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TDR, 8/22/2007 

1. Travel Distribution Report  8 月 22 日号の要約 

 
TDR8 月 22 日号（Vol. 15, No. 17）は、次のニュースを掲載している。 
（１） ソーシャル・ネットワークと旅行 
（２） ホテルの 2007 年〜2008 年の動き 
（３） ワークトピアのミーティング旅行需要支援 
（４） ミッドウエスト航空買収、競争促進 
 

何時もの様に、以下に各ニュースの要約を記す。 
 
 

（１） ソーシャル・ネットワークと旅行 

Social Networks Build Travel Brand Connections Among The Messes 
Rather than pushing booking to MySpace users, new travel applications focus on fun. 

 

信頼が置ける口コミ マーケティングに勝てる者は居ない。 だから、ユーザー ジェネ

レーテッドの旅行コンテントと、インタラクティブな旅行プラニングが大流行するのだ。 

そして、多くの旅行の企業が、ソーシャル ネットワークを受け入れている。 しかし、

実際にコミュニティーを作っている企業は、ホンの少ししか存在しない。 その代わり

に、彼等は、インターネットのいかなる他の現象よりも早く成長している、コミュニテ

ィー サイトである Facebook や MySapce と提携している。 

Facebook が、同社のプラットフームを外部のディベロパーに解放した際に、多くの旅行

の企業が、この巨大なバイラル マーケティング（viral marketing = 口コミによる商品の

市場浸透・拡大を狙うマーケティング手法）の機会を提供してくれるチャンスに飛び乗

った。 以下が、その実際の例である。 
 
SideStep の場合 
SideStep のコア・コンピタンスは旅行検索であるが、『コミュニティーの知識と実体験

を、強力な検索ツールと合同させ、旅行者の旅行計画時の第一番目に選択されるサイト

となる』、と言う新たな目標を設定した。 そして、8 週間前に、Facebook 上に、SideStep
の Trips ツールを立ち上げた。 ユーザーは、そこで、彼等の友人達を旅に誘い、旅の

ノートをシェアーし、旅行中に何をするかを相談し、写真をアップロードする事が出来

る。 Facebook 会員の 25 万人以上が、この Trip アプリケーションを利用している。 こ

の利用の傾向が継続されるのであれば、ツール利用者は、2008 年には 150 万人に、2009
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年には 500 万人に達するモノと期待されている。 SideStep は、将来は、更にダイナミ

ックなオプションとする為に、このツールに検索テクノロジーを統合する事を考えてい

る。 ユーザーが LAS 旅行をセットアップしたならば、Trips アプリケーションで、航

空運賃と LAS のホテルのディールをオファーさせる事を考えている。 
 

VirtualTourist Maps の場合 
オンライン旅行ガイドの VirtualTourist.com は、旅行者に何処に行ったら良いのか、そこ

で何をしたら良いのかを決める手助けをする、ユーザー ジェネレーテッド コンテント

だけを提供する。 この会社は、伝統的に口コミ マーケティングに依存している会社

であるが、Facebook と提携して、更にユーザーの拡大を試みている。 

VirtualTourist の Mapster ツールを使って、Facebook のユーザーは、誰が一番世界を旅行

しているのかを、健全に競い合う事が出来る。 Mapster によって、自分達が旅行した

場所を示す地図を作製し、友人にも同様の地図を作製する事を勧めるが出来る。 

VirtualTourist は、この Mapster を立ち上げた数週間後に、堅固なユーザー ベースを開発

する事に成功している。（Virtual Tourist のページは、P. 4 及び P. 5 参照） 
 

Travelpod の場合 
旅行ブロッギングサイトの Travelpod は、新たな Facebook へのプレゼンスを利用して、

既存会員のロイヤルティーの醸成と、新規のユーザーの獲得を目指している。 

Travelpod は、“The Travel IQ Challenge”を立ち上げて、世界の都市をアテッコするゲー

ムを展開している。 得点表が画面に表示される。 又、Travelpod は、旅行中のユー

ザーのブログをユーザーの友人や家族に対して配信し、自動的に Facebook のアップツ

ーデートも実施する。 “Travel IQ Challenge”には、現在、342,000 人が参加しており、

Facebook の 2 番目に人気有る旅行アプリケーションとなっている。 そして、Travelpod
のトラフィックの増加に貢献している。 

（Travelpod のページは、P. 6 及び P. 7 参照） 
 

TripAdvisor の場合 
TripAdvisor は、多くの消費者がユーザーのレビューを閲覧する、 も成功した旅行コ

ミュニティー サイトと言われている。 しかし、この TripAdvisor でさえ Facebook と

関係を持っている。 “Cities I’ve Visited”は、Facebook のユーザーに、友人間でシェ

アーし旅行計画を支援する、インタラクティブな地図の作成を可能にしている。 この

“Cities I’ve Visited”は、110 万人の人達に使われている、もう１つの人気アプリケーシ

ョンだ。 TripAdvisor は、自身のソーシャル ネットワーキング オプションと、Facebook
のアプリケーションを結びつけて、Web に亘った本格的なユーザー ジェネレーテッド 
コンテントを流通させる事を考えている。 □ 
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（２） ホテルの 2007 年〜2008 年の動き 

Hotels’ Plan for 2008: Grab The Reins On Image & Inventory 
Challenges: How to win over consumers with the right green initiatives and 
non-traditional amenities. 

 

ガソリン高騰と経済の不安定化がある中で、過去に見られなかった勢いで、より多くの

人達が旅行している。 まことにホテル業界にとっては、好ましい状況が続いている。 

より多くの旅行者が、ホテルに滞在して呉れているので、ホテルは、彼等のニーズへの

対応と、テクノロジー カーブの先頭に立つ為の幾つかの動きを見せている。 

以下が、今年から来年にかけての、ホテル業界の動きだ。 
 

・レートが継続して上昇している。 
2006 年に客室レートは +7.2%上昇した。 2007 年には +6%上昇するだろう。 そして、

この勢いは止まる事を知らず、2008 年には更に +5.2%上昇すると予測されている。

(Smith Travel Research) 

2001 年 9 月 11 日の事件の後で、2 段階のサイクルが発生している。 第 1 段階は、需

要の復活でオキュパンシーが上昇、しかしレートは緩慢な動きを見せた。 そして、現

在は、第 2 段階のオキュパンシーがユックリしたモノとなり、レートがインフレ率の倍

以上で上昇しつつある。 
 

・小規模グループが、ホテル直販サイト予約の増加を引っ張っている。 
ホテルの直販サイトが、継続して、オンライン旅行社からシェアーを奪いつつある。 特

に小規模グループ、協会、ビジネス等の顧客のダイレクト予約が、この動きを加速させ

ている。 人間は、社会的動物であるので、結婚式であれ、スポーツ・イベントであれ、

年次総会であれ、集まって会話する事を欲している。 

ホテル直販サイトにシェアーを奪われているオンライン旅行社は、米国のホテル販売か

ら、海外のホテル販売へフォーカスを変えている。 
 

・ホテルがインベントリーと顧客のコントロール権を奪い返しつつある。 
以前は、ホテルは、オンライン旅行社やその他の第 3 者に、販売を依存せざるを得なか

った。 しかし、現在は、彼等のプロダクトとインベントリーの支配権を、関連性

（relevancy）とパーソナリゼーションにフォーカスした Web 2.0 を採用する事によって、

オンライン旅行社から取り戻す事を欲している。 

リッチ コンテントからソーシャル・ネットワーキングからバックエンド プロセスまで、

ホテルは、ズーット、オンライン旅行者に対して、本格的な関連性ある Web サイトを
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提供する事に取り組んでいる。 この取り組みには、面白いパッケージのオファーや、

アップセルの機会の追求や、ホテル周辺のアクティビティーやエクスカーションのハプ

ニングを含んだ、カスタマイズ可能なバケーションの提供が含まれている。 
ホテルのコントロール権の強化には、EzRez の如くのオンライン収入管理システムの成

功が大きく貢献している。 ホテルは、彼等のメッセジングをコントロールする方法を

追求し、彼等のレートを設定しコントロールする事に積極的であるので、オンライン収

入管理システムは、益々使われるだろう。 
 

・ライフスタイル チェーン、オンライン販売開始 
ホテルは、皆、インターネットの利用を開始しているとは謂えども、多くのブティーク 
ホテルは、未だオンライン販売の優位性を獲得し切れていない。 しかし、ライフスタ

イル ホテルの人気が増すにつれ、彼等は、オンライン販売を流通のパワーハウスとし

て受け入れ始めている。 ブティーク ホテルは、自分自身でオンライン販売を行う願

望を有しているけれども、当面は、膨大なコンテントと巨大なリーチを誇るオンライン

旅行社の世話にならざるを得ないだろう。 
 

・伝統的アメニティーが消滅している。 
ベイビーブーマーや Gen. Xers の世代は、旅先でも、家庭と同様のパーソナルな快適性

を求めている。 彼等は、何時でもお互いに連絡を取り合い、仕事と遊びのどちらにも

熱心で、それを両立させる事に努力している。 という事は、ホテルは、伝統的なアメ

ニティーを捨てて、ハイテクのアメニティーを取り揃えなければならなくなって来てい

る。 幾つかのホテルは、客室に於ける Wi-Fi 環境を整え、Blackberry や iPod の充電用

のコンセントを用意している。 そして、ペットの公園や子供のケアーの場を作ったり、

スパやフィットネス センターなどの豪華な施設をオープンしたりしている。 
 

・環境問題への対応をユックリ進めている。 
ホテルが、徐々に、環境問題への対応を進めている。 ここ数年、リネンの再使用プロ

グラムがホテル サービスの標準的なコンポーネントとなっている。 より高価なグリ

ーン アメニティーは、これ等のアイディアが、クリティカル・マスを超える迄待たな

ければならないだろう。 近の Starwood Hotels & Resorts が委嘱した調査 ELEMENT 
Hotels は、環境問題に理解を示していると言っている 59%の旅行者が、旅先ではエネル

ギー消費削減努力を実施していないと報告している。 

ホテルは、環境問題に対して、炭酸ガス相殺プログラムの如くの保守的なアプローチ策

を採用している。 グリーン ホテル建設やデザインの如くの、より高度なイニシャテ

ィブの採用には時間がかかるだろう。 □ 
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（３） ワークトピアのミーティング旅行需要支援 

Worktopia Helps Travel Players Cash In On Meetings Market 
Online booking engine showcases meeting space to lure biz travelers  – and others. 

 

ミーティングがビジネス旅行の中心でありながら、小規模ミーティングとそれを主催す

る企業は、グループ旅行の方程式からは忘れ去られている。 しかし、この市場は、$16bn
（1 兆 9,000 億円）の大きな規模を有している。 
Worktopia は、オンライン ミーティング予約エンジンのリーディング企業だ。 ミーテ

ィングがセットアップされない限り、それに付随するエアーやホテル客室などの旅行手

配は始まらない。 このミーティングのセットアップは、手間が余計にかかり、手配者

にとっては難儀な仕事となる。 Worktopia は、このミーティングのセットアップのオ

ンライン手配を可能にする。 

Worktopia は、GDS にミーティングの手配機能を提供し、ワンストップ ショッピング

の場としての GDS の地位を強化させるのに貢献している。 
また Groople.com とも提携して、グループのオーガナイザー達が、レジャー グループ

旅行のミーティングの場（結婚式場、リユニオン会場、クラブ大会の場など）を探し出

すのを助けている。 □ 
 
 

（４） ミッドウエスト航空買収、競争促進 

Airline Merger In Midwest Means More Competition To Come 
TPG – not AirTran – sweeps up Midwest Airlines. 

 

既報のニュースなので割愛する。 
この記事の中に、以下のコメントがあった。 
・ NW は、消極的なパートナーとして TPG の買収に参加しているが、 終的には、

Midwest を買収するかも知れない。 
・ この買収は、Frontier や jetBlue に対して、彼等の将来の提携社を見つけ出す動機付

けに、幾らかのプレッシャーを与えるだろう。 
・ Midwest の根城の直ぐそばには、DL の Cincinnati/Northern Kentucky（CVG）ハブが

存在する。 
□ ■ 
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nytimes.com, 8/19/2007 

2. A Hotelier Is Breaking the Mold Once Again 

 イアン シュレイガーのブティーク ホテル 

 

Ian Schrager（61）は、1970 年代後半から 1980 年代前半に、この閉鎖的な業界に入り、

所謂ブティーク ホテルのイメージを確立した、超シック ホテルのデザイナーだ。 
彼は、マンハッタンの Royalton や Paramount ホテル、フロリダの South Beach の Delano、
西ハリウッドの Mondrian でもって、彼のファッショナブルな、ホテル デザイナーとし

ての名声を不動のモノとした。 
 

ライフスタイル ホテルとしても知られているブティーク ホテルは、以下の様なコンセ

プトを有した、トラベル エクスペリエンスを豊かにして呉れるホテルの事を言う。 
 

・ ロビー ソーシャライズィング（ホテルのロビーが宿泊客の集いの場となる） 
・ 手頃なシック（手に届く豪華さとスタイリッシュで洗練された雰囲気を醸し出す） 
・ 都会のリゾート（スパ、手の込んだフィットネス センターによる、大都会の喧騒の

中に於けるオアシスの提供） 
 

つまり、この手のホテルは、“ベッドと朝食”以上のモノを提供し、今迄のホテルの概

念を革新する。 マリオットは、世界のブティーク ホテル市場の規模を、 $6bn〜$7bn
（7,200 億円〜8,400 億円）と見積もっている。 そして、その半分が、米国市場に存在

していると言っている。 
 

そのマリオットが、Schrager と手を組んで、世界に 100 軒のブティーク ホテルを運営

すると 6 月に発表した。 このブランド名は、未だ決まっていない。 Marriott は、世

界に 2,900 のホテルを運営し、年商 $12bn（1 兆 4,000 億円）を稼いでいるけれども、

今まで、ブティークには手を出さなかった。 ブティークの格好良さのアピールが、サ

ービスのアピールよりも前に出過ぎて、Marriott のバリューとコア・コンピタンスとは

相容れないと考えていたからだ。 

しかし、ライバルの Starwood Hotel and Resorts が、ブティーク ホテル ブランド“W”

を 1999 年から展開し、（W は、現在、世界に 21 ホテルを展開）、そして、ブティーク ホ
テルに対する人気が高まるにつれて、Marriott の会長兼 CEO Bill Marriott（75）（Marriott
の創立者 J. Willard Marriott の息子）は、このブランドをポートフォリオに加える必要が

あると考え出した。 

昨年 9 月に、Bill Marriott が、Schrager がデザインした Gramercy Park Hotel を見て感銘
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し、電光石火、今回、Marriott と Schrager との契約が締結された。 ホテルの Wal-Mart
である Marriott（Schrager）と、超シックが売り物の Schrager とは、まるで水と油の関

係に有る様だが、業界は、この提携を、Marriott が Schrager のデザインを、Schrager が
Marriott の巨大な市場を、夫々が獲得で来た Win-Win 提携だと言っている。 
 

Marriott は、 近では、Nickelodeon（アニメ TV）と提携し、家族をターゲットしたホ

テル ブランドを開発しているが、Schrager との契約は、同社のリーチを更に拡大する

だろう。 現在の Marriott のポートフォリオのベースには、低価格帯の Fairfield Inn ブ

ランド、中級の Courtyard、より上級の Marriott ブランド、ラクジュリーの Ritz-Carlton
を取り揃えているが、Marriott は、新たなブティーク ブランドの開発で、洒落た、より

個性を発揮した 5 つ星のアメニティーを欲している、若い裕福な旅行者の獲得を目指す

事になる。 Schrager は、Marriott ブランドを利用して、ライフスタイル市場セグメン

トのメジャー プレイヤーとして、Apple や Nike や Sony の様に、マスの顧客ベースを

作り出す事が可能になる。 
 

Marriott は、既に、このブティーク ブランドに対するシリアスな問い合わせが、50 件

以上に達していると言っている。 そして、内 5 件が、LOI に基づく具体的交渉が開始

されていると言う。 
 

 
Ian Schrager at the Gramercy Park Hotel in Manhattan. The corridors are dim to better contrast with the colors in the 

rooms. 
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Morgans Hotel 
1982 New York 
The look was monochromatic 

and minimal: maple paneling 

instead of traditional hotel 

wallpaper, an ironed duvet 

instead of a patterned 

bedspread. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Delano Hotel 
1995 Miami 
He chosen an all-white theme, with high-gloss 

white wood floors, to be an antidote to the pinks 

and pastels found in other Miami hotels. 
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St. Martin’s Lane 
1998 London 
He kept the sleek white 
furniture bud added 
colored lights. Guests 
controlled the lighting, 
turning the room blue, 
green, red or yellow. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Hudson Hotel 
2000 New York 
Inspired by trans-Atlantic ocean liners, he gave 

the rooms teak paneling and edgy metal details, 

like an aluminum chair similar to one found on 

U.S. Navy ships. 
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Gramercy Park Hotel 
2006 New York 
Concerned that minimalism 

had become the rule in hotel 

design, he abruptly departed 

from it. Wanting a quirky, 

artistic look, he chose colors 

from the Renaissance – jade 

and deep rose – and velvet, 

leather and tapestry furniture. 

 
 

 

■ 
 
 
 
 
nytimes.com, 8/19/2007 

3. reservations for 38, With an Online Travel Planner 

 オンライン グループ予約増加 

 

オンライン グループ予約が可能になって来た。 ミルウオーキーの財務アドバイザー

Mark Purnell は、38 人が LAS に集まるファミリー リユニオン会を、全てオンラインで

手配する事が出来た。 GroupAbout サイトを通じて、1 泊 $123 のワンベッドルーム ス
イート（タイムシェアー コンプレックス）をオンライン グループ予約し、TripHub サ

イトの e-メール サービスで、参加者と、リユニオンの計画とアクティビティーを相談

した。 彼は、10 年前のファミリー リユニオンでは、電話と郵便による連絡で苦労し

たけれども、今日では、旅行計画と手配が、インターネットのお陰で、いとも簡単に出

来る様になったと言っている。 
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Mark Purnell, second from left at rear, in baseball cap, used the Internet to plan this year’s Naylor 

family reunion. Some 38 members attended. (Mr. Purnell’s paternal grandmother was a Naylor.) 

 

 

Purnell の様に、より多くのグループ旅行者が、彼等の旅行計画を手配する為に、Web
を使っている。 旅行流通の調査会社 PhoCusWright によれば、5 人〜19 人が参加する

レジャー グループ旅行の規模は、2005 年に $15.3bn（1 兆 8,300 億円）に達していると

言う。 この市場規模は、年率 +23.5%で増加して 、2008 年には $18.9bn（2 兆 2,600
億円）に達すると予測されている。 そして、この間に、オンライン販売は、+82.1%
増加して $7.1bn（8,500 億円）になると予測されている。（PCW の調査については、情

報 258 号〜260 号「グループとミーティングのビジネス チャンス」を参照。） 
 

PCW によれば、ファミリー リユニオンがレジャー グループ旅行の中で 大のセグメ

ントで、全体のグループ市場の 55%を構成している。 以下、スポーツ アウティング 
29%、友人達とのリユニオン 26%、結婚式 22%、協会やコミュニティー グループの集

まり 20%が続く。 
 

オンライン グループ旅行企業のトップは、Groople と GroupAbout の 2 社だ。 彼等は、

2004 年から、オンラインで、ホテル・トランスポーテーション・アクティビティー・

クルーズ・パッケージについての情報を提供し、5 人以上のグループの旅行の計画を支

援している。 グループ参加者は、情報を共有し、オンラインに於ける予約と費用の支

払が出来る。 この 2 社は、グループ割引レート（特にホテルの割引レート）の提供も

行っている。 Groople は Travelocity, SideStep, Kayak と、GroupAbout は SideStep, Orbitz
と、夫々提携している。 
 

2002 年に創立した Hotel Planner は、異なったビジネス・モデルを採用している。 グ

ループの顧客から目的地と旅行ニーズを聴取した後、ホテルからオンライン入札させる
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仕組みを採用している。 一度、グループが入札を受け付けると、Hotel Planner は、そ

のグループに対して、参加者達がそこでホテル予約が出来る、カスタマイズされた Web
サイトを立ち上げる。 
 

今月、Priceline は、5 人〜9 人のグループが、レートをビッディングするか公示料金を

使用するかの何れかの方法によって、オンライン ホテル予約が出来る仕組みを開発し

た。 10 人以上の予約の場合は、ホテルから入札を受け付ける事が出来る。 又、そ

の他のオンライン オプションとしては、Travelocity の間際旅行サービスによってオフ

ァーされる Meet Me In プログラムがある。 このプログラムでは、2 つ異なった都市か

ら旅行する 4 人迄のグループが、1 つ目的地に集合するためのオンライン予約と、割引

パッケージの購入を可能にする。 
 

オンライン予約よりは、グループ旅行の計画をサポートしているのが、2005 年に立ち

上がった TripHub だ。 実際の予約が必要になる場合は、TripHub は、グループ顧客を

オンライン旅行社やサプライヤー直販サイトに送り込む。 TripHub は、サプライヤー

から紹介料を徴収する他、広告収入を稼いでいる。 同じく 2005 年に立ち上がった

Triporama は、グループ参加者間に於ける、旅行の事前調査情報の共有と、計画のコー

ディネートを支援する。 そして、バケーション パッケージや、オンライン広告スペ

ースを販売する他、 Starwood Hotels and Resorts Worldwide や CruiseShipCenters 
International の如くの旅行企業とリンクを張っている。 
 

Hilton の e-Events サービスは、グループに対して、オンラインで、5〜25 室のレートの

獲得と、ミーティング ルームやその他のサービスの予約を可能にする。 そして、グ

ループのホテル宿泊の為のカスタム可能な Web サイトをセットアップする。 この他

に、Carnival Cruise Lines, Carlson Hotels Worldwide, InterContinental Hotels Group が、自社

サイトで、グループの旅行計画やオンライン予約機能を提供している。 
 

PCW は、グループを予約する前に、オフラインを含めた方々のチャネルで、良くグル

ープ割引レートを比較しろと言っている。 グループ レートは、著しく透明性に欠け

ており、ベスト価格の獲得が難しい為だ。 多くの国内線航空会社は、10 人以上のグ

ループに対して割引料金を提供している。 航空会社は、グループ予約をオンラインや

電話で受け付けているけれども、回答は、全て電話により行われている。 特により大

きなグループの場合は、航空会社やホテルの販売デスクと直接交渉するのが、 も好ま

しい方法だと、Forrester Research の主席研究員 Henry Harteveldt が語っている。 ■ 
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nytimes.com, 8/20/2007 

4. Ad Growth for AOL Called Vital to a Remake 

 AOL のオンライン広告伸び失速、インターネットに変化 

 

1 年前に、AOL は、インターネット アクセスを販売する事業から、オンライン広告を

主体とする事業へ大きく転換した。 これは、ダイアルアップ アクセス サービス購読

顧客の急速な減少の為に、已むを得ざる数少ない選択であった。 
 

オンライン広告の急成長の波に乗って、依然として、月間 9,000 万人以上の人々をサイ

トに引き寄せる、 も人気有るサイトの 1 つである AOL にとって、この新たな戦略は

成功している様だ。  
 

しかし、このオンライン広告収入が、期待された通りには伸びていない。 後の四半

期の AOL のオンライン ディスプレー広告収入は、+16%増と、アナリスト達が予想し

ていた +21%を大きく割り込んでいる。 その前の四半期の +40%増からも大幅に増率

を低下させている。 調査企業の eMarketer は、北米のオンライン広告が、今年 +28.5%
増加すると予測しているのと比較すると、+16%増は大きく見劣りがする。 
 

この伸び率の減少は、急変する今日のインターネット市場の状況をハイライトさせてい

るのかも知れない。 広告が、オフライン媒体からインターネットへ急速にシフトして

いるけれども、 大のオーディエンスを支配しているポータル達、即ち、AOL や、そ

して Yahoo!や Microsoft は、オンライン広告市場での影響力を無くしつつある。 イン

ターネット ポータル NO. 1 の Yahoo!の 後の四半期の広告収入も、+8%しか伸びてい

ない。 
 

人々は、インターネットを、異なった用途に使

い始めているのかも知れない。 
Web ユーザーの新世代は、オンラインで彼等が

欲するモノを探し出す達人で、ポータルの検索

に余り頼っていない。 それ以上に、若い世代

のオーディエンスは、ソーシャル・ネットワー

キング サイトでより多くの時間を費やし、伝統

的なインターネット ポータルでは、時間を使わ

ない様になって来ている。 
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Yahoo!と同様、AOL は、MySpace や Facebook やその他と、オーディエンスと広告主の

取り合い競争を演じている。 これ等のソーシャル・ネットワーキング サイトに加え

て、ブログ、ニュース収集者、ニッチ コンテント サイト達が、インターネット ユー

ザーと広告主を引き寄せている。 
 
AOL は、至近の四半期のオンライン広告収入の増率の低下は、一時的なモノで、同社の事

業転換計画には問題が無いと説明している。 AOL の 90%を保有している親会社の Time 

Warner 株は、今年▲17%値を下げている。 
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     2000 年 1 月 AOL と Time Warner 合併 
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【関連ニュース、FT.com, 8/22/2007】 
グーグル、ユーチューブの新広告モデル発表 
Google は、8 月 22 日、YouTube の新たな広告モデルを発表した。 Google は、このモ

デルは、ビデオ シェアリング サイトのその他の広告フォーマットよりも、5 倍〜10 倍

も効果があると言っている。 
 

各ビデオ クリップの開始後、15 秒後に、ビデオ ウインドーの下部 5 分の 1 に、半透

明のオーバーレー（広告）を 10 秒間表示する。 広告を見たく無い人は、このオーバ

ーレーを画面から消す事が可能。 見たい人は、開始ボタンをクリックする事で、広告

を閲覧する事が出来る。 
 

Google は、この広告モデルの導入で、投資家達の YouTube のビジネス モデルに対する

懸念を、解消する事が出来るだろう。 昨年 10 月の、$1.65bn（1,900 億円）に上る YouTube
買収に対して、投資家達は、YouTube の 1 億人のユーザー達がサイトの商業化に対する

反対の中で、Google が、この投資回収をどの様に達成するかを問うていた。 
 

β版テストで、バナー広告の如くの標準的フォーマットに対して、5 倍から 10 倍も、

ビュアー達が、このモデルをクリックする確率が高い事が証明されている。 10%以下

のビュアーは、オーバーレーを消し去ったが、75%の人達が、ビデオ広告を全て閲覧し

たと言う。 
 

PhoCusWright は、2006 年から 2011 年の間に、インターネット広告市場は $31.6bn（3
兆 7,900 億円）から $73.1bn（8 兆 7,700 億円）に急成長すると予測しているけれども、

マーケター達は、人気の高い Web サイトの多くのユーザーが、ビデオ クリップの前に

映し出される“pre-roll”広告の如くの現在のフォーマットを、直ぐに消し去ってしまう

兆候を心配している。 Google の調査は、ユーザーが“pre-roll”広告を我慢してくれ

ず、Pre-roll 広告の長さとビデオ広告忌避が正比例する事を明らかにしている。 TV の

コマーシャルに向いているかも知れないが、特に短いビデオ クリップには、pre-roll 広
告は向いていない。 
 

さしあたって、Google は、コンテント パートナー（YouTube にビデオをライセンスし

ている 1,000 社以上のメディア企業）のビデオ クリップのみに、この広告を掲載する。 

これにより、Google は、広告掲載を好まないコピーライトを有しているビデオとの法

的問題を回避する。 広告掲載料は、1,000 回の広告閲覧に対して $20 となる。 この

収入は、YouTube とメディア パートナー間でスプリットされる。 
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Nielsen/NetRating によれば、6 月の YouTube のユーザーは 5,100 万人で、MySpace, AOL, 
Yahoo!の 3 サイトのユーザーの合計よりも多い。 アナリストは、このオーバーレーを

使用したビデオ広告が成功すれば、Google が、YouTube 買収から大きな投資回収を獲得

する事が出来るだろうと言っている。 eMarketer は、ビデオ広告市場規模は、今年、

昨年比倍近くの $775m（930 億円）に達し、2011 年には、$4.3bn（5,100 億円）に拡大

すると予測している。 
 
 

 

A demonstration of an ad for a movie on the bottom of a YouTube video. Real ads would not reflect 

the content of a video. 

 
 
 

なお、YouTubeの新しいビデオ広告モデルについては、CNETジャパン 

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20354891,00.htm を、 

日米動画広告市場比較については、Web広告会社「サイバーウィング」広屋社長のブロ

グ 2007.08.14 デジタルな広告たち  http://hiroya.typepad.jp/blog/2007/08/post_3883.html 
を参照下さい。 ■ 
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5. 其の他のニュース 

 

 旅行流通 & TD  
 

（１）アメリカン航空、商標権を利用した広告掲載で グーグルを提訴 
AA 航空は、AA が登録した商標を、ライバル社にキーワード販売したとして、Fort Worth
の地方裁判所に対し、Google を相手取った損害賠償（損害額は明示されていない）の

訴訟を起こした。 Google のユーザーが AA の商標に関する言葉若しくはフレーズ、例

えば Aadvantage（AA の FFP プログラム）を入力すると、AA の Web サイトにリンクす

るが、同時に、“スポンサード リンク”としてライバル社のターゲット広告が、検索結

果の脇に表示される。 Google は、同様の訴訟を数社（中小企業が多い）から起こさ

れている。 2 年以上前の Virginia 州での保険会社 Geico Corp.が起こした訴訟では、裁

判所は、Google のこの広告手法は、適法行為であると判決している。(wsj.com, 8/17/2007) 
 

（２）トラベロシティー他、キューバ渡航販売で罰金 
米財務省は、10 年前に制定されたキューバへの渡航サービス提供禁止法に違反した廉

で、Travelocity に対して $182,750 の罰金の支払を命じた。 財務省によれば、Travelocity
は 1998 年 1 月から 2004 年までに、特別なライセンスを取得せずに、キューバへの旅行

サービスを 1,458 回に亘って提供していた。 財務省は、American Express Travel Related 
Service に対しても、同社の子会社の American Express Company Mexico が、キューバ向

けパッケージ ツアーを、2002 年 12 月から 2003 年 10 月までの間、販売したとして、

$16,625 の罰金を科した。 

また、インターネット販売で、キューバ製の葉巻を購入した 2 人が、$999.45 と$510 の

罰金を支払わされている。(DTW, 8/20/2007) 
 

（３）トラベルポート、ワールドスパン買収手続き完了 
Travelport は、8 月 21 日、EU の承認を得て、Worldspan の買収手続きが完了したと発表

した。 Travelport は、GDS と Web 予約サービス プロバイダーの Worldspan を、$1.4bn
（1,680 億円）で買収した。 Travelport は、GDS の Galileo やコンテント ホールセラー

の Gullivers Travel Associate や、オンライン旅行社の Orbitz Worldwide を所有している。 

Travelport は、世界の 750 のサプライヤーと、63,000 の旅行社に、旅行流通サービスを

提供している。 同社は、プライベート・エクイティー企業の Blackstone Group (NYC), 
Technology Crossover Ventures (California), One Equity Partners (NYC)によって所有されて

いる。(DTW, 8/22/2007) 
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（４）グーグルとヤフーが人気投票でトップ 
Jupiter Research の調査によると、オンライン ブランドの人気投票で、Google が票の 36%
を獲得して、人気 No. 1 サイトとなった。 
2 位は Yahoo!の 32%。 急成長を遂げているソーシ

ャル・ネットワーキング サイトの MySpace は、18
歳から 24 歳の若者達の 32%の票を獲得している。 

その他の主要なサイトの成績は、Amazon が 20%、

eBay 18%、Microsoft 11%、AOL 7%、Apple 3%とな

っている。 この人気投票は、回答者に、「好きな

オンライン サイトを 2 つ挙げろ」と質問している。 

この調査は、特定のサイトを好むブランド愛好者達

が増えている事を示している。    Yahoo head quarters in Sunnyvale, California 
(channelonewsasia.com, 8/21/2007) 
 

（５）バーモント州、強化型運転免許証発行 
バーモント州がワシントン州に続いて、強化型免許証（enhanced drivers license = EDL）
を発行する契約を国土安全保障省と固めた。 この EDL は、米加市民の米国再入国時

に提示が必要となる旅券などの身分を証明する書類を、暫定的に代替する事が出来る。 

本年 1 月より、WHTI（Western Hemisphere Travel Initiative）規則に基づいて、カナダや

カリブやメキシコなど米近隣諸国からの米市民の米国再入国時には、旅券若しくはそれ

に代る身分証明証の提示が必要となった。 EDL は、パスポート・カードと同様、RFID
を内蔵し、そこに格納された特殊なコードを読み取る事によって、国境の入国審査係が、

DHS のデータバンクにアクセスする事が出来る仕組みがとられている。 

WHTI 規則は、本年 1 月から空路による再入国に適用されているが、来年より海路及び

陸路による再入国にも適用される事になっている。 旅券発行は、$100 近くがかかる

ため、これに代る安価な代替証明書の利用の要求が、特に旅行業界などから上がってい

た。 DHS は、EDL によるテストを開始し、実行上問題無ければ、旅券の代替身分証

明証として承認する。 なお、議会（上院予算委員会）は、準備不足であるとして、来

年から予定されている WHTI 規則の本格導入を、2009 年 6 月まで延期する事を検討し

ている。(DTW, 8/23/2007) 
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 空 運  
 

（１）ライアン航空、エールリンガス株を買い増す 
Ryanair が、Aer Lingus 株を、25.17%から 29.4%まで買い増した。 これで、Ryanair は、

アイルランド政府を抜いて Aer Lingus の筆頭株主となった。 欧州連合の競争当局は、

今年 6 月、著しく競争を阻害するとして、昨年の Ryanair による Aer Lingus 買収を許可

しないと言う決定を行った。 この決定により、Ryanair は、再度の Aer Lingus の完全

買収ビッドを実施出来なくされている。 Ryanair は、この決定を不服として、間もな

く第一審欧州裁判所に異議申し立てを行う模様である。 Ryanair は、株価下落のチャ

ンスを活かして、通常買収ビッドを起こす持ち株レベルである 大 29.9%まで Aer 
Lingus 株を買い増す動きを示している。 JP Morgan のアナリストは、「欧州連合による

ネガティブな意見が出ていると言うのに、株を買い増すのは理屈に合わない」、と語っ

ている。(FT.com, 8/20/2007) 
 

Ryanair は、8 月 22 日、11 月 12 日から Brussels-Charleroi 空港発着便の運航を中止する

と発表した。 6 月 15 日〜17 日の間、同空港のセキュリティー係員の山猫ストで空港

閉鎖が発生、Ryanair の 22,500 人以上の旅客に影響が発生した。 Ryanair は、この様な

空港閉鎖の事態の再発防止策を空港に要求している。 そして事態改善の約束が出来な

いならば、11 月から同空港発着便を運休すると表明した。 Ryanair は、Brussels-Charleroi
空港に航空機×4 機を駐機させ 21 路線を運航している。(FT.com, 8/22/2007) 
 

Ryanair と Charleroi 空港は、8 月 23 日、暫定的な合意に達した。(wsj.com, 8/23/2007) 
 

Advertising Standards 当局は、Ryanair の宣伝文句「LON と BRU 間は、Eurostar よりも速

い」が実態を表していないとして、この宣伝の停止を命令した。 AS 当局は、この宣

伝文句には、空港と都市中央部間のトランジット タイムが含まれていないと言ってい

る。(FT.com, 8/22/2007) 
 

Ryanair は、9 月 20 日以降の予約から、チェックイン施設の利用料 £2（E3）の徴収を

開始する。 同社は、既に受託手荷物×1 個当たり £5.50（E6）を徴収しているが、チ

ェックイン利用料は、これにオントップされる。 この手数料は、収入増加の為ではな

くて、空港コスト削減のためと説明されている。(wsj.com, 8/24/2007) 
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（２）ATA ハワイ線拡大、サウスウエストとの提携が貢献 
ATA が、ハワイ線を拡大している。 6 月に OAK から Lihue と Hilo、LAS から Maui
に増便し、ハワイ線の供給は、ATA の総供給の 2/3 を構成する迄に拡大した。 ATA は、

北米 5 地点からハワイに週 100 便の 多の直行便を運航している。 Southwest 航空と

の 7 年間の提携は、コードシェアー協定以上のモノを ATA にもたらしている。 ハワ

イ線を含めて ATA 路線には、Southwest の巨大な路線網からの乗り継ぎ旅客が多い。 

ATA は 1972 年にチャーター旅行クラブとして発足、軍用チャーターが今でも総事業の

半分を構成する。 2005 年に Pleasant Holiday のチャーター契約が中止されてから定期

便を拡大している。 2004 年秋には Chapter-11 を申請、2006 年 2 月に離脱、以来、

Southwest と提携し、そして、ハワイ線を拡大している。(DTW, 8/21/2007) 
 

（３）中国南方航空、上半期利益計上 
広東ベースの中国南方航空（フリート規模で中国 大航空会社）が、上半期決算で 3
億 800 万人民元（48.7 億円）の純益を計上した。 強力な旅客需要の増加と為替差益（12.7
億元）が、好決算の原動力。 人民元は、昨年 6 月末以来、米ドルに対して 5%切り上

がっている。 
 

 1st Hlf ‘07 1st Hlf ‘06 差 異 

収 入 252.1 億元 211.4 億元 +19% 

純 益 
（国際会計法） 

3.08 億元 
(1.68 億元) 

▲ 8.54 億元 
（N.A.） 

（N.M.） 
 

(wsj.com, 8/21/2007) 
 

（４）バージン アメリカの IT 戦略 
8 月 6 日に SFO=NYC 線に就航した Virgin America は、大手航空会社のコスト高のメー

ンフレームと航空会社用のソフトウエアーに囲まれた、伝統的フレームワークとは大違

いな IT インフラを作り上げている。 
Linux のオペレーティング システムで動く安価なサーバー、自社 Web サイトを含む自

家製のアプリケーション、低コストの改修可能な“オープンソース”ソフトウエアーを

使用し、そして、IT 業務の大部分を、10 社のテック企業に外注している。 
多くの確立した航空会社は、年間収入の 2.5%〜3%（数千万ドル）を IT 部門に費やし、

IT スタッフを 600 人〜1,200 人保有している。（IBM 調べ） しかし、Virgin America の

年間 IT 予算は $5m（6 億円）に抑制され、スタッフの数は 15 人しか居ない。 
Virgin America（従業員 540 人）は、オープンソースのソフトウエアーやその他の安価

なテクノロジーを採用する事で、上半期に▲$5.4m のコストをセーブ出来たと言ってい
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る。 しかし、就航後、Web サイトや予約発券が一時ストップしたり、自慢の機内のハ

イテク エンタメ システムが故障したり、オペレーションの面で異常が続いている。 

Forrester Research の Henry Harteveldt は、「Virgin America の IT は、クリエイティビティ

ーで A、しかし、実行面では C-若しくは D+だ」と言っている。 就航初期に付き物の、

これ等のオペレーション上の問題が解決されれば、Virgin America の IT は、本来の大き

な強さを発揮するだろう。(wsj.com, 8/21/2007) 
 

（５）デルタの新 CEO が指名された 
元 NW CEO Richard Anderson（52）が、9 月 1 日から、DL の新 CEO に就任する事とな

った。 Anderson は、2001 年〜2004 年 10 月まで NW の CEO を勤め、現在、UnitedHealth 
Group の executive VP 兼 DL の社外取締で、Gerald Grinstein（75）の後を引き継ぐ。 
Anderson の DL CEO 就任は、必ずや DL+NW の合併の憶測を噴出させるだろう。 時

期 CEO の 有力候補と看做されていた CFO Edward Bastian は社長に就任する。

(nytimes.com, 8/22/2007) 
 

 
 

Despite analyst speculation, 

Richard H. Anderson, named 

Delta Air Lines chief, said no 

merger with Northwest was 

needed. 

 
 

 
 

（６）ロンドンにようこそ、しかし荷物が見つかりません 
BA の LHR 航空に於けるバケトラが、大幅に増加している。 BA に対する旅客のクレ

ームが増加している。 第 2 四半期の受託手荷物誤手配は、1,000 旅客当たり 28 個に達

している。 これは、米国メジャーで 悪の US 航空の倍のレベル。 今年上半期で、

BA は、55 万人の顧客の手荷物を紛失している。 

BA は、手荷物のオペレーションは、通常の状態に復帰したと言っているが、LHR 空港

では、フライトが乱れれば、依然としてメルトダウンの可能性を秘めている。 
 

BA のバケトラのルーツは、この航空会社の次に代表される機能不全（dysfunction）に

由来している。 
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・ 各部門間のオペレーションの責任の

擦り合い、 
・ マンパワー不足、 
・ 古いエクイプメント、 
・ 満員のフライト 
・ セキュリティー ハッスル、 
・ タイトに設定されたスケジュール、 
 
 

これに加えて、LHR 空港のバゲッジ システムが、5 月から 6 月の間に 10 回も故障した。 

IATA 事務総長の Giovanni Bisignani は、セキュリティー待ち時間からバゲッジ デリバ

リーまで全てに於いて、LHR 空港のサービス レベルが呆れる程低下していると批判し

ている。 2006 年 8 月の爆破テロ計画発覚後、機内持ち込み手荷物が 1 個に制限され

ている事も、事態を悪化させている。（このワンバッグ ポリシーの導入で、BA の受託

手荷物は、+15%増加している。） 
 

BA は、以下の対策をとっている。 
・ 問題の多いT4と T1間のバゲッジ コンベアー トンネ

ルを補完する為に、トラックによる両ターミナル間の

輸送を開始、 
・ +340 人の手荷物係を採用、 
・ 低乗り継ぎ時間を+15 分延長、（ターミナル移動は

90 分、同一ターミナルの乗り継ぎは 75 分） 
・ L＆F の電話応対者の増員。 
しかし、根本的な解決は、T5 が完成する来年 3 月末まで

待たなければならないだろう。(wsj.com, 8/21/2007) 
 

 
 

更に BAA の幹部 2 人が辞任した。 BAA がスペインの建設グループの Ferrovial に買収

された後、BAA 経営陣と Ferrovial の MAD 本社間の緊張が高まっている。 今回辞任

したのは、Duncan Bonfield (corporate affairs director) と、Mark Mann (media relations chief)。 
BAA では、先月の CEO Tony Douglas の辞任を始め、現在までに、今回辞任した 2 人を

含めて 10 人近くの幹部が辞職している。(FT.com, 8/22/2007) 
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（７）バージンブルー（豪）、利益倍増させる 
豪州第 2 位の航空会社 Virgin Blue（Pacific Blue と Polynesian Blue 航空を保有）が、年度

決算で、前期比倍増の利益 A$309m（293 億円）を達成した。 収入は、+16%増の A$2.17bn
（2,000 億円）であった。 RPK は +12.6% 拡大した。 法人需要の増加が、この好決

算の主たる要因。 法人需要は、全収入比 5%から、10%に拡大している。 Virgin Blue
は、今年度の見通しについて、下半期にシンガポールの Tiger 航空の参入を含めて、豪

国内線市場の供給拡大と競争激化が予想されているとして、具体的な数値目標を示して

いない。 Virgin Blue は、間もなくニュージーランド国内線市場に参入し、豪国内線を

拡大し、来年には、4 番目のブランドとなる V Australia を立ち上げて、米西海岸線に就

航する計画を有している。(FT.com, 8/21/2007) 
 

（８）BMI 航空、LHR 発の米国線就航遅らせる 
LHR 空港第 2 位のオペレーターである BMI が、来年に予定していた LHR 発米国線の開

始を遅らせる。 遅延の理由の一つには、LHR 空港に於けるオペレーション上の問題

の発生が挙げられている。 来年は、T5 の供用開始により空港のキャパシティーが増

加するものの、LHR 利用各社のターミナル移動が発生するなど、大幅なオペレーショ

ンの変更が発生する。 既に、多くの乗り継ぎ旅客が LHR を避けて、他の欧州内メジ

ャー空港を乗り継ぎ地点に選択している。 BMI は、LHR 空港のオペレーションが安

定するまで、早くても 2009 年まで、LHR 発の米国線就航を見合わせる。 同社は、今

年はじめ、BMed（旧 BA フランチャイズ航空会社 British Mediterranean Airways）を買収

した。 当面は、LHR 発大西洋線の開設よりも、この BMed との統合と、UA/US 航空

とのコードシェアー便運航を優先させる。 BMI は、この夏に、LHR 空港の混乱の為

に、10 便の旅客ゼロ人の BMed 便を中東に飛ばしている。（LHR 発はゼロでも、裏便の

中東発の旅客を拾わなければならなかった。）(FT.com, 8/23/2007) 
 

（９）エアーアジア（マ）、A320 型機×25 機 追加発注か 
AirAsia は、A320 型機×25 機の追加発注の可能性を、エアバスと協議している。 
この商談は、カタログ価格ベースで $1.63bn（1,900 億円）となり、デリバリーは 2013
年〜2014 年が予定されている。 AirAsia は、A320 型機×150 機（オプション×50 機）

を発注している。 AirAsia は、10 月から、KUL=HKG と Kota Kinabalu=HKG 毎日便を

開始する他、姉妹会社の Thai AirAsia（AirAsia 49%所有）が、BKK=HKG 毎日便を開始

する。(wsj.com, 8/23/2007) 
 

（10）英国航空、運賃談合認める 
BA と KE は、8 月 23 日、公式に、運賃談合を実施した事を認めた。 米司法省は、今
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後の捜査に対する協力を条件に、両社に対して $300m（360 億円）の罰金を科す司法取

引を確定した。 通常であれば、（司法取引が無ければ）BA に対する罰金は、$900m、

KE に対する罰金は $600m 近くまで達していただろう。 BA は、英国の Office of Fair 
Trade よりも £121.5m（290 億円）の罰金を申し渡されている。 

航空会社のカルテル違反ケースは、この 2 社に限らず、世界の主要航空会社を巻き込む

大きな捜査に発展している。 欧州連合をはじめ、各国の競争当局の捜査が継続されて

いる他、米国では複数の団体訴訟が起こされている。(nytimes.com, 8/24/2007) 
 

カルフォルニアで起こされた KE を相手取った団体訴訟の原告団は、談合の共同謀議者

としてアジアナ航空を被告として指名した。(DTW, 8/21/2007) 
 

米司法省は、BA の社員 10 人（内 6 人は退職者）を、BA と同省の司法取引の保護から

除外する事を決定した。 10 人は、8 月 24 日に特定されるだろう。 10 人は、未だ捜

査の対象にされていないが、司法取引の保護から外れた場合は、通常は、 終的に告訴

され、有罪となれば禁固刑が発生する。(FT.com, 8/24/2007) 
 
 
Ten present or former British Airways executives - including a member of the BA leadership 

team - have not received protection from prosecution under a plea agreement with US 

prosecutors investigating a price-fixing conspiracy 

 
 
 

（11）ドバイ、エアバス工場買収に色気 
ドバイ国営の Dubai Aerospace Enterprise が、エアバスが売却を予定している工場の買収

に色気を示している。 エアバスは、企業再建策の一環で、仏（2 工場）、独（4 工場）、

英（1 工場）の売却を検討している。 
DAE は、ドバイ政府とドバイの投資企業の間で昨年に設立された会社で、航空ビジネ

スを確立する為に、およそ$15bn（1 兆 8,000 億円）に上る投資を計画している。 既に、

エアバスの親会社株 3.12%を E600m（960 億円）で購入し、Auckland International 空港

の 60%を買収する計画を有している他、LON の Gatwick 空港にも興味を示している。

(channelnewsasia.com, 8/24/2007) 

 

（12） アラスカ パブロフ火山活動活発、航空路に影響するかもしれない 
ANC 南西 966km、アラスカで も活発な火山の 1 つ Pavlof Volcano の噴火活動が、2 週

間も継続している。 現在の所は、噴煙は高度 4,572m 以下に止まっているが、更に活
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動が活発になれば、航空路に影響が出るだろう。 1996 年の爆発では、噴煙が高度

9,144m まで上昇、1986 年の爆発では、14,935m まで上昇した。 観測所は、アビエー

ション カラーを“オレンジ色”に、火山活動警報を“要注意”に指定している。 
(wsj.com, 8/23/2007) 
 

 

 

 

http://kiska.giseis.alaska.edu/Input/celso/volc_sounds.html で、現在の火山活動の音を聞く事

が出来る。 
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 水 運  
 
（１）クルーズ船ゴルフ シミュレーター、ゴルファーの間で超人気 
1990 年にプラスチック（ゴルフボールが含まれる）の海上投棄が禁止されてから、ク

ルーズ船から海にめがけて打ち込むゴルフが出来なくなった。 以来、ゴルフの熱狂的

なファン（米国には 900 万人の熱狂的ゴルファーが存在する）が、クルーズ旅行から遠

ざかっている。 これを救ったのが、ゴルフ シミュレーターだ。 スパ・ロッククラ

イミング・アイススケート・サーフィングなどクルーズ船上のエンターテイメントの多

角化に努力しているクルーズ会社は、こぞってこのゴルフ シミュレーター（1 セット

凡そ $75,000≒900 万円）を導入している。 幾つかの船は 2 台も装備している。 こ

のシミュレーターを利用すれば、おいそれとはプレーが出来ない世界の名門ゴルフコー

スを、総なめにする事が出来る。 そして、P.G.A.のインストラクターがレッスンをし

て呉れる。 

各クルーズ会社は、ゴルフをフィーチャーしたクルーズを販売している。 シミュレー

ターに加えて、寄港地毎にゴルフが楽しめる旅程が組まれている。 
クルーズ ゴルフは安くない。 シミュレーターを使ったレッスンは、道具代を入れて 
$250 する。 そして寄港地毎のリアルのゴルフは、トランスファーからグリーン フィ

ー全て込みで $500 する。 このプログラムが、インセンティブ トリップとして接待

用に使われている訳だ。(nytimes.com. 8/21/2007) 
 

 
Brian Fallon, a professional golfer, using a simulator on the Carnival ship Victory. More cruise lines are offering 

simulated golf and stops at actual courses. 
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（２）アポロ、NCL 株 50%取得 筆頭株主となる 
プライベート・エクイティー企業の Apollo Management（NYC）が$1bn（1,200 億円）で、

NCL Corp の 50%株式を購入した。 NCL は、2000 年から Star Cruises（マ）によって

100%所有されていた。 Star は、保有株を維持し、50%出資者として NCL の株主を継

続する。 Apollo は、NCL 役員の半分以上を送り込む。 Apollo は、3 月に Oceania ク

ルーズを $850m（1,000 億円）で買収しているが、Oceania と NCL の夫々を独立して運

営する。(DTW, 8/17/2007) 
 
 
 
 

 陸運 & ロジスティックス  
 

（１）アムトラック乗客数大幅増加 航空旅客が鉄道を利用している 
鉄道旅客数が今年 +6%増加した。 これは、1970 年代後半以来の 大の増加。 
WAS=2 時間 45 分=NYC=3 時間 30 分=BOS 間を走っている Acela Express 特急は、過去

10 ヶ月間で +20%も乗客が増えている。 
航空機の大幅遅延（6 月 1 日〜8 月 15 日の間、LGA 空港発着便の 1/3 が遅延している）

に堪忍袋の緒を切らした旅客が、空から鉄道に乗り換えている。 総流動 1 日当たり

100 万人の WAS=NYC 間に於ける鉄道シェアーは、45%から 54%に拡大した。 
Acela の定時性は、今年、1 年前の 84%から 88%に向上している。 6 月の定時性は 90%
であった。 
鉄道旅客が増加したのは、北東回廊線だけではない。 CHI=St. Louise 間は、7 月まで

の 10 ヶ月間で +53%も増加している。 鉄道旅客需要の回復は、政府の Amtrak に対す

る補助金を拡大するかも知れない。 2007 年度予算では、$1.3bn（1,560 億円）の補助

金支給が決定された。 それが、2008 年度予算案では、上下院とも、$1.4bn 近く（或

はそれ以上）の補助金と、$50m〜$100m の資本投資プログラムを要求しつつある。 
 

 
 

 

Since 2000, high-speed trains between Washington, 

New York and Boston have eroded airlines' market 

share. 
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航空業界は、空の混雑解消の為に、衛星を使用した次世代の航空管制システムの導入を

要求している。 このシステムは、$40bn（４兆 8,000 億円）の費用がかかり、その完

全な導入は 2025 年までかかるだろう。 航空業界は、鉄道の補助金よりも、次世代航

空管制システムへの投資を優先させるべきだと、政府に陳情している。 

しかし、一部の航空業界の大立て者は、異なった意見を述べている。 元 CO CEO Gordon 
Bethune や元 AA CEO Robert Crandall は、短距離線は高速鉄道に任せて、長距離を航空

が担うべきだと主張している。 そうすれば、空の混雑も解消される筈だと言っている。 

彼等は、フランスで実行されている事が、何故米国で出来ないのか？ と言っている。 

Acela Express は、ピーク時には全席が完売されてしまう。 Amtrak は、 近 WAS=NYC
間に 1 列車増発した。 しかし、20 列車しか保有していないため、これ以上の供給拡

大は困難だ。 列車本数の増発ではなくて、客車の増結が考えられるが、これも予算が

限られて実現出来ない。（現在の列車は、機関車 2 台と客車 6 輛編成で 304 人しか乗れ

ない。） スピードも、カーブが多く、線路が貨物列車と通勤列車と共有している為に

時速 135 マイル（217km）しか出せない。（BOS=NYC 間の一部は時速 150 マイル走行が

可能。） これ等の改善には、巨額な金が必要となる。 欧州や日本の様に、高速鉄道

専用の線路を敷設する必要があるだろうと言われている。 
(wsj.com, 8/23/2007) 
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 ホテル & リゾート  
 

（１）ドバイ国営投資会社、MGM ミラージュに投資 
ドバイ国営投資会社 Dubai World が、世界第 2 位のカジノ オペレーターの MGM Mirage
に $5bn（6,000 億円）を投資すると発表した。 $2.4bn は、MGM Mirage 株 9.5%の買

収に、$2.7bn は、MGM Mirage と Dubai World で設立する合弁企業 CityCenter Holdings
株 50%取得に費やされる。 CityCenter Holdings は、MGM Mirage が開発している $7.4bn
（8.880 億円）の CityCenter 巨大プロジェクトを受け継ぐ。 このプロジェクトは、LAS 
Strip の 30 ヘクタールの土地に、豪華なコンド（2,650 戸）、ホテル（Mandarin Oriental
×2 ホテル）、リゾート（4,000 室）、ショッピング・モールを建設する。 開業は 2009
年後半。 MGM の大株主の Kirk Kerkorian（90）の持ち株比率は、Dubai World の株式

買収により 52%まで低下する。 このディールにより、MGM Mirage は、負債を大幅に

減少させる他、Dubai World が保有する富裕層の顧客リストの活用により、CityCenter
の豪華コンド販売を促進させる。(FT.com, 8/22/2007) 
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 その他  
 

（１）音声がキーストロークに勝利 
Netflix（ビデオ レンタル企業）が、コスト高を承知で、コールセンターを立ち上げた。 
しかもアウトソースしたのではなくて、自前の施設でもって 24 時間運営する、広さ 3
万平方フィートのコールセンターをオレゴン州 Hillsboro に完成させた。 そして、今

までの e-メールによる顧客サービスを中止した。 
多くの企業がコールセンター業務をアウトソースするか、オフショアーへ持って行って

いるのとは、異なった戦略を採用している。 
Netflix は、レンタルビデオ業界の競争が激化して、顧客減少（シェアー減）に直面し、

他社に無いサービス（コールセンター）を始めたのだ。 競争相手の Blockbuster が、

第 2 四半期で、525,000 の顧客を追加したのに対して、Netflix は▲55,000 の顧客を失っ

ている。 Netflix は、このコールセンターで、シェアーの巻き返しをはかる。 

Netflix は、このコールセンターで； 
・ 権限の多くを、電話係に与えている。 トラブル回避の為の無料 DVD のオファー

とか、電話係の自由裁量幅を大きく設定している。 
・ 電話係の電話応答時間の目標を定めず、応答時間管理を実施しない。 
・ 取消の為の電話に対しては、極力、契約維持を促させる。 
・ 現在平均 8 ヶ月の電話係の在職期間を、時給$12.50 でもって、業界平均の 2 倍の 2
年間に増加する事を目標とする。 

(nytimes.com, 8/16/2007) 
 

 

Michael Dominguez, a Netflix employee, at the company’s strategic weapon, a call center in Hillsboro, Ore. 
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（２）バージン、子会社上場を計画 
Virgin Group が、恰もプライベート・エクイティー企業の如く、傘下の子会社群の上場

を計画している。 先ず手始めに、Virgin Mobile USA を NYC 証券取引所に上場させ、

次にヘルス・クラブ チェーン Virgin Active の上場を検討している。 同社は、この戦

略を“branded venture capitalism”と呼んでいる。 Virgin Atlantic も、早晩、上場される

か、プライベート・エクイティー企業に一部を売却するかの道を歩む事になるだろう。 

SQ は、Virgin Atlantic 株 49%の売却を検討している。(TIMESONLINE, 8/22/2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記  
 
 
 

ソーシャル ネットワークが流行しているらしい。 TDR の「ソーシャル ネットワー

クと旅行」が、そう伝えている。（P. 2） 
 

使った事が無いので、概念的には分かっていても、その実態がどんなモノかは良く分か

らない。 しかし、各サイトの有り体を垣間みると、少しはどんなモノかは分かる様な

気がして来る。 知らない人同士が、お互いに日記（ブログ）を見せ合ったり、意見を

交換したり、写真やビデオを見せ合ったりするなんて・・・、団塊の世代の前の世代に

は、とっても出来そうも無い。 
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レビューは、大層為になる様だが、全く知らない人同士のコミュニティーなんて、鼻白

んでしまって、とても付いて行けない。 
しかし、この記事が書いている様に、旅行社が、こぞってこのソーシャル ネットワー

ク サイトとリンクし始めている事を聞くと、このサイトの威力には、凄い力が有るの

だろう。 
 
 
 

NYC タイムズの「AOL オンライン広告伸び失速、インターネットに変化」にも、特に

若いオーディエンスが、ソーシャル ネットワーキングで、より多くの時間を費やして

いると書いてある。（この記事の挿絵が良く出来ている！） 
今日では、ポータルよりも、ソーシャル ネットワーキングが重宝されているらしい。 
 

AOL は、ダイアルアップからの転換に手間取り、今度は、オンライン広告でも期待通

りの成果を上げられないとなれば、親会社のタイムワーナーは、AOL の身売り先を探

しに出るのかも知れない。 
その点、Google は、抜け目無く対応している。 ソーシャル ネットワークの YouTube
を買収して、そこで、新しいオンライン ビデオ広告のモデルを開発し、逸早くこの変

化に対応した。 この記事には、このモデルが、今後のオンライン広告の主流となる可

能性が有ると書いてあった。 

AOL と Google の対応の差は、株価にも良く反映されている。 過去 1 年間で、Time 
Warner 株が略フラットで推移しているのに対して、Google 株は、+40%近くも値を上げ

ている。（ 終ページに、両社の株価比較のチャートを掲載した。） 
 
 
 

インターネット時代は、ドッグイヤー（犬の 1 歳は人間の 7 歳に等しい、つまりそれだ

け時間が経つのが早い）とか、秒進分歩（日進月歩でなくて）で技術革新が進んで行く

と言われている。 ムーアの法則は、こと技術の進歩に限って言えば、現在でも生きて

いる。 
 

“桃栗 3 年柿 8 年、柚子の大バカ 18 年、銀杏の気違い 30 年”の世界の人間には、シン

ドイ話だ。 （H.U.） 
 

情報 284 平成 19 年 8 月 26 日 38 TD 勉強会 



 
 

Google 株価（TWX との比較） 

 

赤線は、Time Warner との比較を表す 
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表紙： 

#165 逗子マリーナ 

4 色 4 版（骨板：桜） 

H 102mm×W 152mm 

2001 年 12 月作 
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