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Looking Back: Top Ten Stories 2003 

2003 年 十大ニュース 
 
2003 年は、決して暗い話ばかりではなかった。 イラク戦争や SARS や倒産な

どの話などを吹き飛ばしてしまう良い話だって、たくさん存在している。 ①

旅行者が旅行の手控えから戻り、②航空会社収支が立ち直り始め、③ARC 精算

額が微増ではあるが増加に転じ、④ホテル・レートとオキュパンシー・レベル

が向上し、⑤クルーズ業界は新造船で有卦に入り、⑥旅行社とサプライヤーは、

販売と流通のための新テクノロジーに投資したような、探してみれば良いニュ

ースがたくさん存在している。 良く言われているように、旅行業は立ち直り

の早いビジネスなのだ。 2003 年の業界の十大ニュースを以下にまとめてみる。 
 
 
1. The Web Matures  1.  本格的ウエッブ時代の到来 
2. Far & Wide Breakup 2. ツアオペ ファーアンドライド社の倒産 
3. Case Dismissed  3.  コミッションカット集団訴訟棄却 
4. Amex & Rosenbluth 4.  アメックス ローゼンブルス合併 
5. Rise Of New Entrants 5.  新規参入者の勃興 
6. Travel Deterrents  6.  旅行の手控え 
7. The Web-Fare War  7.  ウエッブ運賃戦争 
8. Reinventing ASTA  8.  ASTA の改革 
9. Cruising Rocks  9.  クルーズの繁栄 
10. The End Of Era  10. コンコルドの終焉 
 
 
各ニュースの解説を次ページ以降に掲載する。 
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1. 本格的ウエッブ時代の到来 

 
2003 年は、Web が成熟した年と言える。 ここ数年は、ヒット数/ページ・ビュー/ルッカ

ーズ/ブッカーズ/航空券販売枚数/ホテル・ルームナイト数/消費額、等の Web 関連の数字に

一喜一憂して来た。 2003 年、Web は、消費者には低運賃で、サプライヤーには低コスト

で魅了して、Web 上での旅行販売を大きく成長させた。 つまり Web 販売は“日常の事”

となったのである。（コモディティー化されたのである。） ビッグ・スリーの Expedia、
Travelocity、Orbitz は、最早バーゲン販売に専念しているだけでなく、旅行の百貨店作り

を目指している。 ダイナミック・パッケジングによるカスタム・メードのパッケージ販

売や、旅行社やサプライヤーや法人企業に対し、旅行販売の予約ツールを提供し始めてい

る。 
 
ファーストフッドのマックドナルドが、彼らの出張手配に Web ディスカウンターの Orbitz
を選択したのが警鐘となって、サプライヤー達は、価格のコントロールにより慎重になり

出し、Web のディスカウントに制限を加える動きを見せるようになったのも、皮肉にも、

Web が大きく成長した、今年の動きの特徴であった。 ホテル・チェーンは、レート保証

を打ち出して、ホテル自社サイトが、最も低料金の提供者であることを消費者に訴えてい

る。 Carnival Cruise Lines は、Web におけるディスカウント・レート販売を中止し、全

料金のアップを図っている。 Tauck World Discovery は、更に先を行って、オンラインと

オフライン両方の旅行社に対して、Tauckブランドの値引きを止めるように指導している。

（再販売価格維持に当たらないのか？？） これらの動きは、Web を、ディスカウント品

を購入する場所から、ビジネスを行なう場所に変貌させている。 
 
しかしながら、おそらく今年の最も画期的な出来事は、スパーパワーInterActiveCorp（IAC）

の台頭である。 矢継ぎ早にWeb企業を買収し、今ではTicketmaster, Expedia, Hotels.com, 
Hotwire の全株を所有している。 IAC は、この他に、Interval International (タイムシェ

アー販売＝休暇宿泊施設の切り売り ＜タイム・シェアー＞ 販売業者で、JAL グループで

は、日本文化事業センターが取り扱っている )、  Match.com(デート・サービス )、
Evite.com(Web ベースのイベント・プラニング・サービス)、Lendingtree.com(Web ベース

のローン・サービス)、HSN(Home Shopping Network)を抱えている。 会長兼 CEO の

Barry Diller は、今まで e-コマース事業の買収を続けて来たが、今年になって、買収した企

業を束ねたシナジー効果が発揮され始めている。 来年以降は、更に大きな効果が生まれ

ると予想されている。 Web 旅行販売の短い歴史の中で、多くの複数の Web プロダクトを
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買収した IAC が、オンライン旅行販売に於ける初のマーケット・リーダーにならんとして

いる。 
 
 
 

2. Far & Ride 社の倒産 

 
ツアー・オペレーター買収ゲーム熱は、Far & Ride 社の倒産で果てなく終了した。 4 年

間、ツアオペの買収に奔走した Far & Ride は、業界史上最悪の 120 億円の負債を残して倒

産した。 クレジット・カードの払戻と保険が、債権者である、数千人の Far & Wide の顧

客や旅行社への甚大な影響を、ある程度和らげている。 それに、破産裁判所の計らいで、

買収された企業の多くは、オークションにより元の所有者に買い戻されている。  
これら買い戻されたブランドの信頼回復には時間がかかるだろうが、この倒産が業界全体

に及ぼした影響は極めて大きい。 ツアー・オペレーター業界全体の、コンソリデーショ

ンやオートメーションやインターネットの取り組みへのネガティブな波及効果は、大きく

（Far）そして（＆）広い（Wide）。 
 
 
 

3. コミッションカット集団訴訟棄却 

 
エアラインのコミッションカットの違法性を訴えた集団訴訟（所謂 Sarah Hall 裁判）が、

何処かに消し飛ばされてしまうかも知れない。  
集団訴訟の始まりとなった、意思の堅い原告であるノースカロライナ州の旅行社 Sarah 
Hall おばさんの存在、準備を進めてきた弁護団、裁判の日取りも決まり、原告に有利な全

てのお膳立てが揃っていたと思われていた。 それが、昨夏、裁判所が、被告人の一社で

ある LH の和解案を、ARTA（全米リテール旅行業社協会）と司法省の反対が有ったにも拘

らず、突然承認した頃からおかしくなり始めた。 そしてその一ヶ月後に、裁判所は、航

空会社の、謀議の存在の立証は困難であるとして、今度は集団訴訟そのものを却下してし

まった。 Hall の弁護士はすぐさま控訴を申し立てているが、裁判所の決定を覆すには苦

戦を強いられるだろう。 
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4. アメックス ローゼンブルス合併 

 
Rosenbluth の名前は、旅行業界で尊敬と畏敬の念で迎えられている。 その Rosenbluth
が American Express と合併するのだから、これは単なる企業の合併とは訳が違う話である。 

111 年の歴史を持つ Philadelphia の企業 Rosenbluth は、全米第 5 位の旅行社で、社員 3,800
人を有し、年商 50 億ドルの売上規模を誇っていた。 そして、他のこのサイズの企業が決

して真似の出来ない、社員想いの会社として名を馳せていた。  
 
この買収により American Express は、旅行事業部門の二桁の規模拡大を即時達成する事に

なる。 またこの買収は、他の法人旅行取扱い旅行社間のコンソリデーションを加速させ

るかも知れない。 Rosenbluth の名前は、わずかに Rosenbluth Vacation にその名を残す

のみとなる。 
 
 
 

5. 新規参入者の勃興 

 
航空会社にとっては、2003 年は、“ローコスト・キャリアー（LCC）の年”となったよう

だ。 輸送実績が全てを物語っている。 今年 1 月～11 月で、メジャー6 社全ては、2002
年の輸送実績さえ下回った。 彼らにとっては、2002 年は、最悪の年の一つと言える年で

あった。  
 
反対に、新興航空会社と、ローコスト・ビジネスモデルの殆どは、二桁成長を遂げ、マー

ケットシェアーを確実に拡大させている。 航空需要になり得なかった新規の需要を、こ

の LCC ビジネス・モデルは開拓している。 航空会社内航空会社戦略の失敗の歴史がある

にも拘らず、Delta は Song を、United は Ted を、自社内の一事業部門として、航空会社

の中に航空会社を設立している。 アナリスト達は、もっとラジカルな構造改革がメジャ

ーには必要、と主張し続けている。  新興の LCC が市場を制覇することを予想して、伝

統的航空会社メジャーの将来は、絶望的とさえ極論する者がいる。 
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6. 旅行の手控え 

 
この年は、米国がイラクに侵入した年、SARS が世界に侵入した年、として記録に残る年と

なった。 両方の出来事は、春の旅行シーズンに壊滅的な影響を与え、旅行需要全体を冷

やしてしまい、旅行業界に大きなワンツーパンチを食らわした。 イラク戦争は、事前に

情報が流れていたので、旅行への影響は、少なくとも予想をつけることが出来た。 SARS
は、全く誰もが予想しない、突然のわけのわからない新型ウイルスによる伝染性の疫病の

蔓延だった。 WHO（世界保健機構）は、その歴史上初めて、香港と中国広東に対して、

旅行手控えの勧告を出した。 多くの人々は、家にとどまり、旅行するにしても SARS の

発生地域は勿論その近隣地域への旅行までも手控えてしまった。 夏の訪れとともに、

SARS の猛威も終わり、レジャー旅行も回復しつつある。 しかし、中国などの SARS が

流行した地域への需要回復には、時間がかかるだろう。 
 
 
 
 

7. ウエッブ運賃戦争 

1 年前は、多くの旅行社が、彼等の GDS 端末で、ユビキタスな Web オンリー運賃の検索と

予約ツールを、喉から手が出るほど欲しがっていた。 2003 年に、GDS とエアライン間の

各種のディールにより、この旅行社の願いは叶えられた。 年末までには、キャリア：GDS：
旅行社間の、Web 運賃取り合い合戦は、終局を迎えるだろう。 
 
AA と US は、2002 年の第 4 四半期に、夫々違った方式でこの問題を解決している。 AA
のは、EveryFare と呼ばれるプログラムで、AA の全運賃へのアクセスの見返りに、旅行社

に AA の GDS コスト（ブッキング・フィー）を、負担させるものである。 US は、Sabre
の Direct Connect Availability Three-Year Option（DCA３）のラウンチング・キャリアと

なり、旅行社には何の負担もさせていない。 
（Sabre は、参加キャリアに対しては、GDS コストの▲12%の割引提供の他、旅行社に対

しては、インセンティブの支払を減少させている）  
 
 

情報 74 （平成 15 年 12 月 26 日）  TD 勉強会 5 



DCA3 開始後 1 年以内に、SabreはUS以外の多くのキャリアをこのプログラムに参加させ

ている。 そしてGalileoやWorldspanが同様のプログラムを、旅行社にオファーし、GDS
画面上で、ビッグ 3Webサイトと同じ運賃表示を可能にしている。 2003 年が終わると同

時に、このWebオンリー運賃は、死語となるだろう。 
 
 
 

8. ASTA の改革 

 
この年、ASTA（全米旅行業者協会）の改革が行われた。 大手法人取扱い旅行社とコンソ

ーシアを代表するグループである 12 人の Corporate Advisory Council から 2 名の役員を、

選挙によらず、推薦で選出することが出来るように協会規約が改められた。 規約の改定

に至るまでには、賛否を問う刺々しい選挙や多くの e-メールが飛び交ったが、この小さな

ステップ数歩は、ASTA の将来の大きな一歩となるだろう。 当初は役員選任規約の改定に

併せて、支部の数を 32 から 14 に減少する頗る評判の悪かった案が含まれていたが、最終

的には ASTA は支部減少案を引っ込め、その代わりに協会効率化を検討する委員会を設置

して混乱を収めている。 
規約改正により選ばれた役員 2 名は、Uniglobe と Radius の社長で、これにより ASTA は

サプライヤーと政府当局とのハードな折衝や交渉の場面に於いて、“ASTA は幅広い旅行販

売業者を代表している協会である”と胸を張れることになる。 
 
 
 

9. クルーズの繁栄 

 
クルーズ業界が有卦に入っている。 2003 年の多くの暗いニュース ――― 戦争、SARS、
流行性胃腸炎ウイルス（Norwalk ウイルス、昨年から今年にかけてのクルーズ航海中に流

行し、一部のクルーズが航行中止に追いやられている）、公害に関する悪い報道 ――― 

の中で、クルーズは、旅行業界の、利益と成長とプロダクト・イノベーションに於ける牽

引車となった。  
 
2003 年の新造船は、13 艘を数え、供給を＋9.7％押し上げ、供給拡大以上の＋11%の船客

を獲得した。 業界のリーダーである、新たに P&O Princess を買収した Carnival Corp
は、今会計年度の 9 ヶ月間で、画期的な$734.3M（881 億円）の純益を計上している。 こ
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の利益額は、米国航空業界全体の収支を上回っている。 そしてプロダクトのイノベーシ

ョンが、新造船、港、寄港地、周遊プラン、等の随所で実施され、Renaissance の艦隊の小

型船を使用した新ブランド Oceania が誕生した。（Renaissance は倒産？） 
さらには、Norwegian Cruise Lines の米国船籍船によるハワイ・クルーズ市場参入が開始

された。 そして、Cunard は、大西洋航路の伝統的客船デザインにより建造された世界最

大の客船、Queen Mary 2 をほどなく受領する。 
今後の新造船の建設は、先細りの様相を見せているが、識者は、ドルが強くなりさえすれ

ば、欧州のドックは活況を呈するだろうと予想している。 
 
 
 

10. コンコルドの終焉 

ある年には、自分自身の分身に別れを告げなければならない、辛い時がある。 ライト兄

弟の動力機による人類初飛行から丁度百年、ビジネス旅客達は、史上最も華麗で、ユニー

クで、素晴らしかった、旅客輸送機スーパーソニック怪鳥コンコルドに別れを告げなけれ

ばならなかった。 
最高の航空機だった。 最も速く、最も高度を飛行する最初の航空機だった。 我々は、

この怪鳥に、どんなに元気付けられただろうか。 コンコルドの退役は、我々の可能性の

領域を縮小してしまったので、一時代の終焉と見られるまでに至っている。 悲観的な人

達は、この一時代の終わりが、航空を、その誕生から今日まで育んで来た、巨大なオプテ

ィシズムと大きな志まで消滅させてしまうのではないかと、危惧している。 リアリスト

達は、燃料消費と制限された航続距離と騒音と価格が、この航空機を、技術的には大成功

の最高傑作としたかも知れないが、経済的には失敗作と決め付けている。 
 
そうであろうと、我々は、大いに必要とされる進歩の象徴として、コンコルドの退役を、

心から追悼する。 新しい大型機を開発したエアバスや、効率化の新基準を作ったボーイ

ングでさえ後継機を作れないでいるのだから。 
 
 
次ページに、参考として、昨年の十大ニュース（情報 15）をペーストする。 時

代の変化が少しは感じ取られる。 
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Travel Weekly 12/23/2002 

Year In Review: The Top 10 Stories Of 2002 

2002 年の回顧: 業界 10 大ニュース 
（情報 15 からの抜粋） 

 １． Airlines eliminate base commission 
航空会社、ベース・コミッション撤廃 

2.   ARC eyes daily reporting 
ARC デエイリー・レポーティングの目論見 

3．  GDS buffeted by new pricing models, rule changes 
     GDS、新プライシング・モデルとルール変更で散々 
4．  Panel says agents are on their own 
     政府委員会、旅行社は自力で 
5．  United, US Airways file Chapter 11 
     UA、US エアウエイズ、チャプター11 申請 
6．  Carnival wins P&O Princes takeover fight 
     カーニバル、プリンセス買収成功 
７． Sarah Hall case certified as class action 
     サラおばさんの訴え、集団訴訟に発展 
８． Airports grapple with “hassle factor” 
     飛行場、イライラ解消に努力 
9． Tourists become targets of terrorism 
     テロリスト、旅行者をターゲット 
10． Stomach virus hits passengers cruise ships 

ウイルス、クルーズ船客を直撃 
 
 
 
 
 
    TD 勉強会 情報 74  （ 以  上 ） 
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