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1. メタサーチ特集 

 

（１）TripAdvisor to launch metasearch flight tool 

  トリップアドバイザー、メタサーチ航空便検索立ち上げ 

TripAdvisor.com が、初めて Expedia.com, Hotwire, Travelocity の表示運賃を並べて比較で

きる航空便メタ検索ツールを立ち上げた。 また、このツールは、アラカルト運賃の比

較も可能にする Fee Estimator を導入する。 Fee Estimator は、基礎運賃とアラカルト運

賃を合算した合計運賃を表示する事が出来る。 合計運賃表示機能を取り入れたのは、

TripAdvisor が初めとなる。(travelweekly.com, 2/26/2009) 

 

 

（２）Analyst: Metasearch flurry means brand loyalty fleeting 

  メタサーチ使い増加 

Travelzoo の Fly.com 立ち上げ、TripAdvisor のエアーの比較ショッピング ソリューショ

ンのデビューは、メタサーチが導入しようとしている全てではない。 これに限らず幾

つかのその他の新機能もメタサーチに追加されるだろう。 多くの企業からメディア／

広告ビジネスを拡大するための手段と見られているメタサーチは、成長するカテゴリー

である。 

Forrester が 2008 年第 4 四半期に実施したオンラインの調査では、メタサーチ サイト利

用がオンライン旅行検索の 19%に達していることが判明した。 1 年前の 15%~16%よ

りも大幅に増加している。 これは、バーゲンを求める消費者が増加しているためと見

られている。 またこの調査は、格安でディールを探し求めるこれ等の消費者は、ブラ

ンドに対するロイヤルティーを持っていないことも浮き彫りにしている。

(travelweekly.com, 3.05/2009) 

 

 

（３）Kayak to relaunch TravlPost.com as hotel review site 

  カヤック、ホテル レビュー・サイト立ち上げ 

メタサーチの Kayak が、TravelPost.com をホテル レビュー・サイトに模様替えして 3

月 24 日に再立ち上げする。 このサイトは、Yahoo Travel、Sabre の IgoUgo、Bed & 

Breakfast.com、Epinions、Yelp、Perfect Escape を含むサイトのレビューとレーティング

をフィチャーする。 

Kayak は、このサイトが、ホテルに関するレビューとホテルの施設説明とレートの最も

総合的な旅行サイトとなるだろうと言っている。 広告まみれの TripAdvisor とは訳が

違うと言っている。(travelweekly.com, 3/05/2009) 



情報 365 平成 21 年 3 月 9 日 - 3 - TD 勉強会 

 

 

（４）Kayak claims TripAdvisor has “polluted the web” 

  カヤック社長、トリップアドバイザー酷評 

 

旅行メタサーチの専門サイトである Kayak が、TravelPost をホテルのレビュー・サイト

として再立ち上げして、ホテルレビューでは最大手の TripAdvisor に対抗する。 

Kayak CEO Steve Hafner は、TravelPost の展開拡大のために大きなマーケティング キャ

ンペーンを行うと言っている。 彼は次のように語っている。 

✓ TripAdvisor は、商業的になり過ぎている。 

✓ 立ち上げ当初はこのケテゴリーでリードして TripAdvisor のブランド名をホテルの

レビューと同義語にしてしまったが、時代を経るにつれて商業化が行き過ぎてい

る。 Kayak の方がより良いレビュー・サイトとなるだろう。 

✓ 先週発表された TripAdvisor の航空便検索メタサーチ・ツールの導入は、Expedia

との競合になるので、大きなマーケティング・キャンペーンを伴う販売展開は実

施されないだろう。 彼等は共食い（カンニバリズム）に慎重だ。 

✓ TripAdvisor の航空便検索ツールは、結局はメタサーチ全体の成長を育む事に貢献

するだろう。 消費者が、Expediaや Orbitzの欠陥に気づくようになって来るので、

メタサーチを使用するようになるだろう。 

✓ 彼等は、ホテル検索メタサーチ・ツールは導入しないだろう。 既存のモデルで

十分な稼ぎを上げているので、メタサーチ・ツールの必要性を感じてないのでは

ないか。 

(Travolution, 3/03/2009) 

 

 

（５） ASSESSING TRIPADVISOR’S METASEARCH OPPORTUNITY 

  トリップアドバイザーのメタサーチ機会評価 

 

TripAdvisor の新たな航空便メタサーチ検索ツールは、アラカルト運賃を加えた合計航

空運賃を推定する機能を持っている。 メタサーチの領域で、手強いライバルとなるだ

ろう。 しかし問題は、ホテルのレビューにアクセスする数百万のビジターを、航空便

検索にどうやって吸引する事が出来るかだ。 

 

Compete のデータによれば、TripAdvisor は、月間 800 万人の米国ビジターを獲得してい

る。 殆どの TripAdvisor のコンテンツは、旅行、リゾート、ロッジング、その他の旅

行のレビューである。 このサイトのビジターの殆どはホテルのショッパーズだ。 
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（ショッパーズ=shoppers=下調べをする消費者、  ブッカーズ／バイヤーズ

=bookers/buyers=予約する／購入する消費者） 

 

55%の TripAdvisor のビジターは、その他のサイトで航空便を予約しているので、メタ

検索エンジンの導入は成功するかも知れない。 

 

 

 

しかし、注意が要するのは、55％の航空便を予約するビジターは、TripAdvisor を訪れ

た時と同時に航空便を予約する訳ではない。 TripAdvisor 利用した同じ日に航空便を

予約したビジターは、タッタの 13%しか存在しない。 

 

 

 

ブランド力と巨大なリーチを有する TripAdvisor の航空便メタサーチ・エンジンは、大

きな飛躍の可能性を秘めている。 しかし、その可能性の実現には、広範囲な異なるコ

ンテンツに群がるビジターを航空便検索に誘導する適切な戦術が求められるだろう。 

そして、それに成功するならば、既存のメタサーチ・エンジンの大きな脅威となるだろ

う。(compete.com, 3/04/2009) 

■ 
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Travel Trends, 3/03/2009 

2. Online World A Troubling Place for Lonely Planet 

 ロンリープラネット、オンラインで四苦八苦 

 

ガイドブックの象徴的代表であるLonely Planetが、2006年12月にオンラインのHaystack

を立ち上げた。 3 ヶ月で 1,000 軒のホテルをリストして順調なスタートを切ったもの

の、オンライン人気を収入に変える事が出来ずに、究極的には失敗して 1 年一寸でサイ

トを閉鎖する事となった。 

Lonely Planet は 1980 年代から 1990 年代の良い時代に、バックパッカーの若者達を中心

に“格好良いクールな”ガイドブックとしてスタートを切り、その後に全年齢層に購読

者を拡大して行った。 そもそも、この購読者拡大開始が問題の発生源になったのかも

知れない。 Lonely Planet は、単純な世界が複雑化して行った時代感覚に乗り遅れてし

まったようだ。 そして、それ以来 時流のキャッチアップが出来ていない。 

Lonely Planet 以外にも、世界大手のメディア ブランドのオンライン進出の試みは失敗

している。 

 

メルボルンに本社を置く Lonely Planet は、基幹サイトの Lonelyplanet.com に 考えられ

得る全ての旅行フォーラムや旅行計画ツールを取り込んでいる。 そして、このサイト

で Expedia や Hotelsworld が提供するホテルのオンライン販売に加え、各種の旅行サプ

ライヤーとのアフィリエート契約による航空便予約旅行保険を提供している。 

Lonely Planet は、2007 年 10 月に資本の 75%を BBC Worldwide に売却した。 BBC World

は、Lonelyplanet.com とそれの分割サイトである Lonleyplanet.tv でオンライン プレゼン

スの強化を継続的に実施しているが、そのハッキリした成果は未だ現れていない。 

■ 

 

 

 

travelweekly.com, 3/05/2009 

3. A familiar scenario as Sabre severs access for Farelogix users 

 セーバーのフェアロジックス契約停止 

 

Sabre は、3 月 1 日から Farelogix との開発承認契約（authorized-developer agreement）を

停止した。 この契約停止により、Farelogix の便利なマルチソース FLX Platform を利
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用していた主要な法人旅行会社を含む Farelogix の顧客は、Sabre GDS のコンテンツにア

クセスする代替方法を見出さなければならなくなる。 

 

この種の話は、決して耳新しい出来事ではない。 そして Sabre の行為は、同社の利害

の追求であり理解できない訳ではないが、一番の問題は 旅行業界に於けるイノベーシ

ョンへの影響である。 Sabre は、2007 年にも BookingBuilder との開発承認契約を停止

し、Sabre コンテンツへのアクセスを規制した。 複数の GDS と、Southwest 航空を含

むその他のコンテンツを集積する BookingBuilder は、Sabre 利用の旅行会社には人気が

高かった。 そして Sabre は、この契約を停止して、それに競争するツールを立ち上げ

た。 

 

今日では、FareLogix は、新規参入流通業者  3 社の最後に位置している。 Sabre, 

Worldspan, Galileo, Amadeus への依存をヘッジするために法人旅行管理会社（ travel 

management company = TMC）に対して代替ツールを提供する新規流通業者は、ITA 

Software, G2 SwitchWorks, FareLogix の 3 社が存在していた。 ITA Software は、航空運

賃検索と航空会社のホスティングに焦点を当て、G2 SwitchWorks は Travelport に買収さ

れてしまった。 

 

Sabre も FareLogix も多くを語らないが、業界関係者はこう言っている。 

「現下の経済状況では、ますます業界はイノベーションを欲している。 特に小規模の

企業にとってはイノベーションが重要な意味を持つ。 FareLogix は、顧客に対してイ

ノベーションとサービスを提供し続けるだろう。 Sabre は、この面では後塵を拝する

ことになる。 最近の業界ニュースによれば、Amadeus と Travelport はサプライヤーと

の接続で近代的テクノロジーを利用しつつあるけれども、Sabre は依然として EDIFACT

に固執している。 

 

Amadeus と Travelport は、急速に中抜き（disintermediating）が進んでいることを理解し

ている仲介業者で、フォーマットに拘わらずコンテンツを集積し それを世界に利用可

能にすることに努力している。 

だが、Sabre は現状維持に腐心している。 1990 年代の IBM を見てみれば、変化に乗

り遅れたテクノロジー企業に何が起きたかが分かるだろう。 Sabre は、自身の GDS シ

ステムの中に航空会社のアラカルト運賃販売を可能にする機能を開発しているが、何か

ら何迄を自分自身で解決できない。 

■ 
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4. 其の他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）ARC、発券同日ボイド案 導入中止 

ARC は、発券同日ボイド（所謂 same-day voiding）案の導入を見送る事となった。 現

在の通り、発券該当日以降 24 時間以内の IAR（Web ベース自動レポーティング システ

ム）におけるボイド処理が継続される事となった。 これは、旅行会社からの不満と批

判への対応。(travelweekly.com, 2/27/2009) 

 

（２）チケットマスターとライブネーションの合併 

米国最大のチケット販売業者の Ticketmaster と、世界最大のコンサート プロモーター

の Live Nation の株式交換による合併計画が、先週議会で審理された。 両社 CEO の説

明にも拘わらず、多くの議員達は、タレントとの契約からコンサートの設営、そしてチ

ケット販売迄の全てを統合するこの合併が競争を阻害するのではないか？ と懸念して

いる。 最近では、海賊版の氾濫で CD 販売よりも生のコンサートが重視されている。 

合併成立後は、Live Nation は、Ticketmaster 以外のライバル企業にはチケットを供給し

なくなると見られている。 合併会社は、年間販売額 $6bn を誇り、営業利益は略 $500m

に及び、世界の 140 のコンサート会場を所有し、1 億 4 千万枚のチケットを販売し、年

間 2,200 回のコンサートを開催する企業となる。(FT.com, 3/01/2009) 

 

（３）トラベルセーバー使用旅行会社用の新 CRM 

Travelsavers は、米加の Travelsavers Worldwide Independent Network 旅行会社に対して

CRM とバックオフィス レポーティング システム Pro File Client Care を導入する。 

Travelsavers は、不況になり休暇商品の販売が低下している時こそ、旅行会社は顧客情

報を深く知り、顧客の特定の旅行ニーズに則したターゲット・マーケティング キャン

ペーンを継続して打つ必要があると言っている。 

Pro File Client Care は、旅行会社の 新規顧客の獲得、販売の増加、未払いコミッション

の復活、キャッシュフロー管理を支援する。 このWebベースの Pro File Client Careは、

ストーレッジしたデータベースの管理、顧客デモグラフィックの追求、ダイレクト・マ

ーケティング プログラムのための顧客プロファイリング、販売報告の編集、コミッシ

ョン確保と請求プログラムの機能を含む。 1 ヶ月間の無料のお試し使用サービスが提

供されている。(travelweekly.com, 3/02/2009) 
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（４）米オンライン旅行会社検索前年比 +4% 

Compete 社の調査によると、1 月のオンライン旅行会社の検索（ショッピング）が前年

同月比で +4%上昇した。 先月比では +21%の増加となる。 不況期の格安商品検索

が増加しているようだ。(compete.com, 3/03/2009) 

 

 

 

 

（５）トラベルポート、オンライン チェックイン開始 

Travelport GDS は、Web ベースの ViewTrip 旅程サービスの新機能としてオンライン チ

ェックインを導入した。 この機能が使える航空会社は、BA, DL, Frontier, Midwest, 

Swiss, BMI, VS の 7 社。(travelweekly.com, 3/04/2009) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）ハワイのゴウ航空、初めての四半期利益計上 

ハワイ離島間航空の Go（PHX の Mesa Air Group 子会社、2006 年営業開始）が、2009

年第 1 四半期に$500,000 の利益を計上した。 収入は $11.6m であった。 前年同月比

で供給は +11.4%増、旅客数は +11.4%増であった。(travelweekly.com, 2/27/2009) 
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（２）デルタ、メンフィスで電子ボーディングパス開始 

DL 航空と TSA（米運輸安全保障局）は、Memphis International Airport でペーパレス搭

乗券の利用を開始する。 旅客は DL もしくは NW のサイトを訪れて電子搭乗券をダウ

ンロードする事ができる。 空港のセキュリティー チェックポイントでは、電子搭乗

券をスキャンして旅客の身便証明書をチェックする。 Minneapolis-St. Paul, LAS, DTT

（NW のみ）、LGA では既に電子搭乗券の利用が開始されている。(travelweekly.com, 

2/27/2009) 

 

（３）サウスウエスト航空、組合と合意 

Southwest 航空が、Transport Workers Union との間で 3 年間の労働協約の暫定合意に達し

た。 空港ランプと貨物取扱の組合である TWU Local 555 は、組合員 7,780 人に対して

批准投票を開始する。 契約更新協議は、昨年始めから開催されていた。(wsj.com, 

2/28/2009) 

 

（４）アイベリア、第 4 四半期 欠損計上 

IB 航空が、第 4 四半期で▲€19m の欠損となった。 前年同期は +€105m の利益であっ

た。 収入は▲4.8%減の €1.33bn であった。 燃油費は +46%上昇し €464m となった。 

IB は、通期決算について、▲90%減益の €32m となる見通しであると先月語った。 

ドル高が、収支にネガティブな影響を与えている。 

IB のドル構成比は、収入で約 1/4、コストで 45%とな

っている。 BA との合併を計画中であるが、BA の 

£1.74bn に上る年金積み立て不足と、株価の大幅下落

に伴う時価総額の低下が、問題を難しくしている。

(wsj.com 3/02/2009) 

Iberia Chairman Fernando Conte at a news 

conference Friday in Madrid. 

 

（５）サウスウエスト、FAA に $7.5m の罰金支払い 

Southwest 航空が、3 月 2 日、B737 型機の機体ひび割れ検査期限の見過ごしで、FAA に

対して $7.5m の罰金を支払う事で合意した。 この整備見過ごしにより、46 機の緊急

点検により 59,791 便の運休が発生し、多くの旅客のストランドが発生した。 

この合意には、以下の整備強化策が含まれている。 

・ 重整備ベンダーの駐在整備士を 27 人から 35 人に増員する。 

・ FAA 検査官による整備と技術情報に対する閲覧の改善。 

・ 航空機滞空証明の責任を持たない Quality Assurance における管理長の任命。 

・ FAA 規則の遵守を確保するための Required Inspection Item（RII）プロシージャーの
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見直し。 

・ 全ての FAA 承認マニュアルの書き換え。 

(travelweekly.com, 3/02/2009) 

 

（６）航空会社 豪華ラウンジ オープン 

LH は、3 月 3 日、FRA 空港で 12,000 平米の F クラス専用ラウンジをオープンする。 

そこでは、フルサービスのスパ、広いバスルーム、ジャクイジーの風呂、84 種類のモ

ルトウイスキーが用意されている。 そして機側とラウンジ間は、ベンツのリムジンか

ポルシェ Caynne SUV による送迎サービスが付いている。 このラウンジは、LH の €

150m の空港アメニティー改善投資の一環だ。 財務的に強い同社は、1 月に JFK に 3

階のラウンジをオープンし、そして今後数週間以内に同様のラウンジを PAR と Mumbai 

にもオープンする。 

航空会社は、機内に於けるサービス強化のアイディアを使い切ってしまったので、地上

の空港に於けるサービスの強化に走っている。 機内では、重量制限と安全上の問題か

ら規制がやたらと多くなるが、空港に於けるサービス強化策は自由に計画する事が出来

る。 富裕顧客は、フルフラットベッドや機内エンタメのシステムは装備されていて当

たり前と考えている。 

LH 以外にも、AA, QF, BA を含む一握りの大手航空会社が空港ラウンジの改善に努力し

ている。 QF は、A$20m を投資して SYD 空港の F クラス専用ラウンジを改修した。 

そして、アジア内の空港のラウンジを改善し、プレミアム・クラスの旅客に強い SQ に

対抗する。 AA は、全世界の 75%の空港ラウンジを改修する。 この中には $20m を

かけた LHR 空港の clubhouse と ORD 空港の所謂 Admiral Lounge（40 ワークステーショ

ンを備えている）の改修が含まれている．(wsj.com, 3/03/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Lufthansa offers a three-level lounge at John F. Kennedy International Airport in New York. 

 

 

（７）スタンステッド空港拡張審理延期 

STN 空港の第 2 滑走路と第 2 ターミナル建設に関する審理（inquiry、18 ヶ月間かかる）

が延期される事となった。 英空港間の競争が適正に保たれているかを調査して来た競
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争審査委員会（Competition Committee）は、最終報告書を今月中にも発表するだろう。 

報告書は、世界最大の空港運営業者である BAA の分割を提案することとなるだろう。 

そして、LGW と STN 空港に加えて、スコットランドの Edinburgh か Glasgow の何れか

の合計 3 空港の売却を BAA に迫ることとなるだろう。 

STN 空港を管理する地方政府長官 Hazel Blears は、STN の保有者が変更となる可能性が

ある時期は好ましくないと判断して、審理開始を延期させる事となった。 

現在の STN 空港拡張計画（£2.5bn プロジェクト）では、2011 年〜2012 年に第 2 滑走路

と第 2 ターミナルを完成させ、現在の LHR 空港並みの年間 6,800 万人を取り扱える空

港に規模拡張する。 しかし、周辺住民の反対と最近の需要の落ち込みで、計画の大幅

遅れが予見されている。 政府は、激しい反対運動が有るにも拘わらず、2003 年発行

の航空運輸白書で STN 空港拡張計画を支持して以来、確固としてこの計画をサポート

している。 STN 空港の利用者は、1 月では前年同月比で▲11.2%減少している。 年

間では▲19%の減少となる。 BAA は、この需要の推移では、第 2 滑走路の管制時期

は 2015 年〜2017 年に遅らさざるを得ないと今月 語っている。(FT.com, 3/03/2009) 

 

（８）キャセー、香港 2 泊のおまけ 

CX が、4 月 30 日迄の米西岸発のプレミアム・クラス運賃購入者に、香港の Four Seasons

か InterContinental の 2 泊無料宿泊券を提供する。 そして運賃を F クラス▲15%、C ク

ラス▲5%値引きする。 プレミアム旅客を販売したエージェントに対しては、販売ご

とに“Miles for Me”プログラムに基づいたマイレッジを提供する。(travelweekly.com, 

3/03/2009) 

 

（９）ルフトハンザ・イタリア、伊国内線 新路線開設 

LH Italia が、伊国内線 MIL（Malpensa）から ROM, Naples, Bari の 3 路線を 4 月 1 日から

開設する。 LH は、MIL から欧州域内 6 路線を運航しているが、伊国内線を開始する

のは今回が初めて。 

AF/KLM は、新生 AZ の 25%を約 €320m で買収した。 伊の航空市場の競争が激しく

なるだろう。 AZ は 2010 年には損益分岐点到達を目指しているが、最近 伊国鉄が

MIL=ROM 間の高速列車走行を開始したために大きな影響を受けている。(wsj.com, 

3/03/2009) 

 

（10）英国航空、9 月か 10 月の米競争法免除承認を期待 

BA, AA, IB の 3 社は、スケジュール、プライシング、収入折半のマーケティング提携を

可能にするために、米運輸省に競争法適用免除の申請を行っている。 米運輸省は、12

月 16 日に、この申請がグローバルに適用されることに鑑み追加の資料による詳細説明

を求めた。 3 社は、間もなくこの要請に回答するだろう。 そして この ATI 申請が 9
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月か 10 月に承認されることを希望している。 既に、Star Alliance と SkyTeam の 2 つ

のアライアンスには、ATI が承認されている。 

しかし、BA+AA+IB の ATI 承認には以下の問題が存在する。 

✓ 競争他社が反対するだろう。 

✓ 米下院運輸委員会は、アライアンスに対する ATI 承認が競争を歪めている恐れが

あるので慎重に対応するべきだと主張している。 

(wsj.com, 3/05/2009) 

 

（11）英国航空 CEO、IB 合併計画進展と語る 

BA CEO Willie Walsh は、3 月 5 日、BA+IB 合併計画が順調に進展していると語った。 

Walsh は、次の通り発言している。 

・ ガバナンスの構成の問題が決まってない。 合併シナジーの達成の為にも 2 つの会

社を財務的に支配するホールディング企業の体制は重要だ。 

・ 株式交換比率は、昨年 7 月の合併交渉発表時には BA65:IB45 が検討されたが、現在

は BA 株価の大幅下落で IB の時価総額が BA のそれを上回る事態が発生している。 

しかし、この問題も大きな障害とはならないだろう。 

（IB の筆頭株主の Caja Madrid 銀行は、BA55:IB45 を示唆している。） 

・ BA 年金の積み立て不足は、合併の問題とはならないだろう。 

（2007年の年金改革労使合意と会社の £800mの一時金を基金繰り入れにも拘わらず、

また過去 3 年間で会社は £1.5bn を繰り入れたにも拘らず、積み立て不足が 2006 年の

▲£2.1bn に再び近づきつつある。 2007 年の年金改革では、年金支給額の減額、乗

務員の 55 歳から 65 歳への定年延長などの改革により、向こう 10 年間で積み立て不

足が解消される筈だった。） 

・ 取締役会の特定ポストの人選は基本的には合意を見ている。 

・ 7 月には、合併最終案を発表できるだろう。 

(wsj.com, 3/05/2009) 

 

（12）英国航空 2 年連続欠損を予想 

アナリストは、世界的な景気の減速に影響されて、BA が今後 2 年間営業欠損を計上す

るだろうと予想している。 BA は、2010 年 3 月期が▲£150m の営業損失となると予測

している。 特別退職一時金を差し引くと、これは、3 月に終了する今年度の損失と略

同額の損失となる。 そして、昨年 12 月末の手元現金 £1.6bn（前期末より▲£278m 減

少）の流動性が、来年 3 月末には £1bn に急速に減少すると予想している。 

BA は、収支悪化に対処するために 2 年間で▲£300m の人件費削減を計画する。（昨年 6

月〜1 月の間に既に▲5.6%≒2,400 人をカットしている）(FT.com, 3/05/2009) 
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（13）英国航空、2 月搭乗率上昇 

BAの 2月実績は、プレミアム旅客が 1月の▲14%減より更に悪化して前年同月比▲20%

減となった。 Y クラス需要は▲5.5%減であった。 RPK は▲8.3%減、旅客数は▲10%

減の 220 万人、搭乗率は +0.5%p 上昇して 72%となった。 昨年 2 月は閏年に当たるの

で、増減率は歪んで表示されている。 

Ryanair の 2 月実績は、旅客数が +7%増加して 410 万人となった。 LF は +3%p 上昇

して 78%となった。 

AA の 2 月国際旅客輸送実績は▲13%減であった。 供給は▲6.3%なので L/F は▲2.9%

沈んで 73.9%となった。(wsj.com, 3/05/2009) 

 

（14）墜落したトルコ航空機は自動操縦 

先週 AMS スキポール空港で墜落した TK の B737 型機の事故（9 名死亡）は、自動操

縦中の高度計の狂いが事故機を失速させた疑いが持たれている。 オランダ安全委員会

は、ボ社に対して自動操縦に影響を与える高度計の欠陥に付いて警告した。 着陸態勢

時の降機中に自動操縦装置を使用するのは TK では一般的に行われているが、航空会社

によりこのポリシーを採用するか否かはマチマチである。 回収したブラックボックス

によると、機体左側に装着されている 2 台の高度測定器は、実際の 1950 フィートの代

わりに誤って海面下 8 フィートを表示し、自動操縦のスロットルを絞ってしまった疑い

が持たれている。 

また、パイロットに対して失速と着陸装置の操作を促す自動

警報が作動したが、パイロットはこの両方を無視した。 操

縦桿が振動してパイロットがフルスロットルの操作をした

時点では、事故機は高度 450 フィートに達していた。 事故

機は機長昇格訓練中の副操縦士による操縦であった。(FT.com, 

3/04/2009) (wsj.com, 3/05/2009) 

Forensic experts examine the wreckage of a 

Turkish Airlines passenger plane in Amsterdam 

last week. Nine people died in the crash. 

 

 

（15）中華航空 増減資 

台湾の中華航空が、約 30%の減資後に NT$15bn（425 億円）の増資（私募と公募）をす

ることとなった。 減資は、2008 年度決算発表後に、新株発行は 2009 年度第 2 四半期

が予定されている。 私募は 5 億株〜10 億株の間で、1 株 NT$10（暫定価格）が予定さ

れている。 これに加えて、公募による新株発行が予定されている。 増資により調達

する資金は、金利の減少と財務ポジションの強化に向けられる。 昨年 10 月には、
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NT$3.5bn の転換社債の発行を決定している。 中華航空は、昨年の１月〜9 月で ▲

NT$12.41bn の欠損を計上している。(wsj.com, 3/03/2009) 

 

（16）中国国際航空（Air China）、政府補助金要請せず 

中国国際航空は、3 月 5 日、政府に資本の注入を要請しないと語った。 この発表前に

はメディアが、“会長の Kong Dong は少なくとも南方航空に対する 30 億元の規模の政

府による資本注入を希望している”と報道していた。 親会社の China National Aviation 

Holdings は、政府に資本注入を要請していた。(wsj.com, 3/05/2009) 

 

（17）米航空会社、一斉に運賃値下 

供給カット、運航効率化、人員レイオフを実施してコストを削減し、何とか運賃戦争を

回避したい米航空会社であるが、需要の急速な減退に直面して運賃値下げに踏み切りだ

した。 Travelocity の調べによると、人気が高い国内線と国際線 100 路線の航空運賃が

過去 24 ヶ月で最低のレベルまで値下げされ、ピークであった昨年の 6 月比では▲24%

低下している。 下表は、各路線の運賃値下げの状況である。 

SFO=BOS/NYC/WAS AA, UA RT $300~400→$250  

NYC=AMS/MAD/FRA CO RT 600~700→400  

CHI=SYD  RT 2,000以上→1,000以下  

国内線運賃 AirTran OW 39  

米＝欧州 AA OW 200  

LAX=Los Cabos, Mex. AA OW 75  

Minneapolis=CHI NW RT 350→125  

NYC=HNL  1,098→539 ハワイ F S/C  90→0 

LAX=HNL  540→339  

DUB=DAL/LAX  RT 1,000→700 F S/C 14 

米都市→LON BA 500 以下 欧州ホテル 2 泊付き 

LAS McCarran 空港 1 月空港利用者▲15.7%減少 

CFares 11 月〜2 月 サイト訪問者+40%、予約ページ移動▲26%、予約▲43%  

CO L/F 2 月実績 76% → 72.5% 

Southwest 収入見通し悪化を警告、2 月収入減少拡大 

DL 供給更に▲6% ~ ▲8%削減予定 

(wsj.com, 3/04/2009) 

 

（18）一貫性ある旅客のスクリーニング規則が求められている 

世界各国の空港セキュリティー規則には一貫性が存在しない。 少なくとも或る程度の

国際標準化をはかるベきだ。 しかし、統一がとれた各国共通の規則制定には、国別の
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テクノロジー、プライバシー等の法的規正、財務的問題、政治的問題などの障害が存在

する。 米運輸保安局（TSA）は、Aviation Security Sustainable International Standards Teams

を設立し、海外のセキュリティー プログラムの作成に取り組んでいる。 ICAO は、3

月に 国際間の規則統一に向けた会議を招集する。 

しかし、国際間の足並みは中々揃わない。 欧州は、液体物の持ち込み禁止を解除する

意向を持っているが、米国はこれに反対している。 欧州議会は、液体物の機内持ち込

み禁止は、コスト増をもたらすだけでセキュリティー強化には繋がらないと言っている。

(travelweekly.com, 3/04/2009) 

 

（19）カンタス A380 型機 ライン復帰 

燃料計と前輪着陸装置ステアリングの不具合の問題で、一時的に 24 時間 運航中止を余

儀なくされていた QF の A380 型機×3 機がラインに復帰した。(travelweekly.com, 

3/04/2009) 

 

（20）米下院、FAA 再受験法案可決 

米下院運輸委員会は、FAA 再受験法案を可決した。 この法案には、2 つの重要な米航

空政策が含まれている。 

その 1 つは、FAA に対する今後 4 年間の $70bn に上る予算措置の承認である。 この

予算の一部が航空管制システムの近代化（NextGen 計画）投資に振り向けられる。 こ

れにより、空の混雑を抜本的に改善する NextGen 計画が進展するだろう。 

2 つ目は、米航空会社に対する外資規制の強化と 航空会社間のアライアンスの見直し

である。 現在、米航空会社は、米国市民により実質的に経営されなければならないと

されているが、具体的に 経営のどの分野が対象になるかは、米運輸省の判断に任され

ていて曖昧にされていた。 下院法案では、これが法案の条文として“全ての経営分野

を対象とする”と明確化された。 下院運輸委員会議長 James Oberstar は、米航空会社

を数社の外国の国際コングロマリットの手に渡してはならないと言っている。 欧州委

員会は、この外資規制強化は、欧米間オープンスカイ第 2 段階協議の中心議題である北

大西洋航路の一層の空の自由化を危うくすると警告した。 そして“米国の航空会社の

全ての中間管理者を米国市民としなければいけない”と誤解される可能性が存在すると

指摘している。 

更に、この下院法案は、現在実施されている航空会社間のアライアンスは、法案が施行

されて以降 3 年以内に全て失効させて、運輸省に再申請させる。 委員会は、航空会社

間の競争を促進させ、消費者の保護を優先させると言っている。 米国航空会社運輸協

会（ATA）は、アライアンスの見直しは航空会社の財務状況を悪化させ、▲15,000 人の

航空会社従業員を削減させてしまうだろうと批判している。 

(wsj.com, 3/05/2009) 
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 水 運  

 

（１）マースクライン、コンテナ輸送量 1 月▲20%減少 

Maersk Line の 1 月のコンテナ輸送量が前年同月比で▲20%減少した。 そして、コン

テナ貨物需要の激減と大量の新造船就航で 2009 年の見通しは暗いと警告している。 

AP Moller-Maersk は、2008 年は以下の通り好決算となった。 

単位：US$ billion, ( )内 2007 年 

事業部門 利 益 収 入 備 考 

AP Moller-Maresk 3.46(3.42) 61.2(51.2) 資産売却益除くと利益$2.6bn 

Maersk Line 0.205 28.7 2005P&O Nedlloyd 買収による収支悪化を回復 

Danske Bank 0.0393(2.92)  デンマーク最大銀行、株式 20%保有、$216m 評価損計上 

オフショアー等 0.883(1.25) 5.37(4.44) タンカー、その他の海運事業を含む 

ガス事業 2.36 13.5 2008 年 利益貢献最大事業 

(FT.com, 3/05/2009) 

 

（２）ゴールデンオーシャン、ひとまず財務的窮地から脱出 

世界最大の船舶保有者である John Fredriksen が所有する Hemen Holdings が、負債返済

不能直前の Golden Ocean（Fredriksen の基幹会社の 1 社で、F は 28.2%を保有）が発行

した転換社債の 2/3 を引き受けた。 これにより Golden Ocean が、ひとまず財務的窮地

から逃れる事が出来た。  

Golden Ocean は、世界最大級のバルク船保有企業の 1 社。 最近のバルク船海運市況の

暴落と長期傭船契約破棄に大きく影響されたバルク船業界では、Britannia Bulk, Atlas 

Shipping (CPH), Industrial Carriers (Ukraine) などの有名企業が次々に倒産に追い込まれ

ている。 Golden Ocean は、2002 年に世界最大のタンカー保有企業 Frontline から企業

分割されてる。(FT.com, 3/05/2009) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１）英ロイヤルメールの民営化 

1635 年のチャールズ 1 世が、郵便事業を開始して以来ロイヤルメールは国営事業とし

て運営され続けている。 ビジネス大臣 Lord Mandelson は、外資を導入し運営ノウハウ

の取得を図るためには民営化が必要だと主張している。 しかし、この問題は、12 年
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間政権をとっている労働党にとっても扱いが難しい問題となっている。 政府は、年金

基金（£9bn の欠損）を政府管理に移行させて、30%の株式放出による一部民営化を計画

している。 TNT（蘭）や De Post-La Poste（べ）が、政府放出株に対するビッドを希望

している。 16 万人の職員を擁する組合 Communication Workers Union の反対も強く、

また労働党議員の一部にも反対する議員が存在する。 ビジネス大臣は、政府保有株を

50%以下に規制するなどの譲歩を迫られるだろう。 CWU は労働党への献金 年 £1m

を中止すると言って脅かしている。(FT.com, 3/03/2009) 

 

（２）ユーロトンネル、初配当 

Channel Tunnel を運営する Groupe Eurotunnel が、20 年間の歴史の中で初めて配当（1 株

当たり €0.04）を実施する。 1985 年〜2007 年の間は、建設期間の延長とコストの増

加で多額の負債に苦しんでいたが、2007 年の一部負債の株式転換（debt equity swap）に

より、Eurotunnel は €9.18bn から €5.85bn へ負債を減少させることに成功した。 

 

 2008 2007 備 考 

収 入 €704 €775m €安、Sep11 火災により減収 

営業利益 €289 €264  

利 益 €40m ▲€14m 2007 年決算は€1m から▲€12m に修正 

2008 年利益：Sangatte 拘置所騒擾に伴う示談金€24m を含む 

(FT.com, 3042009) 

 

 

 

Since the tunnel's opening in 1994, the 

group that operates the link between the 

U.K. and France has struggled with debt 

and has reported a series of losses. But 

the group restructured its debt in 2007 

and announced its first net profit that 

year. 

 

 

（３）米運輸大臣、ガソリン税の値上げに反対 

米国は、ハイウエー修理、橋の補強、マス・トランジット・システム敷設に 年間 $500bn

の資金を必要としているが、およそ年間 $68bn の財源不足が発生している。 そして、

最近の自家用車運転の減少と車の販売低下によりHighway Trust Fundの歳入不足の傾向
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がますます顕著になっている。（政府は 2008 年に $8bn をこのファンドに注入した。） 

運輸大臣 Ray LaHood は、18.4%の連邦ガソリン税の増税（+10 セント／ガロン）に反対

している。 経済状況が、最悪の時期に増税は馴染まないと言っている。 彼は、道路

や港や空港の資産の民間への長期リース、若しくは 有料道路の拡大による資金獲得を

提案している。 しかし、民間への資産の放出は必ずしも市民の支持を得ていない。 昨

年のペンシルバニア州 Interstate 80 の民活事業化は、トラック業界と地元住民の反対に

遭い失敗に終わっている。 彼等は、官営事業の民間放出後の使用料の値上げを恐れて

いる。(wsj.com, 3/04/2009) 

 

（４）エービス・ヨーロッパ、+10%レンタル料金値上げ 

レンタカー需要の減少と中古車販売価格の低下に苦しんでいる Avis Europe が、4 月 1

日からレンタル料を +10%値上げする。 そして、昨年の四半期の人員カット▲10%（▲

600 人）に加えて更に▲5%のカットを予定する。 2009 年には、フリートの▲5%〜▲

10%削減を含み▲ €16m のコスト節約を計画する。 

2008 年税前利益は €3m（前期 €33.2m）、収入は €1.31bn（1.32bn）、期末負債残高は €

1.13bn（€+152m）。(FT.com, 3/04/2009) 

 

 

 

 ホテル & リゾート  

 

（１） ホテル業界、米議会に会議開催に向けられる非難の中止求める 

米国の主要なホテル会社は、企業の会議やイベントに向けられている批判のトーンダウ

ンを求める書状を米国議会に提出した。 ホテル会社は、ホテル業界とそこで従事する

人々が被る長期にわたるダメージを懸念している。 

書状の内容は以下の通りだ。 「ホテル会社は、不況により多くの企業がコストカット

のために法人旅行を縮小することに理解を示す一方で、筋の通った企業の会議、イベン

ト、許可されている旅行も浪費や特権の象徴と見なされている事に懸念を示している。 

その結果、政府補助金を受け取っていない多くの大企業までが、批判を恐れて会議やイ

ベントをキャンセルしている。 しかも法人旅行は、240 万の職を生み出して国の経済

に対して $240bn 貢献し、国税と地方税合わせて $39bn を生み出している。 労働局に

よると、昨年には▲200,000 の旅行関連の職が失われ、今年には更に▲247,000 の職が失

われる見込みだ。 旅行産業は、力強く経済を刺激する効果を持っている。 この書状

は、Carlson Hotels、Walt Disney Parks and Resorts、Fairmont、Hilton、Hyatt、InterContinental 

Hotels Group、Loews、Marriott International、Starwood and Wyndham Worldwide によって

署名された。 
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The American Hotel & Lodge Association（AH&LA）は、3 月４日付けで オバマ大統領に

同様の内容の書状を送った。 これは、先般オバマ大統領が、法人旅行及び会議の旅行

に触れて発言「政府援助資金を受けた企業が、社費で Las Vegas 或は Super Bowl 見物に

行くのは問題だ」のホテル業界に被る悪影響を懸念したものだ。 書状は 17,932 の

AH&LA の構成メンバーによって出されている。（ travelweekly.com, 2/27/2009）

（travelweekly.com, 3/04/2009） 

 

（２）ハラーズ、デット・エクスチェンジにより負債削減 

・ プライベート・エクイティーファンドの Apollo Management LP と TPG は、2008 年 1

月に世界最大のカジノ企業 Harrah’s を $17.3bn で高度のレバレッジで買収した。 

・ 以来、カジノ産業はスランプに陥り、Harrah’s の合計 $23bn にも上る負債返済が苦

しくなった。 

・ 2 週間弱前にオバマ政権は、負債を減少させた企業に対して特別減税措置を適用す

ることを決定した。 

・ Harrah’s は、debt-exchange offer を債券保有者に提供して、負債の軽減を実施する。 

 

特別減税が実施されないと、例えば $1bn の社債を $700m の新たな社債（より高金利

で優先順位がより高く満期日が長期化される）へ転換した場合は、（$1bn-$700bn=）

$300m が課税収入と見なされてしまう。 今回の特別減税措置により、この$300 の課

税が 5 年後の 5 年間に繰り延べて支払うことが可能となった。 

Harrah’s の負債は、返済不能のリスクが高いとされて $1 に対して 58 セントで取引され

ている。 そしてハイイールドボンドは、$1 に対して僅か 6 セントとなっている。 

Harrah’s は、2010 年に$710m、2011 年に $308m の現金返済満期日を迎える。（債券投資

調査会社 KDP 調査） 

同社は、先月、残っている$2bn のリボール

ビング・バンクラインから $740m を引き出

して流動性を強化している。 Harrah’s が債

券保有者に対してエクスチェンジ・オファ

ーをするのはこれが 2 回目である。 昨年

末に、約 $1bn のネット負債を減少させて

幾つかの負債の満期日を数年間遅らせた。

(wsj.com, 3/02/2009) 

The sign in front of Harrah's Las Vegas casino. 

Private-equity executives say taking advantage of a new 

tax break beats a default or bankruptcy. 
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（３）MGM ミラージュ債務返済不能を警告 

LASにBellagio, MGM Grand, Mirageカジノを保有し、Atlantic Cityでもカジノを運営し、

LAS Strip で CityCenter（$9bn プロジェクト）を建設している MGM Mirage（筆頭株主は

超富豪 Kirk Kerkorian）が、第 4 四半期決算報告の遅れを説明するために証券取引所に

提出した資料の中で、債務返済不能に陥る可能性を警告している。 信用市場が凍結さ

れているので、MGM の如何なる負債のリファイナンスの途も閉ざされている。 MGM

は、今年に $1bn、2010 年には $1.1bn の負債返済満期日を迎える。 そして、新たに

$1.2bn の CityCenter のための追加資金の調達が必要となっている。 最近では、リボー

ルビング クレディット・ファシリティーから残っている $840m を引き出し、第 3 者パ

ーティーとエクイティー・ファイナンスの可能性に付いて協議している。 

JPMorgan のアナリストは、資金枯渇は時間の問題でデフォルトが迫っている。 MGM

の財務諸表には、“継続事業として運営を続けて行けるかに懸念有り”と独立監査法人が

記入するだろう。 

Atlantic City では、Trump Entertainment Resort が 先月チャプター11 の申請を行った。 

(FT.com, 3/03/2009) 

 

（４）不況に強いギャンブリング（英国） 

景気の大幅低下に拘わらず、英国 2 大賭博企業である Ladbrokes と William Hill の業績

が比較的好調に推移している。 William Hill のネット収入は、今年に入ってから +9%

増加した。 Ladbrokes のそれは、+1%増加した。 英国第 3 位のブックメーカーの Gala 

Coral では、昨年 10 月からの 5 ヶ月間で EBITA ベースの利益が +3%増加した。 特に

オンライン賭博の人気が高まっている。 賭博企業の業績は好調であるけれども、業績

にネガティブな影響を与える禁煙法と ビンゴ オペレーターのスロットマシン台数制

限が懸念材料だ。 それに加えて、信用市場収縮時のリファイナンスと負債返済の問題

も存在する。 オンライン賭博の Sportingbet の第 2 四半期決算は、ネット賭博収入が 

+6%増の £43.6m となり、税前利益は £3.6m から £8.3m に増益した。(FT.com, 3/05/2009) 

 

（５）フイットブレッド、減収でも強気 

Whitbread は、昨年の第 4 四半期が減収したにも拘らず、市場が期待する年間利益を維

持出来るだろうと 3 月 2 日語った。 ノーフリルを求める企業ですら不況を感じ始めて

いるのに呼応して、Whitbread の 2 月 12 日迄の 11 週間の売り上げは▲1.5%減少した。 

四半期の落ち込みは、最近では初めての出来事であるが、悪天候と不況による宿泊客の

減少が影響している。 



情報 365 平成 21 年 3 月 9 日 - 21 - TD 勉強会 

 

 

そして、大勢の法人旅行者が低宿泊料金ホテルを求める一方でレジャー旅客が減少して

いるので、Whitbread は今後の見通しが立たない状況にあると言っている。 グループ

の営業利益の 70%を構成する Premier Inn のオキュパンシーが、昨年の 65%に対して 

LON やその他の都市のホテルの不振により 50%後半に迄落ち込んでいる。 Costa 

Coffee、Beefeater、Table Table、Brewer の Fayre レストランチェーンなどを持つ Whitbread

は、資本支出（設備投資）をカットする。 昨年 12 月に Whitbread は、2009〜2010 年

の資本支出計画を £300m から £200m に下げると発表していたが、2 日の発表では更に 

£170m にまで下げる計画だ。 低宿泊料金ホテルの中では、Whitbread は経済不況に対

しても比較的強いと多くのアナリストやファンドからも見られて支持されている。 2

月 12 日迄の 55 週間では、既存店ベースでの売り上げは +4.9%増加を示している。 前

半 39 週間では +6.7%の増加を示していた 。 株価は、昨年比▲40%下落して、3 月 3

日終値は▲44p 下がり 702 1/2p となった。 

<< FT のコメント >> 

Whitbread のオキュパンシーと RevPAR は、年初以来下落している。 しかも 2009〜2010

年の利益は、2008〜2009 年よりも減益になると予想されている。 しかし強力な知名

度の高いブランドと堅固なバランスシートを保っている。 法人旅客の減少により設備

投資を控えたために、Whitbread にとって不況はそれほどの打撃とはならないようだ。

（FT.com, 3/02/2009） 

 

 

 

 その他  

 

（１）アマゾン、電子書籍を iPhone と iPod 経由で販売開始 

Amazon が、iPhone と iPod 経由で電子書籍を

販売開始する。 iPhone と iPod を持っている

人は、Amazon の Kindle のアプリケーション

を無料でダウンロードし、24 万の電子書籍か

ら気に入った本を購入することが可能となる。 

Amazon says its Kindle 2, above, 

and devices like Apple’s iPhone 

and iPod are complementary. 
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（２）米政権、炭酸ガス排出規制法案可決を議会に要請 

米国の国際地球温暖化アグリーメントの主席交渉官 Todd Stern が、極めて難しい問題で

あることは認識するけれども、議会に対して 12 月までに排ガス規制法案を可決して、

他国の温暖化対策をリードするべきだと主張している。 Stern は、2007 年の Bali サミ

ットで先進工業国が合意した“2020 年迄の▲25%〜▲50%の排ガス削減”の実現が困難

であると語った。 オバマ大統領は算案の中で、2050 年までに 2005 年の排ガス量のお

よそ▲80%削減を要求している。(wsj.com, 3/03/2009) 

 

 

（３）英国オンライン販売業者、不況に負けず 

英国オンライン販売は、不況に逆らい過去 6 年以上に渡って年間 6%の伸びを続けてい

る。 3 月 1 日の調査会社 Forrester Research の発表では、英国、フランス、ドイツに於

けるオンライン販売は、不況に拘らず今後も安定して利益を産み続けると予測している。 

又、英国に於ける小売り及び旅行販売のオンライン総売り上げは、2009 年には £37bn

であったが 2014 年迄には £56bn に迄上昇すると予想している。 英国のオンラインを

利用する購入者数の増加と一人当たりの購入金額の増加によって、小売り販売業者及び

旅行販売業者が 増々より良い商品をオンラインで提供する。 そして、それが又購入

者を増やし購買金額が増大する好循環の結果を導いている。 書籍、DVD、レジャー

旅行が、2008 年の最も一般的なオンラインの購買商品だ。 過去数年間では、ファッ

ション関連商品が最も飛躍的な増加を遂げている。 Asos に代表されるオンライン フ

ァッション販売業者は、1 月 16 日迄の 9 週間で対前年 +18%増の販売上昇を発表した。 

そして最終利益は、昨年の £7.3m から £13.8m まで上昇すると見込んでいる。 調査で

は、英国は他の欧州の競争業者を抑えて圧倒的なオンライン売上を誇っている。 2008

年の欧州のオンライン購入者の年間平均消費額 934 ユーロに対して、英国では £1,378

（1,378 ユーロ）となっている。 今後 英国のオンライン購入者数は、2009 年には 3,000

万人に、2014 年には 3,700 万人にまで増加すると予想されている。 英国に於ける以上

の調査は、4,100 人以上の英国のオンライン消費者と販売業者とのインタビューに基づ

いている。（FT.com, 3/01/2009） 
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編集後記  

 

 

 

 

 

旅行情報メディアのTravelzooが、先月 メタ検索エンジン Fly.comのβ版を立ち上げた。 

そして、世界一の旅行レビュー・サイトの TripAdvisor が、航空便メタ検索ツールを立

ち上げた。  

（レビューは日本では“口コミサイト”と呼ばれている。 TripAdvisor は、昨年 10 月

に 親会社の Expedia に次いで日本市場に参入した。） 

また、旅行のメタサーチ最大手の Kayak が、自身の TravelPort.com をホテルのレビュー・

サイトに全面改修した。 

 

オンライン旅行サイト間の競争が激化している。 

 

Kayak は、TripAdvisor の牙城であるホテルのレビューの領域に挑戦する。 何しろ

TripAdvisor と言えば、ホテルのレビューと同義語と言われているくらいのブランド認

知力を持っているので、そして巨大なリーチを持っているので、この挑戦は難儀な戦い

となるだろう。 

Kayak の CEO Steve Hafner は、「TripAdvisor は商業的になり過ぎて、レビューの本来の

使命である中立性と公平性にかけている」と語って 競争心を剥き出しにしている。 彼

は、“TripAdvisor がネット公害を引き起こしている”とまで酷評している。 
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TripAdvisor は、顧客プリファレンスを用いたフィルター機能が弱い面も持っていると

も言われているので、Kayak のやり方次第では このホテルのレビューの分野にも食い

込めるかも知れない。 

反対に、TripAdvisor は 航空便メタ検索ツールを立ち上げて、Kayak が得意とするエア

ーの領域に足を踏み入れている。 Expedia と TripAdvisor の両者で、エアーとホテルの

オンライン ビジネスのシェアーを更に拡大する魂胆だ。 

 

Travelzoo と TripAdvisor は、どちらもメディア・サイトと位置づけられている。 

これらのメディア・サイトは、主として旅行情報を提供し、その情報の交換を手助けす

る。 彼等のビジネス・モデルの大部分は、広告収入モデルに依存している。 

一方、メタサーチの Kayak は、リフェラル・サイトと位置づけられる。 旅行サイトを

一網打尽に検索して（メタサーチして）、価格を中心とした情報を掻き集めて最低価格

を表示し、実際の予約を希望する顧客を、予約エンジンを持ったトランザクション・サ

イトに流し込んで紹介（リフェラル）料を得ている。 

 

上で触れたように、メディア・サイトがリフェラル・サイト化し、リフェラル・サイト

がメディア・サイト化している。 両者の“境界線”がボヤケ始めている。 

オンラインの旅行のサイトは、サイト訪問者達を何とか収入に結びつけることに腐心し

ている。 そして、オンラインの旅行会社の一部は、広告、リフェラル、トランザクシ

ョン収入の組み合わせに独自性を持たせた ハイブリッド型のビジネス・モデルに移行

しつつあるようだ。 メディア・サイトは、益々予約システムとのインターフェイスを

増やし、一方、オンライン旅行社のような従来のトランザクション・サイトでは、広告

収入の要素を取り入れたショッピングから利益を獲得する途を探っている。 （H.U.） 

 

（上記の一部は、PhoCusWright の SPOTLIGHT “Search, Shop, Buy: Inside the Tangled Web 

of Online”, June 2008 からの引用を含んでいる。 Ref: www.japan.phocuswright.com） 
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