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PhoCusWright, 6/14/2007 

1. PCW’s FIVE PREDICTIONS ABOUT THE FUTURE OF THE 
LONG TAIL IN TRAVEL 

 フォーカスライトの、ロングテールの将来に関する 5 つの予想 

 

ロングテールは、ポジティブな力を有している。 旅行とツーリズムとホスピタリティー

にとって、極めて有望である。 しかし、これは、旅行流通の世界において、主要な市場

の撹乱者となる潜在的な要素も合わせ持っている。 旅行コンテントの民主化

（democratization）が、伝統的なエアー・カー・ホテル・クルーズのチャネルである Head
（図参照）の犠牲による、新規競争者と価値方程式（value equation）を生み出していると

いう、要注意の兆しが既に存在する。 エアーの旅行のコモディティー化により、メタサ

ーチが、航空会社を旅行社（B&M とオンラインの両方）に効果的に競争させる事を可能

にし、そして、航空会社が、遂に流通チャネルを財務的に絞り上げ（即ち、フル・コンテ

ント ディール、サーチャージ徴収の脅し、コミッション撤廃）、旧来の価値方程式を危険

に晒している。 何か新しいモノの時代になりつつある。 

 

 

PhoCusWright の社長兼 CEO Philip Wolf は、彼が書いた記事“The Long Tail in Travel”の中

で、旅行流通に於けるインターネットの力の認識として、次の 5 つの見解を述べている。 
・ 小（プロダクト、チャネル、サイト、ビジネスに於ける）の影響が大 
・ ニッチの合計が力を発揮 
・ 80/20 の法則の無効が暴露（僅少の法則＝law of vital few） 
・ マーケティング予算のサイズよりも、顧客の評判がより重要 
・ 投げ売り（distress）、絶版（out of print）、製造中止（discontinued product）が、今ではバ

リューを持つ 
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さて、PhoCusWright（PCW）は、旅行流通業界に於けるロングテールの将来に付いて、5
つの予想をオファーしよう： 
 

１） ロングテールの時代が、新たな経済を動かすだろう。 
 

世界的コンテントが、サプライ・チェーンに簡単に掲載されるだろう。 
歴史的に、旅行流通チャネルは、大手のサプライヤー達の領分であった。 予約システム

は、複雑で扱い難く、ハードウエアーとソフトウエアーと、それにコネクティビティーに

は、大きな投資を必要とした。 GDS に情報を載せる為に、サプライヤーが 15 年前に採

用したグリーン スクリーンは、その使用方法を学ぶ為には、数日間から数週間の教育が必

要であった。 今日では、コンテントを全世界で利用可能にするには、Web サイトやシン

プル エディタによって実現出来てしまう。 大手の航空会社は、仲介業者（GDSとATPCO）

を使って、運賃と運賃規則を流通させている。 しかし、流通を Web に多く依存している

小さな航空会社は、顧客を呼び込む為に、自分自身の web サイトやメタサーチを使ってい

る。 複雑な高価なプロセスを継続して使いたい為に、大手航空会社は、この複雑なプラ

イシング システムを温存したがっている。 
 

実用的で低コストの予約とコンファーメーション システムが、予約可能コンテントを拡

大するだろう。 
小さな旅行サプライヤー用の、オンライン予約とその回答の為の、低コストのシェアウエ

ア パッケージ（注）が存在する。 低コスト ハードウエアーによって、単純なオンライ

ン予約機能には、小さな投資しか掛からなくなった。 これらのシステムは、駐車場やレ

ストランや B&B の予約から、preshipped luggage、天気、トラフィック、フライト・インフ

ォーメーション、イベント切符に広く使われるだろう。 

（注）【シェアウエア】shareware 
対価を求めることを作者が表明しているオンラインソフトのこと。 ソフトの使用説明書

や起動画面にシェアウエアである旨が書かれており、金額や送金先が指示されている。 通

常は無料で使える一定の試用期間が設けられており、送金確認後に送られてくるパスワー

ドを入力しなければ、その後の継続利用ができない仕組みのソフトが多い。 対価を求め

ないソフトは、フリーソフトと呼ばれる。[出典：日経パソコン用語事典2007] 
 

入金と支払のメカニズムが用意されるだろう。 
嘗ては、売上金の受け取りとクレジット・カードのクリアランスが、商業サイトにとって

の大きな障害となっていた。 しかし、Paypal や Google Checkout 等のプレイヤーの出現で、

この問題は小さくなった。 
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メディアと新たなコマース・サイトの両方が、ロングテールの世界に参入するだろう。 
旅行流通業界は、長年、非商業活動から如何に収入を得るかに苦労して来た。 商業活動

としては、それは、何時も、予約手数料、インセンティブ、コミッション、オーバーライ

ド、そして今日では、サービス・フィーであった。 便の発着案内や目的地の天候等のそ

の他の情報は、ビジネスを運営する為の必要なコストとして、無料で提供されて来た。 し

かし、今では、広告モデルの幾つかの形態によってサポートされるメディア サイトの到来

により、天気、トラフィック、フライト統計、そして、座席コンフィギュレーションさえ

も提供するサイトが、経済的に維持出来る様になった。 クオリティーの高い個々のサイ

トの登場により、アグレゲーションにバリューが出て来る様になった。 
 

ロングテールは、インターネットの普及の後に続くだろう。 
インターネットは、世界的な現象である。 その通り、だが、ロングテーは、それをサポ

ートするインフラが有って初めて可能となる。 例えば、音楽流通業界で、ロングテール

の利点を利用とするならば、MP3 プレイヤーが利用出来るインターネット環境で、単一音

楽集約サイト（single music aggregation site）にアクセスする事が必要となる。 これによ

り、インドの人は、容易に iTunes から、彼の MP3 に音楽をダウンロードする事が出来る。 

しかしながら、この同一人物が、インドで旅行したいと思い予約をしようとしたならば、

各サプライヤー（或は仲介業者）は、予約ソフトウエアーや、インターネット上での表示

や、クレジット・カードによる支払を受け取る機能を提供しなければならない。 これに

加えて、この旅行者は、旅程をプリントする機能を必要とする。 多くの先進諸国では、

通信や、ファシリティー インフラストラクチャーが、これ等の機能をサポートしていない。 

従って、旅行に於けるロングテールの流通の為には、これをサポートするために必要なイ

ンフラの開発が必要となるだろう。 
 
 

２） ロングテールの促進者（facilitator）であるコンテント プロバイダー、ソフトウエ

アー サプライヤー、ASPs が中心的なポジションを占める。 
 

ロングテールの商業化は、促進者達に大きな機会を提供する。 既存ソフトウエアー パッ

ケージは存在するものの、ニーズが成熟化するので、より複雑なケーパビリティーや、カ

スタム化のニーズが増えるだろう。 
 

多くのビジネスは、インターネットと直接競争する事を嫌う。 その代り、仲介業者にデ

ィテールを取扱わせる途を選んでいる。 世界の 500 の目的地コンテントを保有している

Viator は、この点で大きな成功を収めている。 Gulliver Travel Associates が、世界の 35,000
以上の地上手配プロダクトのサプライヤーと提携している。 反対側に位置するポイント-
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オブ-セール（旅行社？）は、数千のサプライヤーと取引するよりも、アグレゲーターとデ

ィールする事をより好んでいる。 より小さなポイント-オブ-セールは、彼等自身でテク

ノロジーを所有するよりも、これを第 3 者に外注することを選択している。 その方が、

コストが安くなる。 この戦略は、ダイナミック パッケジングの分野で、非常に上手く行

っている様だ。 特定の市場、特に車による長旅や、バケーション-ドライブ市場（依然と

して米国の 大観光旅行セグメント）をターゲットにした際には、更に大きなオポチュニ

ティーが存在する。 
 

旅行ロングテールの実行と支援と開発は、アグレゲーターやソフトウエアー開発業者やア

プリケーション サービス プロバイダーの新世代の人達にとって、大きなオポチュニティ

ーが存在する事を意味する。 
 
 

３） テクノロジーとスタンダードが進化するだろう。 
伝統的な旅行流通間で使われて来たのは、相互通信用のスタンダード データ フォーマッ

トであった。 インターネット ベースの流通の新時代にはあっては、これ等は、Open Travel 
Alliance により、XML を使用してアップツーデートされている。 不幸にも、これ等の多

くの活動は、エアー・カー・ホテル・クルーズに集中され、そして、主要な開発された標

準は、ロングテール用ではなくて、Head の為の物だった。 しかし、Head にとってさえ、

問題が無い訳では無い。 それ等の標準は、複雑で、導入の為には、しばしば大きなテク

ノロジー投資を必要とし、一貫性に欠く場合もあった。 この事は、“テール”（”the Tail”）
に於ける真の標準を開発するチャンスが、殆ど無い事を意味している。 しかし、Rearden 
Commerce の如くの主要なロングテール プレイヤーは、サプライヤーに対するデファクト

な標準を設定して、先に進みつつある。 Viator、Gullivers Travel Associates（現在は Travelport
が所有）、Rearden 等の如くのキー アグレゲーターは、複雑さを乗り越えて、ポイント-オ
ブ-セールに使い勝手の良いインターフェイスを提供している。 ロングテールが拡大し、

標準が開発されて行くので、この動きは勢いを得るだろう。 ロングテールのベネフィッ

トが、完全に認知される為には、この動きは極めて重要だ。 
 
 

４） 供給の民主化が、新たな市場とパッケジングの好機を生み出すだろう。 
相互接続の標準の欠落が、新規のマーケット支配者にチャンスを提供している。 GDS は、

過去 25 年間、旅行流通市場に君臨して来た。 彼等の顧客であるメジャー航空会社達がス

ポンサーとなったソフトウエアーとハードウエアー システムが、流通チャネルを実質的に

支配している。 しかし、 近になって、航空会社からの財務的なプレッシャーと、レガ

シーなテクノロジーと、サプライヤーの直販サイトへのシフトによって、GDS は、彼等の
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Head のコンテントに於ける経済的な地位を維持するのに苦労している。 一方、オンライ

ン旅行社と法人旅行管理会社（TMCs = travel management companies）は、GDS を含む複数

のソースからコンテントを集約（aggregate）する、新しいプラットフォームを開発し導入

しつつある。 これ等の企業は、ロングテールのコンテントのリッチ サプライを、直接的

に、若しくは Viator, Gullivers, Rearden 等のアグレゲーターから間接的に引き出す、新しい

仲介業者となる潜在力を有している。 
 

これは、旅行流通の次の波であるが、これが終りではない。 ロングテールが成長し、Head
に移動し、そして、また新たなロングテールが誕生するだろう。 
 
 

５） 旅行に於けるロングテールの成功は、検索のクオリティーに直接的に比例する。 そ

して、メタサーチ、グラフィカル検索、バーティカル検索が、その成功の鍵となる。 
 

ロングテールのコンテントを利用する為には、それを獲得しない事には話が始まらない。 

検索エンジンが、ロングテール コンテントの“線路”である。 兎に角それを見つけなけ

ればならない。 現在の検索エンジンは、余りにも多くの詳細情報を提供し過ぎて、利用

し辛くしてしまっている。  “Napa Valley の B&B”と検索すると、Google で 270,000 件、

Yahoo!で少し益しの 94,000 件の検索結果が帰って来る。 バーティカル検索を提供する、

初期段階の努力が、少しは存在する。 しかし、これ等は浅く、まだ主要なデスティネー

ションしかカバーしていない。 ゆくゆくは、旅行に於けるロングテールを活かすも殺す

も、効果的な検索の開発が鍵となるだろう。 ■ 
 
 

 
DTW, 6/14/2007 

2. Carbon-offset programs: A Reality check 

  カーボン オフセット プログラムの現状 

 

カーボン オフセット プログラムの市場が活況となっている。 過去 18 ヶ月間の間に、旅

行業界を含む多くの企業と数百万の人達が、このプログラムに参加している。 使用した

二酸化炭酸ガスを相殺するオフセット プログラムの販売によって得られた資金は、植林、

森林再生、風力／太陽発電、再生可能燃料等の環境保全事業に投資されている。 
 

これ等のプログラムを動かしている、非営利団体や営利企業の品質が問われている。 
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① これ等のプログラムは、どの位有効なのか？ 
② 誰が運営しているのか？ 
③ 信頼置ける団体／企業なのか？ 
④ モチベーションはパブリック サービスに有るのか？ それとも営利一辺倒なのか？ 
などの問いに対して、十分な回答が用意されていない。 
 

関係者達は、口を揃えて、政府による基準の設定や市場の規制を実施する必要が有ると言

っている。 それまでは、プログラムを購入する前に、購入者自らの十分な注意が必要だ。 
オフセット プログラムを販売している企業には、完全に営利目的で、良心を喰い物に利用

している所がある。 植林事業に投資したと言っても、劣悪のメンテナンスの為に、投資

が全く無駄になっているプログラムも存在する。 
環境グループの一部は、学識経験者や科学者を含めて、オフセット プログラムが、炭酸ガ

スの排出その物を減少させると言う本来の目的を、ぼやかしてしまっていると批判してい

る。 また、このプログラムを批判する環境グループの中には、石炭、石油、天然ガスの

業界寄りの、グループも混じり込んでいる。 
 

旅行関連の公害は、ジェット機やディーゼル機関車によって撒き散らされているというの

が一般的な認識であるが、実は、目的地のホテルやコンベンション センターやアリーナや

その他の建物が排出する公害の方が余程大きい。（ホテルは、再生可能エネルギー プログ

ラムの利用、風力発電の使用、白熱電灯の蛍光灯への交換等の、地球温暖化対策に努力し

ている。） 
 

世界の旅行市場は、特に中国やインドは、今後 10 年間で、年間数千万人の新しい旅行需要

を、ただでさえ既に飽和状態に達して伸び切ったインフラに、送り込んで来るだろう。 環

境保全問題への対応が、ますます重要になって来る。 
 

1,000 屯の二酸化炭酸ガスをオフセットする為には、50 本の Douglas 樅の木を植林しなけ

ればならない。（但し、その効果を完全に発揮させる為には、植林後、50 年間待たされる。） 

或は、4 エーカーの熱帯雨林の破壊を防ぐか、SUV カー145 台をハイブリッド カーに転換

する必要がある。（ジェット便の 2,000 マイル運航は、1 屯の二酸化炭酸ガスを排出する。 

中型自動車は 1,900 マイル、SUV は 1,300 マイル、ハイブリッド カーは 6,000 マイルで、1
屯の二酸化炭酸ガスを排出する。） 
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Fairmont Hotels & Resorts などの主要企業は、以下の対策を実施している。 
 

企 業 提携先 環 境 対 策 

Fairmont Pembina Institute 

（加 NPO） 
ガス削減の為のビジネス プロセスをレビューし、年間▲

30 万屯の炭酸ガスを削減。 

Galileo 
Orbitz 

Carbonfund.org 

（米 NPO） 
旅客の使用した炭酸ガス量を測定。 

EasyJet  混雑空港回避、短距離集中、新機材フリートにより排ガ

ス抑制。 当初オフセット プログラムに懐疑的であった

が、 近、国連がエンドースしたオフセット クレジット

を購入し、これを旅客に販売している。 

Vail Resorts  152,000 ワット風力発電クレジット購入。 

■ 
 
 

サスティナブル・ツーリズム（sustainable tourism）とは、「持続可能な観光」という意味で、

マスツーリズムの結果生じがちな、環境や文化の悪化、過度な商業化を避けつつ、観光地

本来の姿を求めていこうとする考え及びその実践。 オールタナティブ・ツーリズムの後

に提唱された概念。 サスティナブル・ツーリズムは、海外で既に確立されている。 導

入に至るには、自然保護区に指定される様な場所を保全し持続させるため、観光客・観光

事業者・周辺住民が、それぞれの役割を果たすことが必須条件となる。 そのためには、

観光客数の上限や移動手段や宿泊施設などの制約が求められ、それによっては、導入前よ

り旅行費用は、高くならざるを得ない。 そして、サスティナブル・ツーリズムによる収

益は、人間の手によって荒らされた環境や文化の修復・回帰を図るための資金となり、周

辺住民（貧困者層など）の雇用確保にも繋がる。 サスティナブルは、強いて言えば、今後

のあり方をスローガン的に示している。 その考えは、ツーリズムだけでなく、エコ的な行動

と言う意味で、人間の生活のあらゆる面に関係している。 

一方、オールタナティブ・ツーリズムは、それ自体で何か新しい形を示している訳ではな

い。 マスツーリズムへのアンチテーゼとして、アイデアが示されたりするなど、具体的

な（マスツーリズムに替わる）「新しさ」を表現する多様な選択肢の一つとして提唱された、

エコツーリズム、エスニックツーリズムなどのスペシャル・インタレスト・ツーリズム（SIT）
の集合体として捉えることもできる。 つまり、オールタナティブ・ツーリズムとは、帰

納的概念といえよう。 それらが結果として、マスツーリズムに変わるべきものになり得

るという意味で、「結果としてのオルタナティブ」である。 
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 
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nytimes.com, 6/19/2007 

3. Not All Plane Beds Are Equally Restful 

  全てのベッド座席は、同じ様にコンフォタブルでない 

 

BA が、2000 年に、P200m（490 億円）をかけて、初の完全フラットな 6 フィート（182cm）

のベッド座席を導入して以来、世界の航空会社間で、高々度の空間に於ける、 も快適な

睡眠の提供競争が開始されている。 しかし、航空旅客は、注意が必要だ。 “lie-flat seats”
と“flat-bed seats”は、同じ座席を違う言い方で表現している様に聞こえるが、そうではな

いのだから。 座席の幅や、リクライニング角度や、レッグルームの測定方法の統一され

た基準は、何処にも存在しない。 FAA も座席に関する、統一された規定を作っていない。 

要するに、各社はマチマチな表現を使って、自社の座席の快適性を PR している。 

今では、SQ の SIN=NYC 便の様に、18 時間を超える超長距離便が就航しているので、ベ

ッド座席は、航空会社にとって、機内食や機内エンタメ システムよりも何よりも重要な価

値あるコモディティーになっている。 従って、その善し悪しは、航空会社の採算性に致

命的な影響を与えることになる。 
 

顧客からのフィードバック（標準が設定されていないので、このフィードバックが、航空

会社のプロダクトを評価する、 も重要なインディケーターとなる）をもとに、航空会社

の座席を評価している SeatGuru.com は、次の様に解説している。 
・ recliner 座席ベースから 160 度以上、倒れな

ければならない。 
・ lie-flat seat 180 度リクライニングすると宣伝さ

れているが、実際は、若干角度が存

在する。 幾つかのケースでは、172
度止まりとなっている。 

・ flat-bed seat 完全にリクライニングさせると 180
度の真っ平らになる。 しかし、こ

の場合でも、航行中の航空機が、若

干、揚角を持って飛行している（機

種が上がっている）ので、実際は完

璧にはフラットではない。 
 

座席の特定部分と、前席の同一特定部分の長さを表す“シート・ピッチ”は、レッグルー

ムを表している様に聞こえるが、実際のそのスペースがどの位になるのかは、そこに座っ

た搭乗旅客の足の長さによって異なる。 座席幅は、通常、肘掛け若しくは座席の腰の部
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分を測定しているが、ますます多くの航空会社は、足に向かって、先細りになる様に座席

を調節している。 調査によると、この方が睡眠には快適になるそうだ。 
 

VS と BA は、レッグルームの問題を、トップ・クラス座席を通路に向かって杉綾模様に角

度を付けて配置する事により解決している。 座席を評価している Web サイト

Flayseats.com は、世界の航空会社 160 社のシート・ピッチを掲載している。 これによる

と、VS は、Upper Class の座席の頭部から踵までの長さを 79.5 吋（201.93cm）にしている。 

BA はビジネス・クラスで 72 吋（182.88cm）、F クラスで 78 吋（198.12cm）にしている。 

幅は、VS の場合は、22 吋（55.88cm）、BA の場合は 25.25 吋（64.13cm）としている。 

航空会社の座席のエクスパート Matthew J. Bennet（ニュース レターと Web サイト{cq}First 
Class Flyer 編集人）は、航空旅客は、航空会社を選択する時には、3 つの変数である、① 航
空会社のクオリティー、② 航空機のタイプ、③ 航空マイレッジを貯めている人達には、

その航空会社が属するアライアンスを、ベースにするべきだと言っている。 
 

旅客は、座席には容赦がない。 彼等は、快適な睡眠が得られない様な座席（特に角度が

付いた座席）にはゼロ・トラレンスで、その様な場合には、その航空会社のサービスのラ

ンクが一段下げられてしまう事になるほどだ。 
座席のクッションも問題になる。 座る時には、柔らかな素材が要求され、睡眠時にはよ

り固いフォームが要求される。 VS は、この問題を、就寝時に、背もたれ部分を裏側に

ボタン一つで反転させる事で解決している。 多くの航空会社の座席をデザインしている

B/E Aerospace の社長 Michael B. Baughan は、航空会社にとっては、如何に座席を競争他社

と差別化して彼等のブランド戦略を動かすかが極めて重要になっている、と語っている。 

■ 

 

Ron Cucos, who is 6 feet 5 inches, showing how he slept with knees bent while flying to Johannesburg on South African 

Airways in 2004. The airline has upgraded to flat-bed seats, but he still takes his sleeping pill. 
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wsj.com, 6/19/2007 

4. Strictly Business: Flying In Comfort on the Cheap 

 全席ビジネスの、シルバー（英）とルアビオン（仏）比較 

 

長距離便で、すし詰めのエコノミー・クラスには乗りたくないし、さりとて、$8,000 もは

たいてビジネス・クライスにも乗る余裕が無い人には、代替手段が存在する。 
ビジネス・クラス“ライト”がそれだ。 振興航空会社の Silverjet（英）と L’Avion の 2 社

が、全席ビジネス・クラス便を、この 1 月から、大西洋線に飛ばしている。 
 

全席ビジネス・クラス市場には、既に、2005 年の 10 月から運航を開始している Maxjet と
Eos の米国 2 社が存在する。 Maxjet は、NYC=LON 線を開設して以来、WAS と LAS に

拡大し、この 8 月 30 日からは LAX を開始する。 同社は、NYC=LON 線で F クラスに準

じたサービスを展開し、往復$3,800〜$7,500 で販売している。（VS と BA のビジネス・ク

ラス往復運賃は、$10,000 以上する。） 

AF/KLM も全席ビジネ・クラス便を運航しているが、チャーター航空会社の PrivatAir に運

航委託して、通常の運賃を徴収している。 
 

以下は、Silverjet と L’Avion の体験搭乗記である。 
 

Silverjet 
・ Luton＝Newark 週 7 便、使用機材 B767-200 型機（機齢 21 年、100 席）×1 機。（7 月 22
日からの毎日 2 便目に必要となる 2 機目を導入中。 追加 3 機契約済み。 11 月からは、

CHI 線を開設する） 

・ ラウンジ チェックインが可能。 チェックインは、出発時間前 30 分。 
・ 長さ 6.3 フィートのフラットベッド。 座席幅は、通常座席より 3 吋広い 21 吋。 オ

ーバーヘッド収納庫は、以前のままの小型収納庫。 
・ 客室乗務員は 10 人編成。 搭乗旅客 10 人に対して 1 人の乗務員がサービス。 
・ その他の新興企業と同様に、機内エンタメには、ポータブル ビデオが使用される。 
・ Luton 空港では、専用ターミナルを保有。 そこでは、シャワー、食事、ビジネスが可

能。 
・ Newark 空港ラウンジは、WiFi が故障して利用出来ず、航空機の座席は古く、サービス

はゆっくりであるが、$1.798〜$3,698 の低運賃には替えられない。 
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L’Avion 
・ Orly=Newark 週 6 便、使用機材 B757 型機×機（機齢 15 年、4 列 90 席） 
・ Orly 通常チェックイン。 ラウンジは、各社共通ラウンジを使用。 航空機は沖止め

なので、バス輸送が必要。 7 月に新ターミナルに移転する。 
・ 座席は、フルリクライニング出来ない。 通路幅は広い。 配膳中の機内食カートを容

易に通り抜ける事が出来る。 
・ 機内食が、在庫切れでチョイス出来ず。 チーズも在庫切れで、食べられず。 されど

往復運賃$1,594 には替えられない。 
・ Orly も Newark も、シャワー施設は利用出来ない。 
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L'Avion's Boeing 757-200 has just 90 seats. 

Pairs of seats are separated by a wide aisle. 

Silverjet's seats recline to a fully horizontal 

position (inset) 

 
 
 
 
 

 
 

 

情報 275（平成 19 年 6 月 24 日）  TD 勉強会 13



PhoCusWright, May 2007 

5. CONSUMER TRAVEL TRENDS SURVEY Ninth Edition 

 「連載」フォーカスライトの旅行消費動向調査 第 9 版（３） 

 

オンライン購入 

Online Purchasing 

 
米国では、全人口の 6 人に 1 人が、昨年、レジャー

旅行をオンライン購入している様に、継続してイン

ターネットが旅行のショッピングと購入に、不可欠

なモノとなっている。（Table 15 参照） そして、米

国人旅行者の半分以上（58%）が、レジャー旅行を

オンライン購入しているので、このチャネルは、こ

れ等の旅行者に、継続して再評価化されたバリュー

を提供している。 
 

更には、旅行の実施とレジャー旅行のオンライン購

入に、需要（segment）をより誘引すればするほど、

当然の事ながら、この目的の為の、より日常的なイ

ンターネット使用が増加する。 この傾向は、57%
の米国人旅行者に対して、62%のオンライン旅行者が、84%のオン 

ライン旅行購入者が、日常的にレジャー旅行をオンライン購入している事実を見ても明ら

かだ。 
 

これに加えて、レジャー旅行の、購入と、日常的購入の両方の、高い殆ど等しいプロポー

ションから、オンライン レジャー チャネルの規模とその成長は、同じベースの消費者の

反復的利用によって、支配的に動かされている様に思われる。 マージンを動かす為には、

（１）旅行の実施、（２）複数の旅行素材購入、（３）ビジネス旅行のレジャーへの拡張、

そして／或は、（４）ポイント−オブ−セールに於ける旅行アドオン購入の、 も高い発生率

を伴った、これ等のセグメントをターゲットにする事が如何に重要かを、これは浮き彫り

にしている。 ポイント−オブ−セールのアドオンとは、顧客 1 人当たりの平均販売額を増

加させる為に、その他の旅行素材と同時に販売する事が出来る、旅行のエクストラ（イベ

ント／アトラクションの切符、旅行保険）を指す。 
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経済の状況が、旅行購入を減速させ、そして、オンライン頻度を変えている 
過去 5 年間の住宅バブルによって作られた資産価値が、異常な消費の増加をもたらしたが、

2006 年の第 2 四半期から 2007 年にかけて、米経済の成長率は鈍化した。 住宅市場の低

迷、住宅資産を抵当にした借入金の大幅な減少、実質収入の小幅な増加が、燃料費の高騰、

金利高、未払いクレジット・カード バランス増と相俟って、家計に大きな圧迫を与えてい

る。 これらの蓄積された影響は、過去数年間よりも消費を減少させ、旅行の如くの消費

に対する可処分所得の分配を減少させている。（出典：Center for Economic Policy Research, 
“Recession Looms for the U.S. Economy in 2007”, November 2006） 
 

これ等の経済状況の影響は、旅行の発生率と旅行購入（オンラインとオフラインを合計し

た）の頻度の、2005 年と 2006 年の比較によって明らかにされる。 
コンビネーション パーチェスの例外を除いて、2006 年のエアー・ホテル・レンタカーの

購入発生率は、少なくとも▲3%低下している。（Table 16 参照） 
 

 
 
 

しかしながら、経済の減速は、旅行購入頻度により劇的に現れている。 2006 年に、全て

の 4 つの旅行のタイプ（含むコンビネーション パーチェス）が、 も低下が少ないエアー

の▲2.2%から、 大のホテルの▲12.9%と低下した。（Table 16a 参照） タイム・シェアー

人気は、このコンセプトが、通常の前払いしか要求せず、毎年、少なくともミニマムの休

暇時間を取る旅行者に安価で清潔な場所を提供するので、上昇すると予想されている。 
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これ等の経済状況と、市場の回復速度の不安定さに直面しているにも拘らず、オンライン 
レジャー旅行市場と、オンライン旅行需要は、継続して成長している。 ゆっくりとでは

あるが、 も人気のある旅行素材であるエアー・ホテル宿泊・レンタカー旅行に於いて、

オンラインの成長は歴然としている。 コンビネーション パーチェスは、2006 年に、+5.0%
ポイントと、 も大きな成長を遂げた。 PhoCusWright は、オンライン旅行者が、彼等の

ニーズに適合した（適合する事が出来る）価格と手配の旅行オプションを探し求めている

ので、オンラインの成長とシェアー シフトは、個々の素材と同様に、これ等の“セルフ パ
ッケージ”の購入によって、ますます動かされると予想する。 反対に、比較的人気のな

い旅行素材（バケーション パッケージ、タイム・シェアー、クルーズ）のオンライン購入

は減少した。 
 

も劇的な 2005 年から 2006 年にかけての変化は、旅行素材の購入頻度に現れている。 エ

アー、タイム・シェアー／バケーション・レンタル、ホテルのトランザクションは、昨年

増加したけれども、全てのその他の旅行素材のカテゴリーのオンライン購入頻度では、▲

13.7%から▲30.6%の間で減少した。 これは、消費者の支出の手控えだけでなく、旅行購

入のダイナミックスによって説明される。 オンライン旅行者が、より多くの複雑な旅行

（コンビネーション パーチェス、バケーション パッケージ、クルーズ）を購入するので、

そのサポートと購入のために、彼等は、オフラインに向かわざるを得ないのだ。 オンラ

インのレンタカー購入頻度の減少▲13.7%は、燃料価格の高騰に伴う、消費者のドライブ

の減少に直接的に起因する。 
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市場と購入のダイナミックスが、旅行素材のシフトの原因 
経済と業界の不安定さが、どの旅行素材をどの様にオンライン購入するかの変化の、明ら

かな原因となっている。 どのプロバイダーが、これ等の市場のコンディションと購入の

ダイナミックスから、 も恩恵を授かっているかを理解する為に、Table 17 と 17a は、2005
年と 2006 年の夫々の、購入のために日常的な使用されたサプライヤーと OTA 間の、各素

材の発生率と、オンライン購入率を比較している。 
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全般的に見て、OTA が、ホテル宿泊とレンタカーとタイム・シェアーを除く全ての旅行の

素材のオンライン購入で、サプライヤーよりも大きな浸食率（penetration rates）を 2006 年

に達成して、彼等の強力な吸引力を発揮している。 反対に、サプライヤーは、バケーシ

ョン パッケージとタイム・シェアーを除いて、全ての旅行素材に亘って、より大きなオン

ライン購入頻度を 2006 年に達成している。 
 

2006 年と 2005 年の間の、オンライン購入発生率と頻度の比較は、興味深いニュアンスを

明らかにしている。 
 

エアー： 2005 年よりも多くのオンライン旅行者が、2006 年にエアーを購入し、サプライ

ヤーと OTAs の両方が、この拡大（+1.0%ポイントのゲイン）から恩恵を享受した。 し

かしながら、全オンライン市場トレンドをフォローして、オンライン旅行購入者は、サプ

ライヤーから、2006 年に 4.68 回と、より多くの頻度でエアーを購入した。 
 

ホテル： 2005 年から 2006 年にかけて、如何なる旅行素材やサプライヤー（favored 
suppliers）の中で、 も成長したのがホテルである。 サプライヤーの発生率は 77%から

85%に増加したが、OTAs は 87%から 85%に減少した。 サプライヤーと OTAs のペネト

レーション レベルは同一（85%）であるが、サプライヤーは、OTAs よりも、4.92 対 3.80
の通り、より多くのホテル宿泊数（購入頻度）を獲得している。 より厳しい競争の為に、

オンライン ホテル市場は、将来の潜在的なシェアー シフトに於いては、 も不安定なセ

クターとなるだろう。 
 

レンタカー： オンライン旅行者は、2006 年にレンタカーのオンライン購入を減少させた

が発生率は、OTAs（58%）からサプライヤー（69%）にシフトした。 両方とも、燃料代

の高騰により頻度は減少した。 
 

コンビネーション パーチェス： OTAs もサプライヤーも両方とも、2006 年のコンビネー

ション パーチェスを成長させた。 OTAs は、依然として、これらの日常的な購入のトッ

プ ソースとなっている。 サプライヤーは、この測定で、5.37 から 2.72 回と も大幅に

オンライン購入頻度を減少させた。 この減少は、オンライン旅行購入者が、この素材を、

サプライヤーのオフライン チャネル（Table 17 には反映されていない）で、購入する事を

選択した為と見られている。 
 

バケーション パッケージ： OTAs は、2006 年は、2005 年よりも少ないオンライン旅行

購入者の獲得（26%から 20%）に留まった。 発生率の減少にも拘らず、サプライヤーは、

OTAs から幾らかのシェアーを獲得する事に成功した。 
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クルーズ： 経済状況の翳りが、オンライン旅行者のクルーズ購入を妨げた。 サプライ

ヤーも OTAs も、両方とも減少を経験させられた。 
 

タイム・シェアー／バケーション・レンタル： 
依然として小規模なビジネスに留まっているもの

の、サプライヤーが発生率のシェアーと購入頻度の

両方を低下させたのに対して、OTA は、2005 年と

同じレベルを 2006 年にも維持した。 
 

オンラインとオフライン チャネルの両方が、購入

素材の如何に関わらず、選択されている 
昨年の全ての購入された素材に亘って、オンライン

とオフラインのコンビネーションによる購入方法

が、購入者に も多く選ばれた。 実際、タイム・

シェアーを除く全ての旅行購入の半分が、この形態

により購入された。（Table 18） 市場に於ける、よ

り大きな購入者の優柔不断さの存在を象徴してい

るけれども、10 人中４人が、オンライン専門で、タ

イム・シェアーを除く全ての旅行を昨年に購入した。 

これは、オンとオフの二股チャネル戦略と、そして

／或は、オンライン チャネル経由の顧客サービス

とカスタマイズのオファリングが如何に重要であ

るかを物語っている。 
 
 

 

スッチングの習性 

Switching Behavior 
 
サプライヤーは、スイッチの習性を金に換えている 
ショップ−ツー−バイ（shop-to-buy）プロセスの 大のスイッチングが、オンライン旅行者

と航空会社の間で、継続して発生している。 エアーは、旅行素材のオンライン購入の中

で も頻繁に購入され、コモディティー商品と見なされているからだ。 オンライン旅行

者は、彼等のニーズに従って、ベスト運賃を探す事に極めて精通している。 2006 年の “ス
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イッチング”（52%）は、2005 年（55%）よりも、

若干よりユックリしたペースで発生している。

（Table 19 参照） 依然として、オンライン旅行社

は、全てのエアー ショッパーズの半分以上を、購

入の為に航空会社に対して失っている。 
 

2005 年からの も大きな変化は、オンライン ホテ

ル ショッパーズの予約方法に見られる。 2006 年

には、10 人中 4 人以上の OTA ショッパーズが、直

接、ホテルで彼等の予約を実施（スイッチ）した。 

2005 年には、31%がスイッチしていた。 これは、

サプライヤーのより積極的な全般的なマーケティ

ング努力とインターネット スタンスの結果、消費

者が、直接購入に価値を見出している事を際出させ

ている。 ホテルの、価格パリティ、ベスト・レート保証、検索 適化、Web の使い勝手

の改善、強力なブランディング キャンペーンの利用が、彼等の消費者直販シフトを促進さ

せている。 
 

この変化は、2005 年から 2006 年にかけての、サプ

ライヤーに対する忠誠の増加が反映されたモノで

ある。 今では、タッタの 40%のサプライヤーWeb
サイト ショッパーズが OTAs で購入している（2005
年 44%）が、サプライヤーは、ショップ−ツー−バイ

（shop-to-buy）プロセスを通じて、OTAs よりも、

より大きなロイヤルティーを支配している。（Table 
20 参照） そして、より多くの複雑な旅行が、オン

ラインでショップされ購入される様になっている

ので、このロイヤルティーは、オフライン チャネ

ルにまで拡大している。 今では、全てのサプライ

ヤーWeb サイト ショッパーズの殆ど半分が、サプ

ライヤーのコールセンターでの電話予約を選択し

ている。 

この方法が、2005 年の 32%から 2006 年の 48%にジャンプした事を見ても、サプライヤー

の、サービスの二股チャネル、ブランド毀損と価格破壊の防止、オンライン仲介業者への

依存の減少、旅行者との直接的関係の促進が、成功している事は明らかだ。 
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リテール旅行社（retail travel agencies）の、オンライン旅行社やサプライヤーに対する競争

脅威は小さいと見られている。 オンライン旅行ショッパーズのタッタの 20%、サプライ

ヤー ショッパーズの 14%しか、旅行購入の為に、リテール旅行社にスイッチしていない。 
 

価格を抜いてセレクションが主要なオンラインの購入動機となる 
ショッピングに使われるのとは異なった方法で旅行を購入する、 も強力な理論的根拠は、

圧倒的に、購入に使用されるチャネルによって変化する。 そして、オンライン チャネル

が成熟化するので、それは、進化している。 オンライン旅行者の、オフラインでショッ

ピングした後に、オンラインで購入する事を動機づけるのは、“幅広い選択”（broad 
selection）が 37%を占める。 反対に、（オンラインでショッピングの後に）、オフライン

で購入を動機づけるのは、“好きなブランド”（preferred brand）である。 旅行購入者の 33%
が、彼等が信頼している企業やブランドを特に求めている。（Table 21 参照） 
 

 
 
 

依然として、旅行の決定は、主として価格に基づくが、購入にどのチャネルを使用するか

の決定には、価格は大きな影響を与えない。 
興味深い事には、“より安い価格／レート”（lower price/rate）が、オンライン購入で 15%、

オフライン購入で 11%と、“幅広い選択”（オンライン購入 37%）と“好きなブランド”（オ

フライン購入 33%）の両方の、半分にしか購入の動機付けの理由に上げられていない。 
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価格以外の要素へのより大きな依存は、インターネ

ット チャネルの成熟化と、オンライン購入の価格

以外のバリュー プロポジション（価値命題）を探

す事に慣れている経験豊富なオンライン旅行者に

よって引き起こされている。 これ等の結果は、

2005 年調査で実施した同様の質問に対する回答が

裏付けている。 ここでは、オンライン旅行購入者

の 51%で、ショッピングと購入に使われる方法のス

ッチングの主たる理由に“より安い価格”（lower 
prices）が選ばれている。（Table 21a 参照） 
 
 
 

情報と購入の影響 

Information and Purchasing Influence 
 

オンライン集中砲火、旅行購入の決定を揺り動かす 
オンライン旅行者が、インターネットでショップし購入する際に、購入される旅行のタイ

プと購入場所に影響を与える幾つもの要素（エレメント）が存在する。 レジャー旅行の

購入に際しては、Web サイトのビジュアル フィーチャー（視覚特性）が重要である。 調

査した 5 つの視覚特性では、10 人中 7 人以上が、Web サイトのビデオと写真（81%）とオ

ンライン地図（71%）の利用が、レジャー旅行の購入方法に、 も影響を与えると述べて

いる。（Table 22 参照） 
 

 
 

情報 275（平成 19 年 6 月 24 日）  TD 勉強会 22



 

それから、オンライン旅行者は、旅行者の口コミを提供するテクノロジーを探し（52%）、

追加的Webサイトのサポート機能により旅行社のアドバイスをシミュレートする（52%）。 

リアルタイムな電子的ブローシュアーやリッチ・メディアの提供が、より複雑な旅行購入

になればなるほど、益々より必要とされている。 82%のオンライン バケーション パッ

ケージと、88%のコンビネーション パーチェスの購入者達は、これらのフィーチャーが、

旅行を購入する Web サイトの決定に、極めて大きな影響を与えていると述べている。 
 

一度、オンラインすると、オンライン旅行者は、彼

等のニーズにフィットした旅行を引き出すために、

幾つかの幾種類のソースを閲覧する。 その結果、

購入される旅行のタイプの決定に影響する、幾つか

の重要な問題が存在する。 一般検索エンジンが、

オンライン旅行者の購入の場所に影響しているの

は判っているが、Table 23 のデータは、彼等の影響

範囲が、究極的に購入される物にも及んでいる事を

指摘している。 殆ど 2/3 のオンライン旅行者が、

余りにも多くの旅行関連 Web サイトがインターネ

ット上に存在しているので、Google や Yahoo!の様な

一般検索エンジンが、彼等の旅行購入に影響を及ぼ

していると回答している。 
 

しかしながら、オンライン旅行者は、例えば新しい目的地やホテルの選択にまつわるリス

クを 小化するために、より品質の良い標的情報（targeted information）を得る事が出来る、

その他の信頼置けるソースに付いても探している。 殆ど半分のオンライン旅行者が、ユ

ーザー・ジェネレーテッド・レビューから影響を受けている。 レビューは、実際に旅行

をした人達が、現実の世界の体験談をフィードバックするので、第三者やレートのソース

よりも何よりも、旅行を計画している人達にとって貴重な情報源となっている。 
 

一般検索エンジンの半分のレベルではあるが、スペシャル ディール或はプロモーション

Web サイトと、旅行検索エンジンも、旅行の決定をガイドして貰うために使われている。 
 

異なる Web サイトに対するオンライン旅行者自身の理解（perception）は、旅行購入決定に

際して、どの様に、どの Web サイトを使用したら良いのかにも影響する。 
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これらのデータは、旅行のための方法がより成熟し、或は、より確立されればされるほど、

オンライン旅行者の Web サイトのバリューに対する理解（perception）が、より向上する事

を示している。 各“Web サイトで、 も重要と考える機能の 1 つを選択しろ”という問

いに対して、オンライン旅行者の半分以上が、オンライン旅行社の“価格とアベイラビリ

ティーの比較”（comparing prices and availability）と回答している。（Table 24 参照） オン

ライン旅行社のこの値は、他の競争 Web サイト（このレポートが調査した）の何処も太刀

打ち出来ない。 
 

 
 
 

インターネットから膨大な量の情報を選び出し、旅行者の時間をセーブする、検索エンジ

ンの能力を考えると、検索エンジンが、“バケーションの調査”（research a vacation）で 59%
を獲得しているのも当然だ。 そして、コミュニティーWeb サイトと旅行検索エンジンに

対する、欠如した、或は限定的な認識と経験が、全オンライン旅行者の 41%と 54%に対し

て、オンライン スペースに於けるこれ等の競争者の真のバリューの理解を困難にさせてい

る。 興味深い事には、1/4 が“価格とアベイラビリティーの比較”を、そして、1/4 が“バ

ケーションの調査”と回答している様に、オンライン旅行者は、ますます、コミュニティ

ーWeb サイトと旅行検索エンジンのバリューを決めかねている。 
 

■ 次週「情報 276」＜ 終回＞に続く 
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6. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 TD  
 

（１）米国務省、旅券緊急発行手数料を払い戻す 
米国で、申請の急増により、旅券の発給遅れが続いている。 国務省は、緊急に発給出来

なかった旅券に対して、申請による緊急発行手数料（$60）の払戻を可能にする。 
米上院予算委員会は、6 月 14 日、国土安全保障省（DHS）が導入する、陸路と港に於ける

再入国者全員に旅券提示を義務づける Western Hemisphere Travel Initiative の導入を、１年 5
ヶ月間延期して、2009 年 7 月 1 日からとする法案を可決した。 旅券申請が間に合わない

ので、延期が必要だと言うのが理由。 空路によるカナダ、バハマ、バミューダ、メキシ

コからの再入国には、既に、今年 1 月より、旅券提示が求められている。  

期限の延期に加えて、議会では、旅券に代る廉価な Passport Card の新設、或は運転免許の

使用が検討されている。 既に、9 月までの暫定措置として、旅券申請中の旅客に限って、

空路による再入国時の運転免許書提示が許可されている。(DTW, 6/15/2007) 
 

（２）トリップアドバイザー、会員の e-メール コンタクトをスキャン 
TripAdvisor が、会員を増加させる為に、既会員の個人的な e-メール コンタクトの名前や

メール・アドレスを、彼等の承諾を条件に、スキャンするシステムを採用した新たなコミ

ュニティー ネットワーク TripAdvisor Traveler Network を米国で立ち上げた。 
Facebook やその他のコミュニティー サイトと同様に、TripAdvisor Traveler Network は、会

員の許しを得て、彼等の個人的な e-メール コンタクトのリストを、Gmail, Yahoo Mail, AOL 
Mail, MSN Hotmail, Outlook, Outlook Express からスキャンする。 これにより、会員は、彼

等の個人的なネットワークに、誰を勧誘したら良いのかが即判る事になる。 

Facebook と同様に、TripAdvisor Traveler Network は、会員に、会員の個人的な e-メールの

コンタクトの誰が TripAdvisor の会員で、誰がそうではないのかを知らしめる。 従って、

会員が許可すれば、TripAdvisor は、例えば Sally Smith と言う会員が、スクリーン ネーム

を使用していても、彼が会員である事を割り出して来る。 

TripAdvisor は、TripAdvisor Traveler Network が、トラフィックの増加と広告収入に良い影

響を与えると期待している。(DTW, 6/15/2007) 
 

（３）ガリレオ、新法人セルフ予約ツール導入 
Galileo が、新しい法人セルフ予約ツール Traversa を導入した。 Galileo の一部顧客の中に

は、Sabre の GetThere を使用している企業が存在する。 そのグロス販売額は、年間 $2bn
（2,400 億円）に上っている。 Galileo の Travelport Classic を使用している顧客の年間グロ
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ス販売額は $2bn を下回っている。 Galileo は、IBM と提携して開発した Traversa により、

GetThere を使用している顧客の奪還を目論む。 IBM は、過去 6 年間 Galileo の顧客で、

Galileo の Travelpoint 2.0 の唯一のユーザー。 Traversa は、IBM の要求に従って、1 年半か

けて開発されたセルフ予約ツール。 現在、Galileo の 700 の顧客は、Travelport Classic を
使用している。 Galileo は、この 700 社を 2008 年の上半期に Traversa に移行させる。(DTW, 
6/18/2007) 

 
（４）エクスペディア、35 億ドル自社株購入 
オンライン旅行社の Expedia が、株価を上昇させる為に、負債を増加させて、自社株購入

に走っている企業の仲間入りをする。 $3.5bn（4,200 億円）をかけて、42%の自社株購入

を計画している。 業界誌は、 近、“Expedia 会長 Barry Diller が、1 株$30 の買収により

Expedia を非上場企業化する取り組みをしている”と報道していた。 火曜日のこの動きは、

2005 年に、インターネットグループの IAC から Expedia をスピンアウトさせた、Diller の
も新しい試み。 Expedia は、激化する競争と、オンライン旅行市場の成熟化による成長

鈍化で苦戦しているが、依然として世界一のオンライン旅行社の座を維持している。 競

争相手には、Travelocity, Orbitz, Priceline が存在する。 Travelocity は非上場化に向かいつ

つあり、Orbitz は、Blackstone による Travelport の$4.3bn 買収の 1 年後に、再上場化を計画

している。(FT.com, 6/19/2007) 
 

（５）エクスペディア、非管理ビジネス市場への対応強化 
Expediaが、頻繁にレジャー旅行サイトを訪れている非管理ビジネス旅客（出張規程に規制

されないビジネス旅客、主として中小企業に多い）の獲得を狙って、MileageManagerの如

くのマイレッジ記録の追跡ツール（小額の手数料が必要）を、Expedia Businessのページ

www.expedia.com/businee に導入する。 この他に、旅程を携帯電話に転送する機能も新設

す る 。  Expedia は 、 Orbitz.com の 、 2 月 の 、 ビ ジ ネ ス 旅 客 用 セ ク シ ョ ン

http://roadwarrior.orbitz.com の新設を追いかけている。 Orbitz Travel Solution Groupは、こ

の新設ページは、orbitz.comの数百のその他のページの中で、コンバージョン率でトップ

10 に入ると言っている。(DTW, 6/21/2007) 
 
 
 
 

 空 運  
 

（１）エーアールシー、5 月実績 $7.8bn 
ARC の 5 月精算実績が $7.8bn（9,360 億円、前年同期比 +1.1%）を達成した。 1 店舗当
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たりの 1 日平均売上は、$12,199 であった。 国内線販売は、税除きで▲4.5%の $3.5bn（4,200
億円）、国際線は、+6.5%の $3.2bn（3,840 億円）であった。 E-チケットの普及率は、95.3%
で、前年を+2.3%上回った。(DTW, 6/15/2007) 
 

（２）マッコリー（豪）ローマ空港投資から撤退 
豪Macquarie銀行の世界空港投資企業Macquarie Airports（MAp）が、ROMの2空港（Fuimicino
の Leonardo Da Vinci 空港と、Caimpino の Giovan Battista Pastine 空港）を管理する Aerorporti 
di Rom の株式 44.74%を、E1.24bn（1,990 億円）で、筆頭株主の Gemina（51%を保有）に

売却すると発表した。 MAp は、この株式を、2003 年に E480 で購入したので、僅か 4 年

で、投資額の約倍の利益を獲得する事になる。 Macquarie と Gemina の間には、今後の

ROM 空港拡張計画を巡って確執が存在していた。 Gemina は、Romiti ファミリー、Beneton
ファミリー、プライベート エクイティー企業 Clessidra、及び、幾つかのファインンス グ
ループによって保有されている。 Romiti も、Gemina の他の株主と不仲で、今回持ち株を

手放す事となった。（Cesare Romiti は元 Fiat 会長、ファミリーは、イタリアのメディアと建

築業など幅広いセクターの中心的な役割を担っている。）(FT.com, 6/18/2007) 
 

（３）オークランド空港、株式売却交渉開始 
Canadian Pension Plan Investment Plan が、ニュージーランドの国際航空旅客の 70%を取扱う

Auckland International Airport 株の買収に動いている。 この年金基金は、1 株 NZ$3.10 で買

収するオファーを、幾つかの AIA 株主に持ちかけた。 これは、CPPIP の AIA 買収の第１

段階と噂されている。 しかし、株主は、CPPIA のオファーを断った。 この動きを受け

て、AIA の株価は、NZ$3.15 に +12%値を上げた。 AIA は、CPPIP を含めて、幾つかの

投資家と協議を開始している事を認めている。 

AMP Capital Investors のエクイティーのヘッドは、AIA は優良投資物件で、EBITDA 比 20
倍プラス 20%が成立するかも知れないと語っている。 $3.70 と仮定すると、AIA は時総

額 NZ$4.5bn（4,260 億円）のバリュー−を持つ事になる。 AIA 完全買収は、12.75%を保有

する Auckland City Council と、9.6%を保有する Manukau City Council の 2 つの地元カウンシ

ルが障害になると見られている。(FT.com, 6/18/2007) 
 

（４）ルフトハンザ ユニット、キングフィッシャー（印）の整備受託に成功 
LH Technik AG が、インドの振興航空会社 Kingfisher 航空の 10 カ年に亘る整備契約を、

$100m（120 億円）以上で受注した。 LH の整備子会社である LH Technik AG は、インド

のインフラ グループ GMR Group と提携してインドのユニットを設立しつつあり、

Kingfisher 以外にも Air Deccan や Jet Airways の整備サポートを実施している。(wsj.com, 
6/19/2007) 
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（５）ユナイテッド航空、旅客単位収入上昇を期待 
アナリスト達は、UA の第 2 四半期が、前の 2 期連続欠損を克服して、利益を計上すると

予想している。 UA は、第 2 四半期のメインラインの RASM が、+2.75%〜+3.25%上昇す

ると期待していると発表した。 この上昇は、国際線の強力なイールドが貢献している。 

同社が、証券取引委員会で開示した第 2 四半期の運航諸元は下記の通り。 
 

 供 給 トラフィック コスト CASM 

メインライン ▲1% ±0%〜▲0.5% 
¢11.05〜¢11.09 
(前年 11.43)（注） 

リジョナル +7.5% +6.5%〜+7%  

アナリスト予想利益 $1,23/1 株（前年$1.09） 

（注）燃油費及び一時的特別費用を除くと、前年同期比±0%〜+0.5%。 
(wsj.com, 6/19/2007) 
 

（６）アリタリア売却、またまた混沌 
・ AZ の政府保有株 49.9%の売却に対する入札希望

者には、 終的に伊の No. 2 キャリアである Air 
One を保有する AP Holdings（伊銀行 Intesa 
Sanpaolo SpA と提携）と、ロシアの OAO Aeroflot
（時価総額で伊 大の銀行UniCredit SpAと提携）

の 2 グループが残っている。 1 月に入札希望を

表明した 11 社は、この 2 社を除いて全て撤退し

た。 

・ Air One は、先週、伊財務大臣宛に書簡を送り、

AZ の帳簿開示が不十分だと訴えた。 
・ 今度は、Aeroflot が、Air One 同様に、AZ の情報開示が極めて少ないので、このままで

は、入札レースから離脱すると言い始めた。 
・ 伊政府は、入札が Air One 1 社になる事を恐れ、急遽、米プライベート エクイティー企

業の MaltinPatterson に対して、応募期限が閉め切られているにも拘らず、入札に参加す

る事を認め、デユー・ディリジェンスの手続きを開始させた。 
・ MaltinPatterson は、5 月に、条件が厳し過ぎるとして、この入札から撤退した TPG と

AZ 買収チームを編成していた。 
・ MaltinPatterson が復帰する事になれば、買収提携パートナーであった TPG の復帰の可能

性も出て来る。 
・ 終的拘束力ある入札の期限は、7 月 2 日にセットされている。 場合によっては、入

札の募集を一からやり直す嵌めになるのかも知れない。 
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(FT, 6/18/2007) 
 

（７）欧州、機内携帯電話使用を許可 
エアバスは、6 月 19 日、European Aviation Safety Agency が、9 月から機内携帯電話の使用

を許可したと発表した。 エアバス機に装着された OneAir（エアバスと SITA の合弁企業）

のシステムにより、旅客は、9,840 フィート（3,000m）以上の上空で、機内電話の使用が可

能になる。 

(9,840 フィート上空に使用が限定されるのは、地上波に対する電波干渉を回避するため。) 
OneAir は、未だ使用料を決定していないが、通話料金が $2.50/分、SMS テキスト・メッ

セージの送受信が 1 メッセージ ¢50 となる模様である。 客室乗務員は、携帯電話のスッ

チをオフにする（或はテキスト・メッセージに限定する）オプションを有している。 

AF/KLM の短距離 A318 型機が、 初の機内携帯電話サービスを提供する事になるが、

easyJet, TAP ポルトガル航空、Ryanair が、年内にサービスを開始する。(wsj.com, 6/20/2007) 
 

（８）欧州は、3 大航空会社に集約されるだろう 
欧州航空市場は、間もなく 3 大航空会社 BA, AF/KLM, LH に集約されるだろう。 そして、

この余波が、米国やアジアの市場にも伝播して行くだろう。 来年 3 月に発行する大西洋

オープン・スカイが、この動きを加速させるだろう。 
予想されるコンソリには、以下が存在する。 
 

買収対象 潜在的買収社 備 考 

IB 
TPG と BA が買収を希望している他、LH も Apax（英

PE）と組んで買収に動いていると言われている。 
BA は IB 株 10%保有。

BMI 
SAS が、2008 年に BMI 株 20%を売却する。 
30%−1 株を保有している LH が買収を希望。 

BMI は LHR スロット

12%保有。 

Spanair SAS が、保有株式 95%を売却予定。  

AZ Air One（伊）と OAO Aeroflot（露）が入札希望 P28, (6)参照 

VS 
SQ が、VS 株 49%の売却先を探している。 
LH がこれに興味を示している。 

 

 

これらのコンソリで、競争プレッシャーを受ける事になる BA 株が売られている。 過去

52 週で 安値近くをうろついている。 LH は、過去 3 ヶ月間、略フラットで推移してい

る。 IB 株は、1 株 E3.60 を若干上回るレベル。 TPG が IB にビッドする事を示唆してい

る。 コンソリは、大幅なコスト効率を達成するだろう。 2004 年に合併した AF/KLM と、

それより規模は小さいが、2005 年の LH の Swiss 買収の成功が、それを実証している。

(wsj.com, 6/20/2007) 
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（９）英国航空の投資グレード ステータスが改善 
S&P は、BA の長期企業クレジット レーティングを BB+から BBB-（ も低い投資グレー

ド カテゴリー）に 1 段階格上げした。 また、上位無担保債権（senior unsecured debt） 
の長期クレジット レーティングについても、BB-から BB+に 2 段階上昇させた。 BA が、

投資グレード カテゴリーに復帰するのは、2003 年 7 月の“ジャンク”ステータス格下げ

以来、４年目の出来事となる。 この間に、BA は、P6.6bn から P990m に負債（ネット）

を減少させ、マージンを安定的に拡大させた。(FT.com, 6/20/2007) 
 

（10）米国内線、夏期繁忙期運賃値下げ 
運賃追跡 Web サイト FareCompare.com によると、幾つかの値上げ努力にも拘らず、夏の運

賃が▲8%から▲15%値下げされている。 近では、AirTran の如くの LCC が、14 日事前

販売運賃の夏の特別販売を開始し、メジャー各社がこれにマッチングしている。(wsj.com, 
6/21/2007) 
 

（11）ズームが、ロンドン＝ニューヨーク線開設 
米運輸省は、6 月 19 日、Zoom（英）の LON=NYC 線を認可した。 Zoom は、カナダの

LCC である同一名 Zoom の姉妹会社で、この路線の片道標準運賃を、 低 $199 からで販

売する。 エコノミー座席は 31 吋ピッチで、ホット ミールとノン アルコール飲料は無料

で提供されるが、機内エンタメのヘッドセットは、持参しない場合は $5 で販売する。 同

社は、Premium Economy 座席（35〜36 吋ピッチ）を用意している。 LON 線の他に、

NYC=Bermuda 線を、片道 $69 で販売する。(DTW, 6/21/2007) 
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（12）タイ エアーアジア、2007 年利益 4 倍を期待 
タイ 大の LCC Thai AirAsia が、2007 年の利益見通しが、前年比×4 倍の 2 億バーツ（7.6
億円）になると発表した。 収入は、48 億バーツ（183 億円）になると予想されている。 

旅客数は 420 万人となる。 
この増益は、堅調なツーリズム需要の増加によるモ

ノ。 Thai AirAsia は、7 月に BKK=南部中国の都市

Shenzhen に、10 月に雲南省の省都である Kunming
に乗り入れる。 来年には、更に、中国の 3〜4 都

市への乗入れを計画している。 現在保有の×13
機を、今年下半期のリース契約締結で、A320 型機

×40 機のフリートにアップグレードする。 ハノイ、

マカオ、プノンペン、ヤンゴン等の国際線×10 路線

に就航している。(DTW, 6/22/2007)          Air hostesses giving a traditional Thai greeting 
 
 
 

 水 運  
 

（１）ソマリア沖 海賊出没拡大 
ソマリア沖の海賊出没が増加して、事態を危機的レベルに悪化させている。 既に 100 人

以上が海賊に拉致され、身代金を要求されている。 ソマリアは、インド洋から紅海に至

る世界貿易の重要な海運ルートに面している。 内戦が続く不安定なソマリアでは、1991
年より有効な政権が誕生していない。 これが事態を更に悪化させている。 海賊は、訓

練された戦闘員で、衛星通信システムと GPS を備えたスピードボートで襲撃し、船員を拉

致して身代金を請求し、それを、内戦の為の武器の購入に当てている。 米海軍を含む国

際タスク フォースが警備に当たっているが、ソマリアの 1,880 マイルに及ぶ海岸線が、効

果的な警備を難しくしている。 マラッカ海峡の如くの、マレーシア・インドネシア・シ

ンガポール海軍による如くの、強力なパトロールが求められている。(wsj.com, 6/11/2007) 
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（２）ドバイ ワールドが、クイーン エリザベス 2 号を購入 
Dubai World が、QE2 を、Cunard Line から $100m（120 億円）で購入した。 40 年の歴史

を持つこの 20 世紀を代表した豪華客船（船長 293m、70,000 屯、乗員乗客 2,794 人）は、

ドバイで海上ホテルとして、船としての使命を終える事になる。 40 年間で、大西洋を 800
回以上横断し、250 万人の船客を運んだ。 Dubai World は、ドバイ政府が 100%所有する

投資企業で、世界に Adelphi Hotel を含むホテルとエンターテイメントの資産を保有してい

る。 Cunard は米クルーズ会社 Carnival Corporation により保有されている。(FT.com, 
6/18/2007) 

 

 
 

（３）カーニバル、2Q 増益達成なるも、年度利益見通し低下 
Carnival Corp は、5 月 31 日に終了した第 2 四半期決算で、前年同期比 2.6%増益した純益 
$390m（468 億円）を計上した。 収入は、+9%増の $2.9bn（3,480 億円）であった。 Carnival
は、年度の利益見通しを、1 株 $2.90〜$3.10 から$2.85〜$2.95 に低下させた。 カリブ ク
ルーズの過去 2 年間の低迷が足を引っ張っている。 Carnival とライバル社の Royal 
Caribbean は、船をより儲かる欧州クルーズに廻している。 アジアのクルーズは、Carnival
が予想した通りには増えていない。 クルーズ船客が増加するまでには、後１年から 2 年

を必要とするだろう。 アジアの旅行業界は、この地域のクルーズ人口が 2010 年には、 
+40%増加して、150 万人に達すると予測している。 Royal Caribbean は、12 月よりアジア 
クルーズを開始する。 Carnival は、Carnival, Princess, Holland America のクルーズ ライン

と、Cunard ラインの QM2 を保有している。(wsj.com, 6/20/2007) 
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 陸運&ロジスティックス  
 

（１）スイス、世界 長陸上トンネル完成 
スイスが、アルプスを貫通する、陸路では世界 長トンネル Loetschberg（21 マイル＝

33.7km）を、$3.5bn（3,380 億円）をかけて完成させた。 これにより、ドイツとイタリア

が 3 時間半で結ばれる事になる。 貨物列車は時速 160km、旅客列車は時速 240km 走行が

可能。 Loetschberg は、日本の八甲田トンネル（16.4 マイル＝26.4km）を抜いて世界 長

トンネルとなった。 しかし海底トンネルの青函トンネル（36 マイル）や英仏海峡トンネ

ル Channel Tunnel（31 マイル）よりは短い。 12 月 9 日よりは、旅客列車の運行が始まる。 

毎日、貨物列車が 72 本、旅客列車が 43 本運航される。 費用との関係で、東側の単線だ

けが完成された。 西側トンネルの完成の目処は立っていない。(wsj.com, 6/15/2007) 
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（２）フェデックス、第 4 四半期決算、アナリストの期待を裏切る 
5 月に終了した FedEx の第 4 四半期決算は、純益が +7%増益の $610m（732 億円）となっ

た。 収入は+8%の $9.15bn（1 兆 1,000 億円）であった。 1 株当たりの利益は、1.96 セ

ントで、エアバスからの A380 型機の違約金収入 6 セントを除くと、アナリストの期待 1.96
セントを下回った。 米景気の後退を反映して、継続して米国内のエクスプレス デリバリ

ーの荷動きが減少している。 FedEx は、今年度の投資を +21%増加して、中国及び米国

に於ける新ターミナル建設と顧客情報システムの整備に、$3.5bn（4,200 億円）を注ぎ込む。

(wsj.com, 6/21/2007) 

 
 
 

 ホテル＆リゾート  
 

（１）ペンナショナル ゲーミング、$8.9bn で買収に合意 
全米に 18 のカジノと競馬場を保有する Penn National Gaming が、プライベート エクイテ

ィー企業の Fortress と Centerbirdge Partners に、現金$8.9bn（1,680 億円）（含負債 $2.8bn）
で買収される事に合意した。 この買収価格は、6 月 14 日の株価に対して +31%のプレミ

アムが載せられている。 Pennは、3月31日に終了した会計年度で、ネット収入$2.3bn（2,760
億円）を計上している。 23,000 台のスロットマシンと、400 以上のゲーム テーブルを運

営し、1,700 室のホテル客室を保有している。 このディールは、Apollo の $17.1bn（2 兆

500億円）に上るHarrah’sの買収に次ぐプライベート エクイティー企業のカジノの買収で、

Harrah’s のマルチプルより若干劣る、推定 EBITDA 比約 10 倍のディールとなる。(FT.com, 
6/15/2007) 

 

Penn National has 18 gambling operations in 14 jurisdictions, including these slot machines at Charles Town Races and 

Slots in West Virginia. 

情報 275（平成 19 年 6 月 24 日）  TD 勉強会 34



 
 
（２）レストランのオンライン予約が増加し始めている 
1999 年に創立した、レストランのオンライン予約会社 OpenTabe.com の累計予約席数が

4,000 万席を突破した。 100 万席までに 3 年間かかったが、今では、7,000 軒のレストラ

ン（NYC と LAX に集中している）と契約し、毎月 200 万のディナーの予約を処理してい

る。 レストランのレーティング サービスの zagat.com にも OpenTable の予約窓口が設置

してある。 OpenTable の良い所は、単に予約を処理するだけではなくて、顧客の情報を

蓄える事が出来る事だ。 

・奥さん以外の女友達とデートする場合は、奥さんの予約と重ならない様にする、 
・シェフからのデザートのサービスと言わせて、勘定にはデザート代を載せる、 
・必ず、壁にかけた絵の下の座席を予約する、 
・何時も取替え引替え新しいパートナーを連れて来る客には、常連扱いをしない、 
などの顧客の要求にも、100%の確率で、対応出来る様になる。 OpenTable のオンライン

予約機能サービスは有料。 同社の Web サイトには、OpenTable を利用すると 1 ヶ月平均

253 席のオンライン予約が得られて、そのコストは 12 席分で相殺出来ると宣伝してある。 
航空会社のオンライン予約が今やマストな機能となっている様に、レストランのオンライ

ン予約も必要不可欠な機能となるだろう。 シリコンバレーのベンチャー投資企業

Benchmark は、この会社に $21.6m（2,600 億円）を投資している。(nytimes.com, 6/18/2007) 
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Doug Washington, left, and Mitchell Rosenthal are partners in Salt House in San Francisco, one of 7,000 restaurants using 

OpenTable. 

 

（３）米ホテル業界、未曾有の好景気に湧く 
Smith Travel Research によると、米ホテル業界は、2006 年に、利益（$26.6bn≒3 兆 1,900 億

円）と収入（$133.4bn≒16 兆円）を達成した、 これ等は、どちらも業界新記録。 利益

率は、20%近くに達し（2005 年は 18%）、オキュパンシーは 63%であった。 ADR は +7.2%
上昇した。 2007 年も、+6%の上昇が期待出来るだろう。 そして、初めて 1 泊 $100 の

大台を超えるだろう。 Smith Travel Research は、ホテル業界の好景気は、2009 年まで継

続するだろうと予想している。(nytimes.com, 6/18/2007) 
 

（４）リッツカールトン、モスクワにオープン 
Ritz-Carlton（344 室）が、モスクワの赤の広場の歴史的な Tverskaya Street に、7 月 1 日に

オープンする。 建設費は $350m（420億円）で、宿泊費は1泊 $1,000から。(DTW, 6/19/2007) 
 

（５）ガトウィック空港に、カプセル ホテルがオープン 
Gatwick 空港に、Yotel と呼ばれる、カプセルもどきのホテル（46 キャビン）が 7 月 1 日に

オープンする。 利用は 4 時間以上で、利用料金は $50 から。 ベッドと専用バス・ルー

ムと Wi-Hi インターネット接続が可能。 ルーム・サービスは TV によるオーダーで 24 時

間サービスされる。(DTW, 6/20/2007) 
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（６）MGM ミラージュ、LAS のリゾート コンプレックスで提携 
世界第 2 位のゲーミング  オペレーターMGM 
Mirage と、Kerzner International が、LAS Strip で、数

10 億ドル規模のリゾート コンプレックスを共同建

設する 50:50 の合弁企業を立ち上げる。 MGM が

所有する土地 40 エーカー（エーカー当たり $20m
の価値が有る）を提供し、Kerzner International
（Bahama レゾート Atlantis を所有）が、開発と運営

を担当する。 Kerzner International は、3 月に Colony 
Capital と Providence Equity に $3.6bn（4,320 億円）

で買収されている。 一方 MGM Mirage の 56.3%を保有するビリオネアの Kirk Kerkorian
は、Bellagio Hotel and Casino と CityCenter（$7.4bn プロジェクト）の買収を断念した。

(channelnewsasia.com, 6/21/2007)      A view of the Mirage hotel in Las Vegas 
 
 
 

 その他  
 

（１）ブラックストーン上場 
プライベート エクイティー企業のBlackstoneが、6月22日にNYC証券取引所に上場した。 

1 株 $31（企業総バリュー $33bn≒3 兆 9,600 億円）で 12.3%を売り出し、$4.13bn（4,960
億円）の資金を市場から調達した。 上場初日は、$35.06 で引けた。 この上場は、米国

市場に於ける過去 5 年間で 大の上場で、且つ、Google 上場以来の も注目された上場と

なった。 Blackstone CEO Steve Schwarzman が所有する 23%は、値上げ後の株価で算定す

ると $10bn（1 兆 2,000 億円）の資産価値となり、今回の上場で $677m（815 億円）を手

にした。 米議会は、プライベート エクイティー企業に対する優遇税制の見直しを検討し

ている。(nytimes, 6/21/2007) 
 
 
 

Senators Max Baucus, a Democrat, left, and 

Charles Grassley, a Republican, are sponsoring 

a bill to end a tax advantage for hedge funds. 
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編集後記 
 
 
 
 
 

今週号の「フォーカスライトのオンライン旅行消費動向調査（３）」の要約を書いてみる。 
 
 
 

 インターネットが普及し、旅行のオンライン購入が拡大している。 
 

 経済の減速により、昨年、旅行全体の購入は減少したが、オンライン旅行購入者のオ

ンライン購入は継続して成長している。 
 

 旅行のダイナミックスの変化により、オンライン旅行購入者のオフライン購入が増加

した。 複雑な旅行の購入が増加して、彼らは、オフラインのヘルプを求めている。 
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 オンライン旅行社でショップ後、サプライヤー サイトでオンライン購入する、所謂

スイッチングが継続して増加している。 サプライヤーは、オンライン直販の拡大に

努力している。 この努力は成功している。 
 

 価格が、チャネル決定の重要な要因にはならなくなった。 オンライン購入では、“幅

広い選択”が、オフライン購入では、“好きなブランド”が、チャネル決定の も大

きな理由に挙げられている。 消費者は、オンラインの経験を積んで、価格以外のバ

リュー プロポジションを見分ける力を付けている。 
 

 オンライン販売では、ビデオや写真のビジュアル フィーチャーが重要。 オンライ

ン地図も含んだ、リッチ・メディアが必要だ。 
 

 これに加えて、仲間のレビュー等の口コミに、消費者の信頼が置かれている。 
 

 グーグルやヤフーなどの一般検索エンジンが、旅行の購入に大きな影響を発揮してい

る。 スペシャル ディール或はプロモーションの Web サイトや旅行検索エンジンも

使われている。 
 
 

旅行流通の世界は、確実に、毎年、速いスピードで変化している。 同じフォーカスライ

トの「ロングテールの将来に関する 5 つの予想」からも、それがひしひしと感じられる。 

（H.U.） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 275 （ 以 上 ） 
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