 現在までの所は、彼等

は、メタサーチがバリューを提供するか、より大きな伝統的広告収入を主体とした検索エ

ンジン（チェーンは、財務的に折り合えば、そこからキーワードを購入している）と提携

するかどうか、について見極め様としている。 
 
 

Travel 2.0 – A New Online Phenomenon 
トラベル 2.0 — 新オンライン現象 
 

2005 年の初め、比較的新しい消費者が動かす Web 2.0 とラベルを張られたオンライン現象

が、ホテル経営者とオンライン旅行社の注意を引きつけた。 Web 2.0 テクノロジーは、

Web のフォーカスを、ユーザーのニーズとウオンツと、ソーシャル・ネットワークに向け

直す。 ホテルとロッジング業界にとっては、これは、以下の 4 つの消費者インターネッ

トの本質（PhoCusWright は、これをトラベル 2.0 と呼んでいる）に翻訳される。 
 

１． 双方向性のトラックキングをベースにしたオンライン消費者との関係を濾過（filter）
し、再度濾過（re-filter）しろ。 即ち、「私が欲する時と方法によってロッジング情報

を提供しろ」、「そして、私のインタラクションを評価して、それを変更しろ」、となる。 
 

２． ホテルのサービス品質とロケーション（或は目的地）に関する、自分と同じインテレ

ストと似た以前のゲスト体験の、或は、同じ（サイバー或はその他の）コミュニティー

の書き込みを評価しろ。 即ち、「自分と同じ様な人達は、彼等のロッジング体験を、
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どの様に評価したのか？」、となる。 
 

３． ロッジングとホスピタリティーを含めて、旅行サービス コンポーネントとエクステ

ンションズ（mashups）を、理論的に且つ革新的に消費者のバリューを高める為に、オ

ーガナイズしろ。 即ち、「私のインテレストを知って、 低のコストで、私の満足を

適化する様に、私に対して、明確的に絶対的に、ロッジング サービスのセットを組

立てろ」、となる。 
 

４． 個人と共同（グループ）の満足の 適化の為に、グループの周りのエクスペリエスを

オーガナイズしろ。 即ち、「私を私のグループに関連づけて、私と私のグループの

適化の為に、全てのアクティビティーを提供しろ」、となる。 
 
 

ホテルの世界に於けるトラベル 2.0 のアクティビティーの例としては、Starwood の

Fourpoints.com サイトが上げられる。 このサイトは、依然として標準的なホテル ブラン

デッド サイトのフィーチャーと機能を提供する一方で、”about me”のテーマの周りに設け

られた便利な検索ボックスを提供する。 Starwood の新しい TheLobby.com は、旅行ジャ

ーナリスト達が、選別された Starwood のプロパティーについての彼等の考えをシェアーす

るブログを提供する。 2006 年 7 月に、Sheraton は、Web 2.0 のファンクショナリティー

とは行かないまでも、ゲスト達が、彼等のストーリーや旅行やそのチェーンの目的地の景

観を撮影した写真をシェアー出来る、新しいサイトを立ち上げた。 Marriott は、My Yahoo!, 
My AOL, Blogines に呼応して、顧客クライテリアに従った割引週末レートを、提携ポータ

ル経由でデリバリーする為に、RSS フィードをテストしつつある。 
 
 

Mixed Views of User-Generated Content 
ユーザー・ジェネレーテッドの輻輳した評価 
 
TripAdvisor（Expedia）や IgoUgo（Sabre）の如くの仲間達によるレビュー・サイトは、旅

行幹部からは、賛否両論の反応を引き起こしている。 この懸念は、コンテントの客観性、

提出者の真実性、商売敵や自身からの故意の投稿に存在する。 しかし、幾人かの幹部は、

サービスを改善する為のユーザー フィードバックを得るこの方法に、大きな喜びを感じて

いる。 

 
オンライン旅行社と検索エンジンの両方ともが、トラベル 2.0 戦略を持っている。 2004
年に、当時の Expedia の親会社 IAC は、TripAdvisor を買収した。（IAC は、その後 Expedia

情報 253（平成 19 年 1 月 22 日）  TD 勉強会 28



をスピンアウトした。） TripAdvisor は、ユーザーに旅行体験の書き込みを許し、そして

プロパティーに関する特定のレビューと品質のレーティングを提供する。 これらは、順

次、Expedia のホテルのレーティング プロセスに部分利用されている。 
 

Expedia は、バーチャル ガイド・ブックの Home&Abroad と組んで、RSS 機能を保有して

いる。 Travelocity は、選抜した区間の航空運賃の値下げをモニターする RSS を持ってい

るが、まだホテルにはこれを適用していない。 ここ数年間、Travelocity は、同社のホテ

ルの品質評価プロセスとディスプレーの一環として、ゲストの評価を積極的に採用してい

る。 
 

全ての伝統的検索エンジンは、“My”アプローチ、即ち、My Yahoo!, My Google, My MSN
等を通じて、ユーザーに彼等のエンジンをパーソナライズ化する事を奨励している。 こ

のアプローチは、今では、旅行とリンクしている。 例えば、Yahoo!は、旅行関連検索の

計画を支援する為に、ユーザー レビュー、マップ、trip storage、写真シェアリング、レー

ト（FareChase 経由）のマッシュアップへのショートカットを提供している。 
 

マッシュアップ 【英】MashUp  
マッシュアップとは、IT用語としては、複数の異なる提供元の技術やコンテンツを複合さ

せて新しいサービスを形作ることである。 複数のAPIを組み合わせて形成された、あた

かもひとつのWebサービスであるかのような機能が、マッシュアップと呼ばれている。 
マッシュアップ」（MashUp）とは「混ぜ合わせる」というほどの意味である。 もともと

は音楽関係の業界でよく用いられてきた。 まったく何もない状態から創造するのではな

いが、すでに在るものを用いて再び新しいものを創生する、というニュアンスがある。 リ

ミックス曲などがマッシュアップに相当する。 
マッシュアップは以前に比べても非常に盛んになりつつある。 その背景としては、

Amazon、Google、はてな、といった企業が、自社のWebサービスの機能をAPIとして無償

で提供するケースが増えてきている点が挙げられる。 それに伴って、APIを利用して（多

くは腕試しのために）複合的なWebサービスを開発するユーザーも増えている、というわ

けである。 
マッシュアップとして生み出されるWebサービスの内容は様々で、地図の表示と郵便番号

データを対応させるものから、あるキーワードについて議論しているブログとショッピン

グサイトの関連製品を同時に表示させるものまで様々である。 ユニークなものでは、自

分や他人がファーストキスをした記念の場所とエピソードを登録・閲覧することのできる

「Where I Had My First Kiss」や、デートスポットにまつわるクチコミ情報やケータイ画像

を 地 図 上 か ら 検 索 す る こ と が で き る 「 デ ー ト 通 .jp 」 な ど が あ る 。

( http://www.sophia-it.com/content/マッシュアップ ) 
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Google のマップ アプリケーションは、レビュー、ホテル、その他のビジネス、その他の

案内のマッシュアップを可能にしている。 
 

検索エンジンは、実際、トラベル 2.0 を展開するのに も有利なポジションに位置してい

るのかも知れない。 このエンジンは、消費者の全てのウオンツの部分集合（subset）とし

て、彼等が希望する情報を提供し、そして、容易に情報を交換出来る単一な場所を提供す

る事が出来る。 コミュニティーも、より広い検索のコンテクストの中で、そして、マス

マーケットの検索観点さえからも位置づけられるだろう。 
 

検索エンジンは、明らかな宣伝意図を除いて、客観的なサプライヤー サービスを独立して、

或は、比較して表示すると考えられている点で重要である。 しかし、彼等が、オンライ

ン流通のトランザクションの世界に何れだけ深く参入したいのかについては、未だハッキ

リしていない。 この回答如何によっては、ホテルやその他の全ての分野に於けるメタサ

ーチ エンジンとオンライン旅行社の将来の役割と収入の流れを決定づける事になるだろ

う。 ■ 
PhoCusWright: U.S. Online Travel Overview Sixth Edition “Hotel & Lodging: Passing Airlines ad 

Online Growth Leader” 以上 ——— 次週“Car Rental, Packaged Travel”に続く ——— 
 
 
 

3. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 
（１）ジェットブルー、自社直販サイトでクルーズ販売開始 
jetBlueが、World Travel Holdings（以前はNLGとして知られていた）と提携して、

www.cruises.jetblue.comで、クルーズ販売を開始した。 WTHは、2006 年 7 月にNLGを買

収している。(DTW, 1/11/2007) 
 

（２）アメリカン航空の国内線普通運賃、エクスペディアから消える 
1 月 11 日から、AA 航空の国内線ファースト・クラス運賃とビジネス・クラス運賃の

Expedia.com による販売が中止された。 コーチ・クラス運賃は、継続して Expedia.com で

販売されている。 販売中止の理由について、AA は、流通エコノミクスのためと説明し

ている。 Expedia は、AA が Worldspan 使用に固執したためと言っている。(DTW/1/12/2007) 
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（３）米エーアールシー2006 年精算額、過去 6 年間で 高記録達成 
米 ARC の 2006 年精算額が $77.8bn（9 兆 3,300 億円）となった。 これは、過去 6 年間で

の 高記録。 しかし、2000 年の、 $83bn には及ばなかった。 詳細は、下表の通り。 
① 国内線の販売伸び率緩和（航空会社直販増加）、国際線の売上上昇と、 
② 公認店舗数の継続した減少（コンソリが進んでいる）が特徴。 
 

 2006 年通期 前年比 2006 年 4QT 前年同期比 

総精算額 $77.8bn +105 $5.3bn flat 

国 内 線 $38.9bn +9% $2.5bn -5% 

国 際 線 $29.8bn +11% $2.1bn +5% 

公認店舗数   19,026 -9% 

店舗当たり   $54,527 +13% 

e-チケット   95.4% 89.5% 

(DTW, 1/19/2007) 
 
 
 
 

 空 運  
 
 

（１）プライベート・ジェット便の格安販売ブローカー 
プライベート・ジェット（PJ）の NYC→フロリダ 片道を 9,500 ドル（115 万円）で販売す

るブローカーが出現している。 通常の PJ 料金は、30,000 ドル（355 万円）もするので、

1/3 以下の格安料金で、スケジュールを調整出来る旅客は、空港混雑も経験せず、豪華な空

の旅が出来る事になる。 大抵の PJ は、目的地に乗客を輸送した後は、基地までフェリー 
バックする。 チャーター便を提供している 5,000 機にも及ぶ PJ の飛行時間の 40%が、こ

のフェリー運航となっている。 OneSky.com は、このフェリー便に目をつけて、これを、

格安料金でオンライン販売しているチャーター便ブローカーだ。 この会社は、jetBlue の
イールド管理手法を取り入れて、PJ 便の販売価格の 適化を実施している。 Jets.com は、

顧客のチャーター リクエストを凡そ 200 社の PJ オペレーターに流し、彼等から入札させ

る制度を取り入れている。 1つのリクエストに対して平均4つの入札希望が有ると言う。 

人気ルートの NYC→フロリダは、10 の入札が有ると言う。 全米 大の PJ 便ブローカー

と言っている Blue Star は、PJ 機の分割所有権販売に加えて、チャーター便の斡旋販売を実
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施している。 BlueStarJets.com 上には、チャーター可能なフェリー便のリストが掲載され

ている。 PJ の旅客数は、未だ年間 20 万人と微々たるモノであるが、今後は爆発的な増

加が予想されている。(nytimes.com, 1/15/2007) 
 

 

Greg Johnson, chief executive of One Sky Jets, one of a growing number of Web sites that match “empty leg” flights with 

wealthy travelers who want to book last-minute trips on private jets. 

 
 

（２）イギリス航空年金問題で組合の足並み乱れる、スト突入の怖れが出て来た 
BA には、主要 4 組合が存在する。 先に労使間で暫定合意した▲21 億ポンド（5,000 億円）

の積立不足に見舞われている年金基金の再編について、組合間での足並みの乱れが目立っ

て来た。 客室乗務員組合などの一部労組は、ストを構える動きを示している。 
 

組 合 備 考 

BALPA パイロット組合（3,000 人） 
基金改組に賛成、組合員批准投票結果は 2
月 9 日判明。 

T&GWU 
客室乗務員（11,000 人）と地上

社員の合計 20,000 人以上の 大

組合 

客室乗務員支部（Bassa）が勤務条件変更に

反対し、圧倒的多数（80%投票率で 96.1%）

の賛成でスト権確立。 基金改組について

は、意見とりまとめ中。 

GMB 空港チェックイン（4,500 人） 
組合代表委員全員が基金改組に反対、改組賛

否投票とスト権確立を求めた組合員投票を

実施する。 

AMICUS 整備員（5,000 人） 1 月 22 日の組合大会まで態度保留。 

 

T&GWU の客室乗務員支部（Bassa）は、BA の労務費削減計画（2008 年までに▲450m ポ

情報 253（平成 19 年 1 月 22 日）  TD 勉強会 32



ンド≒1,000 億円、▲数百人のレイオフを含むコスト削減計画の一環）に反対している。 
争点は、以下の 4 つ。 
① （有給）シック・リーブ日数の削減、（既に年間 22 日から 12 日に減らされている。） 
② 同一職に於ける、異なるペイスケールの導入、 
③ B747 型機 15 人編成の内のシニアー乗務員数を 5 人から 4 人に減員、（組合は合意。） 
④ 年金給付の削減 
(FT.com, 1/13, 15/2007) 
 

（３）マッコリー（豪）、バーミンガム空港 売却へ 
グローバル インフラ投資グループの Macquarie（豪）が、Birmingham International Airport
の 15.5%（間接的所有を含めると 24.125%）の株式の売却を検討している。 Birmingham
は英国で第 5 番目に大きな空港で、2004 年に 900 万の旅客が利用している。 Macquarie
は、英国で 6 つ空港に投資している他、欧州では ROM, BRU, CPH 空港の株式を保有して

いる。 Macquarie は、Thames Water の買収後、初の European Infrastructure Fund1（5 億ポ

ンド≒3,585 億円）の、年内の、パブリック・リスティングを検討している。(FT.com, 
1/15/2007) 

 

（４）中国政府、航空 3 社に 160 億元 注入を検討 
中国政府が、燃油費高騰の補償と負債軽減化の為に、160 億元（2,400 億円）を航空 3 社に

インジェクトする事を検討している。 この計画は、30億元を、Air China Ltd.の親会社China 

National Aviation Holding Co.に、64 億元を China Eastern Airlines Corp.の親会社 China Eastern 
Air Holdings Co.に、66 億元を China Southern Airlines Co.の親会社 China Southern Air Holding 
Co.に、それぞれ注入する。 この注入により、China Eastern と China Southern は、2002 年

の航空再編による小さな航空会社の買収により発生した負債の返済が可能となる。 航空

3 社のホールディング会社の 2005 年末資産負債率は、67%〜93%に達している。 中国政

府は、9 月に国内線の燃料 S/C を、10 月には国際線の S/C を値上げした。 その結果、中

国の航空業界は、2006 年 1 月〜11 月の間で +50%増益し、90 億元以上の利益を計上した。 

1 月〜6 月の期間の▲6.4 億元の欠損に比べると、大幅な収支改善が達成されている。

(wsj.com, 1/16/2007) 

 

（５）スワイヤー 中国に HK$118、キャセー航空 機材投資に毎年 HK$10bn 投資 
コングロマリット Swire Pacific Ltd.は、1 月 11 日のアナリストとの会議で、今後の中国大

陸のプロパティー プロジェクトに HK$ 11.8bn（1,820 億円）の投資を行うと発表した。 同

社は、オフショアー シッピング部門の供給拡大を実施する。 Swire の航空部門である CX
航空は、2009 年までの各年に、HK$9.5bn〜HK$10bn（1,470 億円〜1,540 億円）の機材更新

投資を実施すると発表した。(wsj.com, 1/15/2007) 
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（６）エミレーツ航空、機内携帯電話使用 間もなく開始 
Emirates 航空は、昨年末に、音声通話とテキスト・メッセジングを可能にする衛星ベース テ
クノロジーを B777 型機に装備し、来月から、一部国際線で、このサービスの旅客への提

供を開始する。 既に、欧州・中東・アジアの 25 ヶ国の通信当局から、サービス開始の許

可を取得している。 Emirates 以外では、AF/KLM, Ryanair, QF が、年内に同様のサービス

を開始する。 北米の旅行者は、連邦通信委員会（FCC）と FAA の検討結果が出るまで待

つ事となる。 Emirates と QF にこのテクノロジーを提供している AeroMobile（英）は、

GSM の標準携帯電話であれば、そして、利用契約に国際ローミングが含まれていれば、機
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内での通話が可能になると言っている。 機内での利用は、地上の通信との干渉を回避す

る為に、高度 3,000m 以上に限られ、料金は、着信と発信の両方で、1 分間 $3〜$3.5（航空

会社と携帯サービス・プロバイダーの取り分を含めて）となる模様である。 
機内に於ける携帯の使用は、通話回線を 5 本から 6 本に制限し、且つ長距離便では、就寝

の邪魔とならない様に、一定の時間内に制限される。 テキスト・メッセジングには、こ

の様な制限は課されない。 テキスト・メッセジングは、着信は無料であるが、送信には $1
が徴収される。 

AeroMobile の初期バージョンは、インターネット・データ・コールや e-メール・メッセー

ジを取扱えない。 しかし、QF は、64k バイトのデータ送信を可能にするシステム（e-メ
ールは可能なるも Web ブラウジングは出来ない）を国内線で試験する。 エアバスの子会

社 OnAir（GVA）は、今年後半に、モバイル e-メールサービスを含めたシステムを導入す

る。 データ・コールの料金は、既存の国際データ・ローミング・フィーのレベルとなる

だろう。 Vodafone は、欧州のユーザーに、欧州・豪州・日本のネットワークに於ける 100
メガバイトのデータ送受信に、月間 75ユーロ（11,300円）をチャージしている。(nytimes.com, 
1/16/2007) 

 

（７）ザンビアン航空が、アフリカ LCC として成功 
ザンビアの首都Lusakaと南アのJohannesburgを結

ぶ路線で、2006 年 3 月に低運賃サービスを開始し

た Zambian Airways が、大成功している。 彼等

は、この路線を独占している South African Airways
との競争を回避して、バス会社（740 マイル、24
時 間 ） と 競 争 す る 事 を 決 断 し た 。 

Lusaka=Johannesburg 間を、バス料金よりも▲$20
安い片道 $100 で売り出して、バス客を航空にシ

フトさせる事に成功した。 航空便は、超エリー

トの乗り物と考えていたアフリカの人達が、バス

より安い LCC の出現に度肝を抜かれている。 

Zambian Airways は、南アのバジェット航空会社

Kulala.com から B737-200 型機×2 機をウエット・

リースしている。(wsj.com, 1/16/2007) 
 

（８）マレーシア航空株、16 億リンギ新株発行発表で▲8%下げる 
マレーシア航空は、1 月 15 日、418 百万株の既発行株比 1:3 の新株発行と、同規模の転換

社債を発行し、16 億リンギ（550 億円）の資金調達を計画すると発表した。 この発表後、

MH 株は、M$5.25 に▲8%低下した。(FT.com, 1/18/2007) 
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（９）エアーアジア（マ）が買収ターゲットに 
革新的な長距離 LCC AirAsia X の立ち上げを発表した後で、AirAsia が、プライベート・エ

クイティーの投資家達から買収ターゲットにされている、とアジアのリーディング航空コ

ンサルタントである Centre for Asia Pacific Aviation（SYD）が語っている。 CAPA の幹部

は、アジアは、巨大な人口を抱える極めて大きな航空市場で、今後の自由化と航空旅客需

要の増加により爆発的な成長を遂げるだろうと予想している。 TPG を含むコンソーシア

ムに買収されつつある QF に次いで、プライベート・エクイティー・グループの投資家達

が、次の投資対象となる航空会社を探している。(channelnewsasia.com, 1/16/2007) 
 

（10）エアーフランス CEO、アリタリア取締役を突然辞任 
 

AF/KLM CEO Jean-Cyril Spinett（右）が、突然 AZ の取締

役を辞任した。 AF/KLM と AZ は、どちらも Sky Team
アライアンスに属し、2002 年からは、相互に 2%の株式を

保有している。 AZ の政府保有株売却直前の辞任は、

AF/KLM が、AZ 株買収に入札するのではないか？ と言う

スペキュレーションを高めている。 伊政府は、AZ 株

49.9%の一部若しくは全ての放出を決定し、1 月 29 日を期

限として、入札希望者を募っている。(1/17/2007) 
 

AZ 会長の Giancarlo Cimoli（右）が、AF/KLM CEO が AZ
の取締役を辞任した 1 日後に、AF/KLM の取締約を辞任し

た。(channelnewsasia.com, 1/19/2007) 
 
 
 

（11）エアバス、2006 年に 824 機を受注、ボーイングの 1,050 機に水を開けられる 
エアバスは、1 月 17 日、2006 年の年間受注機数が 824 機となったと発表した。 これは、

2005 年の 1,111 機を▲25%下回る。（取消を除いたネット受注機数は 790 機、2005 年は 1,055
機。） エアバスは、2000 年以来、年間受注機数 No.1 を維持して来たが、昨年、ついに、

その座をボーイングに明け渡す事となった。 2006 年のエアバスとボーイングを合計した

受注機数は、合計 1,874 機となり、2005 年の 2,140 機に次ぐ史上 2 番目の受注記録となっ

た。 この新造機の高い需要は、主としてアジア太平洋地域、特に中国とインドからの発

注によるモノである。 
 

情報 253（平成 19 年 1 月 22 日）  TD 勉強会 36



 

エアバスの CEO Louis Gallois は、1 月 15 日、「現実に直面しなければならない」と社員に

訴えた。 エアバスは、コスト削減、キャッシュ・フロー改善、新型機早期開発に挑戦し

て、ライバルであるボーイングに対する遅れを取り戻そうとしている。 Power 8 リスト

ラ計画の詳細は来月に発表されるが、エアバスは、2010 年以降の、少なくとも年間▲21
億ユーロ（3,200 億円）のコスト削減と、2010 までの累積キャッシュ セービング 50 億ユ

ーロ（7,600 億円）の達成に挑戦する。 現在までに明らかにされている計画骨子は以下の

通りである。 

・ 新型モデル開発期間を、8 年から 6 年へ▲2 年短縮、 
・ 総生産性 +20%改善。 
・ 仏／独／西／英に跨がる生産体制の見直し（独：1 本通路機、仏：中／大型機生産

体制が検討されている。 国家エゴを何処まで押さえられるかが大きな問題。） 
・ アウトソースの徹底的な拡大。 

エアバスの親会社 EADS は、エアバスは、2006 年決算で、大幅リストラ・コストと A380
型機のデリバリー遅延にまつわる出費で▲数百万ユーロの営業損失を計上するだろうと言

う財務ワーニングを出した。 これは、 近の４ヶ月間で 2 回目のワーニング。 同社の

CFO Hans Peter Ring は、グループのファイナンス強化の為に、新株発行を検討していると

語った。 詳細を詰めた上で、5 月の株主総会で決議されるだろう。 アナリストは、こ

の新株発行は、20 億ユーロ（3,000 億円）以上となるだろう、と言っている。 
(FT.com, 1/17/2007) 
 

 
Louis Gallois, Airbus chief, acknowledged that the company had been hurt by its slowness to recognize the challenge posed 

by the Boeing 787. 
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（12）コンチネンタル航空、2006 年度利益 $343m 達成 
CO 航空が、2006 年度決算で、$343m の利益を計上した。 
 

 収入 Vs 2005 利益 2005 4QT 

2006 年度 4QT $3.166bn +11% ▲$6m ▲$3m 

2006 年度 通期 $13.128bn +17% +$343m ▲$68m 

(wsj.com, 1/18/2007) 
 

（13）サウスウエスト航空、機内賭博ゲームを採用せず 
Southwest 航空は、1 月 17 日、34 年連続利

益計上の 2006 年度決算を発表した。 2006
年度決算は、利益は $499m（2005 年度 
$484m）、収入は前年を +20%上回る $9.1bn
であった。 そして、Ryanair や easyJet が
計画している機内賭博は、Southwest は採用

しない方針であると語った。 その代りの

プロダクトを導入して、旅客収入増の緩和

に対処すると言っている。  

Southwest は、ノーフリル・サービスに集中

し、機内食やラウンジサービスを回避し、他社に比して非旅客収入が少ない。 昨年には、

US mail の郵便輸送契約を落としたほどだ。 周辺収入増の手立てとして、自社直販サイ

トによる、ホテル予約等の旅行関連プロダクト販売をあげている。(FT.com, 1/17/2007) 
 

（14）アメリカン航空、2000 年以来初めての利益計上 
AA 航空の親会社 AMR は、1 月 17 日、2006
年決算が +$231m（275 億円）の利益を計

上したと発表した。 年間利益計上は、2000
年以来初めて。 2005 年度は、▲$857m の

欠損であった。 第 4 四半期決算は、+$17m
（前年同期は▲$600m）で、3 四半期連続利

益を達成した。 AA 航空のパイロット組

合 The Allied Pilot’s Association は、2006 年

利益と同額（現在の株価によると$216m）

の上級幹部達に 4 月に支給される executive 
compensation plan を、再び強く批判した。  

AA CEO Gerald Arpey は、“Working Together”リストラ計画により、組合の協力を得る事に
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成功し、メジャーでは唯一 Chapter-11 を回避して会社を再建させた（2003 年以来、年間 
$1.6bn のシナジー効果を達成）が、ここに来て、AA の労使関係の緊張に直面している。 

つい 近では、中国新路線の乗務時間超過問題でパイロット組合の協力を得るのに失敗し

た。 米メジャーの組合が、収支改善基調に乗り出した機会を捉え、分配拡大を求めて会

社との交渉スタンスを厳しくしている。(FT.com, 1/17/2007) 
 

（15）バージン・アメリカ、路線免許申請修正 
先月、米運輸省から米国内線定期路線免許申請を却下された Virgin America が、CEO Fred 
Reid （Richard Branson が雇用した元 DL 及び LH の幹部）を交代させるかも知れない。 そ

して、より多くの米資本を集め、同社を、『75%以上の米国市民によって所有され、実質的

に運営されなければならない』とする米国籍航空会社に要求されている条件を、更に充足

させる。 そして、免許の再申請を行い、SFO=NYC 便の営業開始に漕ぎ着けたい考え。

(FT.com, 1/18/2007) 

Virgin America は、1 月 17 日、米運輸省に路線免許を再提出した。 この再申請は、前回

の申請が次の通り修正されている。 
・ Virgin America に投資を約束しているヘッジファンドは、同ファンドの米国人以外の投

資家を Virgin America 投資に参加させない。 
・ Virgin America の約 25%を所有する Virgin Group は、持ち株全てを U.S. voting trust に預

託する。 そして、Virgin America の取締 1 人枠を諦める。 
・ Virgin Group とのライセンス契約を修正して、そのブランド・ネームの使用を諦める。 
・ 場合によっては、Fred Reid の Virgin Group からの独立を強化するために、Reid に対す

る Virgin Group の拒否権を諦める。 そして、必要であれば、Reid を交代させる。 
(DTW, 1/18/2007) 
 

（16）キャセー航空 CEO、香港空域拡張を要請 
CX 航空 CEO Philip Chen が、香港国際空港のキャパシーティーを増加させるために、同空

港周辺空域の拡張を要請している。 CX は、現在、子会社を含めた 3 社（CX, Dragon, AHK 
Hong Kong）合計で、140 機のフリートを保有している。 そして、2010 年までに、180
機への拡大（+30%）を計画している。 所が、今のままの空港処理能力では、この事業計

画が遂行できないばかりか、他のハブ空港との競争に遅れを取る事になり、香港の地盤沈

下に繋がりかねない。 香港国際空港発着便は、全て中国領空を通過することを義務付け

られている。 この迂回ために、+25 分余計な飛行を強いられる他、空港侵入路の空域に

大きな負担と混雑をもたらしている。 空港発着回数は、2 本の滑走路使用時で、設計上

は 80～85 スロット／時間となっているが、実際は 54 回に制限されている。 当局は、既

にこの問題を認識しており、各年 1 時間当たり +1 回の発着回数の拡大を決定している。 

CX は、このペースだと年率 +2%の供給拡大が精々で、とても需要増には対応できないと
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クレームしている。 今年夏場のスロット需要は、昨年比 +15%に達している。 CX は、

香港国際空港の 25%のスロットを保有している。(wsj.com, 1/18/2007) 
 
 
 
 

（17）発展するアジアの LCC 
2002 年以来、欧州の Ryanair の LCC モデルを

真似たアジアの LCC が 30 社以上誕生した。 

この地域の目覚しい経済発展と、巨大な人口

をバックに、LCC 市場の大きな成長が予想さ

れている。 WSJ の記者が、HKG→BKK→

Phuket→SIN→香港→LON のルートで、アジ

ア LCC 5 社の体験搭乗記（右表：参照）を綴

っている。(wsj.com, 1/18/2007) 
 

東南アジア 4 区間を合計すると 

$259 to $697 になる。→ 

 
 
 

LCC 主要路線 使用運賃 コメント 

Jetstar SIN、ケアンズ、香港、

JKT、台北、PHK 
SIN→HKG 
$107 

Cheap luxury、皮革座席、tasty menu、
ポータブル DVD $8 

AirAsia KUL, BKK, Siem Reap, 

DPS, マカオ、 
BKK→PHK 
$34 

快適なフライト、友好的 SVC、新造

機、皮革座席、crabstick sandwiches
＋green tea を含むメニュー 

Tiger SIN, Darwin, チェンマ

イ、ハノイ、深川 
PHK→SIN 
$67 

Efficient、格安運賃、友好的、機内

は強烈な洗浄臭 

Oriental 
Thai 

BKK, SEL, HKG、タイ国

内線 One-Two-Go 保有 
HKG→BKK
$255 

定時運行、顧客 SVC はスポーティ

ー、予約エラー発生 

Oasis 
HKG 

HKG, LON 

年内に北米線開設予定 
LON→HKG 
$266 

長距離 LCC、Swanky planes with 
stylish purple seats、友好的スタッフ、

個人 TV、無料機内食 tasty 
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（18）インドネシア アダム航空 B737 型遭難機、未だ見つからず 
インドネシアの新興 LCC Adam Air の B737-400 型機（乗員乗客 102 人）が、1 月 1 日に、

消息を絶って以来インドネシアと米海軍による懸命の捜索にも拘わらず、同機は、未だに

発見されていない。（尾翼の一部が海上で発見されたと言う報道がある。） 
Adam Air は、来年から 2008 年にかけて、A320 型機×40 機を導入する計画を有していると

発表した。 同社は、現在 B737 型機×19 機のフリートを保有しているが、これをエアバ

ス機に変更する模様。 2006 年の旅客数は 700 万人で、2007 年には 1,000 万人を輸送する。

(channelnewsasia.com, 1/18/2007) 
 
 
 
 

 水 運  
 

（１）カリブ クルーズ値引き 
低迷しているカリブ需要の喚起の為に、クルーズ料

金の大幅割引が出回っている。 

クルーズ会社 クルーズ日数 1 人当り

Celebrity Cruises 4 日間カリブ $249 

Royal Caribbean 5 日間 西カリブ $297 

Carnival Cruises 1 週間クルーズ $499 

SureCruise.com によると、460 のカリブ クルーズの

料金が、平均▲$74／人値下がりしていると言う。

(nytimes.com, 1/21/2007) 
 
 
 
 

 陸運&ロジスティックス  
 

（１）仏裁判所、ユーロトンネル再建案を承認 
1 月 15 日、パリの商業裁判所は、タッタの 30 分で、33 の反対を却下して、Eurotunnel の
リストラ案を承認した。 これで、リストラ案の 終的成立まで、残すは、60%の株主の

承認取得のみとなった。 61.8 億ポンド（1 兆 4,700 億円）の債務のうち、21.3 億ポンド（5,000
億円）の債権が放棄されて、新会社 Groupe Eurotunnel の株式 87%と交換される。 新会社
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は 12.8 億ポンドの転換社債を発行する。 優先債権者の債権は全額返済されるが、劣後債

権保持者には、90m ポンドの現金と、230m ポンドの転換社債が割り当てられる。 一方、

両者の中間の債権者団には、150m ポンドの現金と、10 億ポンドの転換社債が割り当てら

れる。 株主（フランスの少数株主で圧倒的に占められている）は、新会社の株式 13%が

配られる。(FT.com, 1/15/2007) (International Herald Tribune, 1/15/2007) 
 

 

Eurotunnel CEO Jacques Gounon (L) gives a press conference in front of his lawyers, in Paris, after a Paris commercial 

court approved a rescue plan for the company. A French court lifted a threat of bankruptcy over Eurotunnel, which operates 

the undersea rail tunnel linking France to Britain, but said a rescue plan must be applied within three years.(AFP) 

 
 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）ラスベガスに行くなら、見本市や会議のスケジュールをチェックしろ 
1 月 8 日〜12 日、LAS で 2007 International Consumer Electronics Show が開催された。 15
万人近くの人達が、この世界 大のコンベンションの 1 つに参加した。 LAS の 133,000
室が満室となり、空港のタクシーは 45 分待ちとなり、ショーやレストランの全てがこのシ

ョーの参加者で埋め尽くされてしまった。 ホテルの料金は、通常時の 1 泊 $189 が $699
まで跳ね上がった。 LAS では、毎月、1 つか 2 つの大規模なコンベンションや見本市が

開催されている。 LAS は、2005 年に、全米のトップ 200 ビジネス・イベントの内 44、
トップ 10 コンベンションの内 7 つをホストした。 2006 年には、Consumer Electronics Show
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（150,000）、SEMA Automotive Aftermarket Industry Week（130,000）、MAGIC International 
Winter Show（115,000）、World of Concrete Exposition（81,000）が LAS で開催された。 LAS
に観光で遊びに行くなら、事前に見本市や会議の開催スケジュールを調べる必要が有りそ

うだ。(DTW, 1/10/2007) 
 

（２）ゲンティング（マ）、マカオ カジノと提携 
マレーシアのカジノ グループ Genting が、マカオのカジノ大君 Staley Ho と彼が保有する

Sociedade de Macau と提携する。 今週には詳細が発表される予定であるが、Stanley Ho が

世界第 2 位の Star Cruises（Genting 及びその保有一族が 51%所有）の株式 10%を、$300m
（360 億円）で購入し、その見返りに、Genting が、マカオに於けるカジノの建設と運営の

為に、Ho が所有する権利を確保する。 これは、Genting のシンガポールに於ける総合リ

ゾート プロジェクト（$3.4bn≒4,000 億円）の資金確保の為の動き。 Globalysis ゲーミン

グ産業アナリストの Jonathan Galaviz は、Genting は、シンガポールの総合リゾートの落札

と、マカオへの新しい足掛かりを築き、今後の欧州と日本に於ける新しい機会に対する対

応力を強化している、と語っている。(FT.com, 1/16/2007) 
 

（３）ネットテラーの創立者、米国で逮捕される 
オンライン賭博の決済代行者 Neteller（英上場企業、本社マン島）の創立者 2 人が、違法な

オンライン賭博に関連するマネー・ローンダリングの廉で、1 月 16 日、米領バージン諸島

で逮捕された。 この 2 人、Stephen Lawrence（46）と John Lefebvre（55）（両者ともカナ

ダ人）は、1999 年に Neteller を創立し、現在は同社から離れているが、依然として大株主

の地位に存在する。 有罪となれば、20 年間の禁固刑となる。 この逮捕は、米国のオン

ライン賭博禁止に拘る厳しいスタンスの現れ。(FT.com, 1/16/2007) 
 

（４）コンドが売れない 
Washington D.C.のメトロポリタン地区のコンドがさっぱり売れない。 6,000 戸に近いコン

ドが賃貸アパートに作り替えられている。 2006 年の半ばから、WAS や、LAS, BOS, MIA
等の大都市で、それまで熱狂的だったコンドミニアム市場が低迷している。 古いビルの

コンドへの改造が、賃貸アパートや事務所への改造に変更されている。 一方で、2,500
のコンド計画が中止されている。 BOS 地区では、600 のコンド（49,000 戸）が建築許可

取得を待っているが、この内の多くは賃貸アパートか事務所施設に変更されるだろう。 あ

る不動産屋は、1/3 は計画そのモノが中止ななるだろうと予想している。 建設コストの割

引や低金利が続く中で全般的な住宅販売の低迷が回復の兆しを見せ始めているにも拘らず、

コンド市場は継続して苦しんでいる。 National Association of Realtors によると、2006 年

11 月までの 1 年間の、全米のコンド販売は、その前の年より▲13.6%低下した。 同期間

の free-standing home は、▲10.7%減少した。 コンドの在庫は +38.1%増加している。 個
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人住宅（individual homes）の在庫は +29.6%増加している。(nytimes.com, 1/16/2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Columbia, above, formerly the Columbia Hospital for Women, is a new complex of condos in the Foggy Bottom 

section of Washington. An owner who bought a two-bedroom unit in 2004 is facing having to sell it at a loss or rent it for 

less than his monthly payment. 

 

 

 
 

（５）マカオが、数年後にラスベガス全体のカジノ収入を上回るだろう 
レーティング・エージェンシーの S&P が、マカオのカジノ収入が、今後 3 年から 4 年で、

LAS 全体のカジノ収入を上回ると予想している。 2006 年の、マカオのカジノ収入は、前
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年を +15%超上回る $6.4bn（7,550 億円）に達し、既に Las Vegas Strip を上回った。 2006
年の 1 月〜10 月で 2,000 万人（内中国人が半数）がマカオを訪れた。 数年後には、Cotai 
Strip がマカオのカジノの中心地として発展すると S&P は予想している。 大の問題は、

労働力の確保だと言われている。 現在、マカオのカジノ産業は、30,000 人を雇用してい

るが、あと 5,000 人が必要と言われている。(channelnewsasia.com, 1/16/2007) 
 

（６）北京で、外資ハイエンド ホテル建設ラッシュ 
2008 年のオリンピック開催を睨んで、多くのハイエンド国際ホテルが、北京で建設されて

いる。 10,000 室の品質の良いホテル客室が新たに追加されるだろう。 昨年は、北京の

中心に新しく開発された Financial Street 周辺のビジネス地域に、InterContinental, Westin, 
Ritz-Carlton がオープンした。 賑わっている東部地区では、新 Regent、改修された Raffles
が開業した。 ここに、今年には、InterContinental, Westin, Ritz-Carlton がオープンするだろ

う。 来年には、新 Shangri-La, Hyatt Regency, Park Hyatt がオープンする。 Ritz-Carlton ブ

ランドを保有する Marriott International は、JW Marriott を含む 11 ホテルを北京にオープン

させる計画を有している。(FT.com, 1/17/2007) 
 
 
 
 
 

 その他  
 

（１）何でも、何処でも宣伝媒体 
スーパーマーケットで販売されている卵に CBS の TV ショー番組が、地下鉄の回転式改札

口に Geico 自動車保険が、小児科医の診察ベッドの紙シーツに Walt Disney の DVD が、テ

ークアウエー中国料理の箱に CO 航空が、US 航空の座席テーブルに Microsoft が、空港の

セキュリティー・トレーに文具メーカーの Rolodex が、広告を掲載している。 US 航空は、

乗り物酔いの嘔吐袋を宣伝媒体として販売している。 NYC の 5,000 台のタクシーが、座

席背面にビデオ・スクリーンを装備した。 McDonald は、客がそこを通る度にマックの

広告が浮かび出る、インタラクティブ・フロアー・ディスプレーを店の床に装備した。 或

る菓子メーカーは、バスの停留場にチョコレート・クッキーの匂いが出る広告を出して顰

蹙を買った。（結局、当局に禁止された。） “代替メディア”（alternative media）広告は、

2000 年の $24m から $387m に急成長している。 しかし、依然として屋外広告の $6.8bn
にはほど遠い。(nytimes.com, 1/15/2007) 
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Microsoft advertised Windows Mobile last spring on seatback dining trays on US Airways’ shuttle flights. 

 

 

Airline passengers may see ads like this one for Rolodex in trays used for baggage screening. Marketers say that the best 

way to reach time-pressed consumers is to place messages where they cannot avoid them. 

 
 
 
 
 

お知らせ  
 
「識るシリーズ」と題する勉強会が行なわれています。 ここから、「 近の米オンライン旅行

流通事情」をテーマにした講演依頼を受けました。 TD勉強会 週間「情報」の読者の方々並

びにお知り合いの方で、参加希望の有る方は、1 月 24 日までに  TD勉強会事務局
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（ info@e-tdb.com ）宛 ご申込み下さい。 講演は、以下の要領で開催されます。 

 

 日 時： 1月26日（金） 17:30から 
 場 所： 別途ご連絡いたします。 
 講 師： TD勉強会 編集長: 牛場春夫 
 テーマ： 「 近の米国オンライン旅行流通事情」について 

 会 費： 1,000円 （講義途中の燃料補給） 

 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 
 

先週の「情報 252 号」で、エアーカナダのタンゴ運賃（AC の 低運賃）を解説した。（ペ

ージ 5） 航空会社は、今まで複雑だった運賃構造を単純化して、そして、“unbundled 運

賃”化して、顧客のニーズにより合致した運賃体系を作り上げる努力をしている。 
 

タンゴ運賃では、コールセンターや空港カウンターに於ける予約発券の場合は、基準運賃

よりも +20 ドルの手数料が余計に取られる。 予約変更には、+40 ドル～+150 ドル、座席

指定には +15 ドルが徴収される。 反対に、預ける手荷物が無い場合は▲5 ドル、マイレ

ッジ積算を放棄すれば▲3 ドル、予約変更と払戻しを諦めれば▲7 ドル割引される仕組みだ。 
 

間もなく、バルクヘッドや、非常口のシート・ピッチの広い座席や、出口に近い前方座席

や、窓側や通路側の座席に、同じ様な付加料金が付けられるだろう。 
 

エアーカナダは、このタンゴ運賃のインベントリーの GDS への提供を中止した。 GDS
のレガシー・システムのテクノロジーが、この“unbundled 運賃”の流通に対応出来ないた

めらしい。（自社直販サイトでの販売を増やしたいのだろう！） 
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同じ「情報 252 号」で、ホテルのアドオン・チャージの話を載せた。（ページ 41） 米ホ

テル業界が空前のブームを迎えている。 この売り手市場の絶好の機会を捉えて、ホテル

が各種のアドオン･チャージ（割増料金）を宿泊客から徴収できるだけ、取っていると言う

話だ。 部屋のミニバーのアラカルト料金から、パーキング代、ブロードバンド使用料、

リゾート料金と、オンパレードで忙しい。 
 

近では、景気が良いからかも知れないが、宿泊客は余り文句を言わないで、これらのア

ドオン･チャージを払って呉れると言う。 またホテル側も、文句を言われても、一歩も後

退せずに必ず徴収する姿勢を断固強化しているらしい。 彼等は、“bundled 料金”にする

と、それだけ料金が高くなり、Webサイトの比較検索で不利になってしまうと言っている。 
 
 
 

航空会社が導入し始めた“unbundled 運賃と”と、ホテルの“アドオン･チャージ”は、そ

れ等を導入したモチベーションは全く異なるが、運賃／料金体系上からは、同じ種類に分

類されるモノなのだろう。 
 
 
 

これからは、これ等の運賃／料金体系に見られる様に、旅行のプロバイダー達は、今まで

以上に、顧客ニーズへの木目の細かな対応が求められるのだろう。 
旅行サイトが、益々パーソナライズされて、ユーザーのインタラクティブを重視している

様に・・・・・。 そして、旅行のリテーラー達も、サプライヤーの為の代理や仲介業で

はなくて、今度は、顧客の為の代理人になる事が要請されている。 
 

消費者は、昔の消費者と違って、ソーシャル・ネットワーキングやレビュー・サイトでも

って武装した、トラベル 2.0 のテクノロジーを使いこなす、強力な savvy な消費者となっ

ている。（H.U.） 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 253 （ 以 上 ） 
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