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Wal-Mart will be the major sponsor of "The Scholar" on ABC, with 10 students competing for scholarships. 

（関連記事 P.- 20 参照） 



PhoCusWright; TRAVstats, 5/31/2005 

1. Car Rental Companies Successfully Push Direct Online Bookings 

レンタカー会社のダイレクト オンライン予約 

 

レンタカーのオンライン予約が増加している。 特にレンタカー会社の自社サイト直販が

前年比＋40％と大きく増加し、オンライン旅行社予約の＋20％を大幅に上回っている。  
 

レンタカー会社の2004年度のオンライン予約実績は、2/3が自社サイトで実施されている。 

そして、PCWは、この傾向は、2005にも継続されると予想している。 
直販サイト予約の増加は、キャンペーンの成功と、オンライン旅行社では調査だけを実施

し、最終的な予約はサプライヤー サイトで実施すると言う、消費者の消費パターンが貢献

している。 PWRの調査によると、オンライン旅行者の30％が、オンライン旅行社でショ

ップし、最終的な予約は、サプライヤー サイトで実施している。 → ( Table 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多くのレンタカー会社は、依然として大手オンライン旅行社との関係から恩恵を受けてい

る。 しかし、それらの恩恵（ブランド認知、顧客ロイヤルティー、予約ボリューム、収

入）が蓄積されて行くと、オンライン旅行社の必要性は後退するだろう。 
 
Dollar/Thrifty, Budget は、Expediaとの優先プロバイダー契約を打ち切っている。 サプラ

イヤーとオンライン旅行社は、どちらもが、オンライン旅行社が提供する最も低いイール

ドは、マーケティング サポートとボリューム増とのトレードオフの関係にある事を認識し

ている。 ブランド認知が高まれば高まるほど、オンライン旅行社のプロモーションに金
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を払う必要性は低下する。 （しかし、一部のレンタカー会社は、依然としてオンライン

旅行社の広いリーチを必要としている。） 
 

幾つかのレンタカー会社は、ニーズが変動しているのに拘わらず、オンライン旅行社契約

が、固定的なマーケティング コストを要求する事に不満を漏らしている。 そして、より

ターゲッティング マーケティング出来る、他の流通チャンネルに注目している。 次世代

の流通チャネルとして、メタサーチ サイトを挙げている。 メタサーチは、季節別・ロケ

ーション別にターゲッティング マーケッティングが可能であるが、オンライン旅行社のキ

ーワードやバナー広告は、それらのマーケティング ニーズに合致出来ない。 
 

データマイニング テクノロジーが出現しつつある。 サプライヤーは、このテクノロジー

を利用して、より複雑な顧客個人に対応した販売努力を始めている。 一般的なショッピ

ング パターンやリターン ショッパーズの行動は、積極なセールスピッチをかけるための、

強力な情報源となるのだ。 データマイニング テクノロジーを利用して、顧客用にカスタ

マイズしたオファーの提供を試み始めている。 この技術は、未だ初期の段階にあるが、

誰もが、極めて大きなマーケティングの潜在能力を秘めている事を認めている。 
 
データマイニング （IT 用語辞典 e-WORDS） 

小売店の販売データや電話の通話履歴、クレジットカードの利用履歴など、企業に大量に蓄積されるデータを

解析し、その中に潜む項目間の相関関係やパターンなどを探し出す技術。 従来は、こうした取引の「生デー

タ」は、経理処理に必要なだけで活用されていなかったが、情報技術の向上により、潜在的な顧客ニーズが眠

る「鉱山」として「採掘(mining)」されるようになった。 例えば、スーパーの販売データをデータマイニン

グで分析することにより、「ビールを買う客は一緒に紙オムツを買うことが多い」「雨の日は肉の売上が良い」

など、項目間の相関関係を見つけることができる。 また、クレジットカードの利用履歴を解析することによ

り、不正使用時に特徴的なパターンを見つけ出し、あやしい取引を検出するなどの応用も考えられる。 

 
 

殆どの大手レンタカー会社は、第三者サイト上に彼等の予約エンジンの単純な設置を可能

にするために、自分自身の XML フィードを提供（もしくは開発）している。 彼等は、

このケーパビリティーに基づいて、アフィリエート・リファラル・バーティカル サイトを

含む、新しい流通チャネルの開発に、よりフォーカスを当てている。 実際、同一テクノ

ロジーでもって、法人サイト（corporate site）に加えて、三つのタイプの全サイトに対する、

必要なコネクションを作り上げる事が出来るのだ。 そして、究極的には、ポータルとし

て機能しているサプライヤーの、予約ページに対するカスマイズされたブリッジ ページ

（customized bridge page）をリプレースする事になるだろう。 
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大手企業が、第三者に対して自身の予約エンジンを提供しつつあるので、レンタカーの

XML フィードが、インターネット上のいかなるアフィリエート、或いは、リファラル サ
イトに、シングル セグメント旅行メタサーチ ツールとして、本質的に機能すると考えら

れる。  
 

このような、マルチ カンパニー予約エンジンは、仲介業者をバイパスし、サプライヤー ダ
イレクト  チャネルを作り上げる、テクノロジーの潜在力を明らかにしている。  
Avis/Budget、Dollar/Thrifty、Hertz、National・Alamo が提供している（もしくは開発してい

る）予約エンジンは、レンタカー予約ツールを持ちたがっている文字通り全てのサイトに、

ローコストのバックエンドコネクションを作ることを目的としている。 彼等は、速く、

信頼性の高いコネクションを、容易に、しかも廉価に、その他のサプライヤー・アフィリ

エート・法人顧客・いかなる種類のリファラル、のサイトに作るテクノロジー能力を活用

しているのだ。 これは、GDS フィーとコミッションを回避する、全く新しい流通チャネ

ルである。 
 

Avis/Budget は、最近、彼等の予約エンジンプロダクト（社内的には“Direct Connect”とし

て知られている）を rental.com に使用している。 このサイトは、シンプル インターフェ

イスが、都市ごと（ドロップダウン リストで 36 都市を網羅）と、パッケージ（Neat Group
サイトにリンク）のディールを提供する様な、バックエンド ソリューションの汎用性と、

無限なフロントエンド アプリケーションの片鱗をうかがわせるものを提供している。 
 

Southwest航空のレンタカー予約は、もう1つの異なった例である。 このコネクションは、

レンタカー会社が作成したものでは無くて、Southwest自身が開発したものである。 ここ

では、オンライン購入者達は、オンライン旅行社サイトでの手順と同じ様に、レンタカー

を選んで、車の予約を実施することが可能である。 
 

幾つかのレンタカー会社は、メタサーチが、マージンの低下と垂直的検索サイト（vertical 
search site）の流通コスト低下に寄与すると考えているが、現在、メタサーチは、オンライ

ン予約の僅か1％程度しか取り扱っていない。 サーチ・アフィリエート・リファラル チ
ャネル経由の販売は始まったばかりであるし、オンライン旅行社との密接な繋がりを有し

ているレンタカー会社が、依然として存在することなどを考えると、レンタカー会社は、

まさに大きな変節点に差し掛かっていると言える。 ■ 
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57%が、2005 年のマーケティング予算は、前年比

＋1～＋10％増加させると回答している。 
 

オンライン マーケティングには、昨年は、30％が、

前年比で＋5％若しくはそれ以下、 20％が、＋

20％或いはそれ以上支出したと回答している。 
2005 年は、オンラインマーケティング戦略の重要

性が増した結果、半分以上がより大きな予算を編

成し、70％以上が、＋15％、60％が＋20％以上の

予算を確保していると、言っている。 

New York University And PhoCusWright Inc. Joint Research, June 2005 

2. Online Marketing Strategies in the Travel Industry 

 旅行業界のオンライン マーケティング戦略 

 

このレポートは、New York UniversityのPreston Robert Tisch Center for Hospitality, Tourism and 
Sports ManagementとPhoCusWrightの、旅行業界のオンライン マーケティング戦略に関する

共同調査である。 
調査の目的は、オンライン旅行マーケティングの理解と、最も成功しているオンライン マ
ーケティング手法を探し出し、インターネット上の旅行サービス マーケティングの将来の

課題を突き止める事にある。 
 

調査は、Table 1の業態の人達を対象にして行われ、56人が回答している。 ホテル業界の

回答者が、全部の45％を占めている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



マーケティング イニシャティブ別には、Table 3 の通り、e-メール マーケティング、検索

エンジン最適化（SEO）、サイト デザインとファンクショナリティーに、予算をより多く

注ぎ込むと回答している。 
50％の回答者が、検索エンジンのスポンサー リンクとパーソナライズ オファーへの支出を増

加させている。 オンライン広告（バナー広告、ポップアップ広告、ビデオ広告）に、より多

くのマーケティング予算が割り振られている。 また20％の回答者が、SideStepやKayak、

FareChaseと、オンライン旅行社（Expedia, Travelocity, Orbitz）により多く支出すると回答してい

る。 しかしながら一方で、20％の回答者が、より少なく支出するとも回答している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

三つの最も効果的なオンライン マーケティング手段を挙げろと言う設問に対して、 
2/3がSEOとe-メールを、53％がサイトデザインとファンクショナリティーを、最も効果的

とマーケティング手法と回答している。（ Table 4 ） 反対に最も役立たないマーケティン

グ手法は、ブログ（60％）、旅行ディレクトリーへのリスティング（42％）、メタサーチサ

イト（42％）を上げている。(Table 5) 
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広告手段としてどの媒体を利用しているか？の問いに対しては、マジョリティーの79％が 
e-メールを、最も頻繁に使用していると回答している。 検索エンジン（74％）、バナー広

告（66％）がそれに続いている。 

 
 
 
オンライン マーケティング プログラムの効果測定には、クリックスルー レートが最も頻

繁（75％）に使用されている。 コスト パー クリック（CPC）は69％、ユニークビジタ

ー数は64％が回答している。（ Table 7 ） 
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クリックスルー･レート （IT用語辞典 e-Words） 

インターネット広告の効果を計る指標の一つ。 広告がクリックされた回数を、広告が表示された回数で割っ

たもの。 「クリックスルーレート」とも呼ばれる。 この値が高いほどユーザーは広告に反応しているわけ

で、「効率のいい」あるいは「効果の高い」広告であるといえる。 

広告の表示形態やその位置によっても異なるが、特にターゲットを絞らないバナー広告を一般的なポータルサ

イトに掲載した場合、クリックレートはおよそ0.05%から0.1%程度であると言われている。 この値は、インタ

ーネット初期にはものめずらしさも手伝って数%にも及ぶことがあったが、現在ではバナー広告が極めて一般化

したこともあり、低下を続けている。 

一般に、バナー広告よりもテキスト広告やメール広告の方がクリックレートは高いと言われている 。広告が

クリックされるたびにサイト運営者に入る金額を指す用語として用いられることもある。 

 

 
 

オンライン マーケティング プログラムの効果測定をするためのブランディング メトリ

ックスについて聞いたところ、驚いたことに、20%の回答者が、ブランディング メトリッ

クスを持っていないと回答している。 また19％が現在使用しているかどうか分からない

と回答している。 
最大の使用されているメトリックスは、aided brand awareness（percentage of people who recognize 

a brand when prompted）で、42％。 Ad awareness (38%), Unaided brand awareness（percentage of 

people who spontaneously mention brand）(36%), Ad recall and recognition (30%) が、上位の 4 つに

位置している。 （ Table 8 ） 
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http://e-words.jp/w/E382A4E383B3E382BFE383BCE3838DE38383E38388E5BA83E5918A.html
http://e-words.jp/w/E382AFE383AAE38383E382AF.html
http://e-words.jp/w/E38390E3838AE383BCE5BA83E5918A.html
http://e-words.jp/w/E3839DE383BCE382BFE383ABE382B5E382A4E38388.html
http://e-words.jp/w/E3839DE383BCE382BFE383ABE382B5E382A4E38388.html
http://e-words.jp/w/E382A4E383B3E382BFE383BCE3838DE38383E38388.html
http://e-words.jp/w/E382A4E383B3E382BFE383BCE3838DE38383E38388.html
http://e-words.jp/w/E383A1E383BCE383AB.html


 
 
 

将来のオンライン マーケティング戦略に最も重要な影響力のある三つのトレンドは？の

問いに対しては、Permission-base Email（73％）、Metasearch（63％）、Viral Marketing（51％）

と回答している。 （ Table 9 ） 

 

 
Permission Marketing 

あらかじめユーザーのパーミッション（許可）を得て行うマーケティング活動のこと。 ダイレクトメールな

どを始めとした広告活動がいきなり送られてくるため閲覧率が低いのに対して、ユーザーが希望する広告のた

め閲覧率が高くなるというメリットがある。 企業が顧客との良好な関係づくりのためにも注目したい手法。 

オプトインメールが代表例である。 
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Viral marketing 

バイラル（viral）とは、ウィルス（virus）のことを指します。 いわゆる「クチコミ」をマーケティングに利用

しようというもので、リアルでは終息したクチコミがネットの世界では、瞬時に広まり、どんどん拡大してい

く可能性があります。 パーミッション・マーケティングが顧客の「深堀」といういわば「タテ」の活動で、

バイラルはまさに「ヨコ」のお勧めの動きです。 Web サイト内に「友達にも教える」（E-Mail This）ボタンが

Viral Marketing。 Web マーケッターズ  www.kanshin.jp/mkts/  

■ 
 
 
 
DTW, 6/3/2005 

3. Star Alliance Pushing For Alternative GDSs 

スター アライアンス同盟 GDS 代替に RFI 要求 

 

スターアライアンス 16 社が、GDS 代替（GNE）の使用促進の為に、

ITA Software 及び G2 SwitchWorks と、５月に協議を持っている。 
 

そして、同盟として、GNE 選定のための、単一戦略とスタンダー

ドを作りつつあると、６月２日のスターアライアンスの隔年会議

（於京都/名古屋）で発表した。 
 

そして、今月末には、アライアンス メンバーが、グローバル ディストリビューション シ
ステムから何を必要としているかを明確にした上で、リクエスト フォー インフォーメー

ション（RFI）を要求し、GNE と GDS の両者に、アライアンスに対して何が出来るのかを、

詳細に回答するよう依頼する。 
 

同盟の、合計した全世界の 27％のマーケット シェアーを梃子に、GNE 開発を促進させよ

うとするスターの意図は明らかだ。 
 

同盟キャリアは、GDS に、年間 20 億㌦（2,200 億円）を支払っており、それは、彼等の流

通経費 110 億㌦（1 兆 2,100 億円）の 18%にも達している。 そして、クレジットカード

費用と合わせると、この費用は、旅客販売コミッションの 19％に次ぐ、二番目に高い流通

コストとなっている。 彼等が、安いコストの GNE 展開を欲する訳が良く分かる。 
 

航空会社にとってのイライラは、GDS フィーの額の多寡だけではない。 彼等は、GDS
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にブッタクリされていると考えているのだ。 航空会社は、GDS に航空券 1 枚当たり約 12
㌦支払っている。 GDS は、その内 1/3 を旅行社に支払うインセンティブに充当し、タッ

タの 1/3 しかシステムの管理運営費に充当していない。 即ち、1/3 は、GDS のプロフィ

ットと言う事になる。 
 

航空会社は、G2 SwitchWorks 或いは ITA の場合は、航空券当たり 2 ㌦～3 ㌦で済んでしま

うと言っている。 ■ 
 
 
 
nytimes.com, 6/3/2005 

4. Free Internet Site: A Portal To AOL’s Future? 

 無料インターネット サイト： AOL ポータルの行方 

 

AOL が、減少が止まらない AOL 有料会

員の対策として、無料のインターネット 
サイト AOL.com を立ち上げる。 これは、

AOL 会員減少対策の、過去 3 年間で 3 回

目の試みである。 
 
 

この新サイトは、音楽ビデオや婦人のフィットネス等の嗜好をそそる、オリジナルのプロ

グラムに加えて、Yahoo と同じ様な、ニュース・スポーツ・ビジネスを提供する。 これ

等のコンテントは、殆どが、有料の AOL のコンテントと類似しており、如何に有料の会

員数を減少させる事なく、新たなビジターを獲得し、オンライン広告収入を増加させる事

が出来るのかが、この新サイトに問われている。 
AOL は、『単にコンテントのみを求めて入会している有料会員（サブスクライバー年間費

用 23.90 ㌦）は僅かしか居らず、また会員専用コンテントも温存されているので、会員減

少のリスクは少ない』と、考えている。 会員減少のリスクよりも、増加著しいオンライ

ン広告市場に於ける収入増に賭けるのだ。 
 

ほとんど 2001 年の合併以来（AOL が買収側であった事を忘れてはいけない）、オンライン 
サービスは低下し続け、Time Warner の株価を押し下げている。 アナリストは、「AOL の

時価総額は 80 億㌦（8,800 億円）で、Google や Yahoo に追い抜かれてしまっている」と言

っている。 今日では、Google の時価総額は 800 億㌦（8 兆 8,000 億円）で、Time Warner
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の 810 億㌦を抜く勢いである。 Google の昨年の収入は、32 億㌦（3,500 億円）なのに対

して Time Warner は 420 億㌦（4 兆 6,200 億円）であるにも拘らず、投資家は、Google の将

来を買い、Time Warner と AOL は過去の話と見ている。 （5 年前の AOL と Time Warner
合併発表時の、AOL 時価総額は 1,640 億㌦≒18 兆円であった。） 

 

AOL に対する３年間に亘るアカウンティング プラクティスの特別監査も、Time Warner の
評判を傷つけている。 AOL は、最近、$510m（565 億円）を支払って、このケースを示

談し、過去の収入の再計算を余儀なくされている。 しかし、これに関連する株主訴訟は、

未だ解決されていない。 合併が最終化した 2001 年に、1 株 46 ㌦もしていた Time Warner
株は、20 ㌦以下の株価を、ここ 3 年間も引きずっている。 

 
 

AOL の会員数は、ダイアルアップ顧客の、ケーブルや電話会社が提供するハイスピードア

クセスへのシフトが増加しために、2002 年の 2,650 万人から、この 1 月には 2,120 万人に

減少し続けている。 
 

AOLは、無料のポータル サービス開始で、AOL復活の最も基礎的な努力に着手する訳だ。 

しかし、無料ポータル サービスで、所期の成果が得られない場合は、Time Warner は、オ

ンライン サービス（AOL）の身売りを考えざるを得ない局面に立ち至るのかも知れない。 

IAC の Barry Diller は、AOL 買収に興味を持っていると公言して憚らない。 しかし売値

200 億㌦（2 兆 2,000 億円）と言うヒントに、彼は、全く反応していない。 
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Time Warner が AOL を保持し続ける価値（AOL は、毎年 10 億㌦のキャッシュを捻出して

いる）以上を支払う買い手は、なかなか見つからないのかも知れない。 仮に見つかった

としても、巨額なキャピタルゲインに対する税金を支払わざるを得なくなる。  
 

Time Warner CEO Richard Parsons は、「AOL は売りには出さない、スピンオフさせない」と、

言っている。 しかし、「その一部株式を売りに出すかもしれない」、とも言っている。 発

言が大きくブレている。 ■ 
 
 
 
FT.com, 6/6/2005 

5. Much More In Store At Walmart.com 

 ウオールマートのオンライン販売 

 
Walmart.com は、長い間、世界最大のリテーラーの、ミステリアスなま

ま子的存在であった。 年次報告書にも殆ど書かれないし、Wal-Mart
の広告にも表れない、Arkansas の本社から遠く離れた SFO 湾に位置し

ている Walmart.com は、Amazon, e-Bay, Shopping.com の価格比較サイト

に次ぐ、B&M のオンラインサイトとしては、全米で最大のサイトなの

である。 
 

過去数年間余り目立たなかった Walmart.com は、安定的に継続して成長し、今年、5 億の

オンライン ビジットを惹き付けるとサイトになると期待されている。 これは、2004 年
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の 3.5 億を＋40％上回る（2003 年比では＋70％上回る）規模である。 コンサルタントで

ありオンライン トラフィックを測定する comScore は、Walmart.com と Samsclub.com の両

サイト合計で、月間 2,000 万ユニークビジターを抱えていると言っている。 この数値は、

Amazon の 4,000 万に次ぐ規模である。 
Walmart.com は、自分のサイトを理解するために、Web サイト分析手法をいち早く取り入

れ、実際、誰がサイトを利用しているのかを突き止め、そして、その具体的な使用者に対

する、サイトの使い勝手と機能の改良に努力して来ている。 
 

Walmart.com は； 
① 1990 年代に開始した Wal-Mart のオンライン販売を引き継ぎ、SFO のベンチャーキャピ

タル企業の Accel Partners との提携により、2000 年に、独立企業として Brisbane, California
に設立された。 

② 衣類の小売店 Gap の立ち上げに功績のあった、インターネット スターとして脚光を浴

びていた Jeanne Jackson を雇い入れ、一時上場を試みたが、インターネット バブル崩壊

と共に挫折。 
③ 2001 年 11 月に Accel 提携を解消、Jackson を解雇し、Wal-Mart のインハウスに再編さ

れる。 
④ ライバル ディスカウント チェーン Target の元幹部 John Fleming を、2002 年にヘッド

に据えて、新規顧客獲得の戦略を捨て去り、Wal-Mart の顧客の為のオンラインサイトに

衣替えする。 
⑤ そして、今では、90％の Walmart.com ユーザーが、少なくとも 1 ヶ月に 1 回は、Wal-Mart
店を訪れている。 

 

この Walmart.com の戦略の変更により、サイトデザインや機能は、全て、Wal-Mart の買い

物客を対象としたものに変更された。 Target が、Amazon にサイト運営を下請けに出して

いるのとは異なり、また Macy 百貨店が、Amazon と流通結合（distribution link-ups）したの

とは異なり、Walmart.com は、サイト運営の全てを自前で行っている。 Forrester Research
の e-コマース アナリスト Carrie Johnson は、「Wal-Mart は、何時も、彼等自身のテクノロ

ジーを自前で開発している」、「Wal-Mart は、テクノロジーによる差別化が重要と考えてい

る」と、言っている。 決してカッティングエッジ（最先端）のテクノロジーではないが、

Walmart.comのテクノロジーは、抜群に種類の多い商品の取り扱いと、巨大なカスタマー ベ
ースが必要としている使い勝手の良さ、を追求しなければならない。 平均的な店が

110,000 の商品を取り揃えているのに対して、Walmart.com は、Wal-Mart で販売している商

品よりも多い、200,000 の商品と、800,000 の DVD・本・CD を取り扱っている。 
 

購入ガイドも掲載している。 ディジタルカメラやプラズマ TV を、価格比較表をつけて、
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簡潔な機能に焦点を当てて、分かりやすく解説している。 また、オンラインサイトを使

用したアイディア商品も開発している。 顧客が、ディジタル写真のプリントを注文すれ

ば、1 時間後には Wal-Mart 店で、印画された写真を受け取る事が出来るサービスを、最初

に始めたのは Walmart.com だ。 また、オンラインのミュージック サービスで、注文を受

けた歌をダウンロードして CD へ焼き付け、それを郵送するサービスを開始したのも

Walmart.com だ。 
 

2002 年に Walmart.com の CEO にプロモートされた John Fleming は、今度は、Wal-Mart 本
体のエクゼクティブ コミッティーのメンバーに、CMO として加わる事になった。 これ

で、オンライン(Walmart.com)とオフラインン(Wal-Mart)の統合戦略が、ますます進展する

だろう。 
Walmart.com のマーケティング部長 Raul Vazquez は、こんなアイディアを披瀝している。 

― ショッピングカートに小型のコンピューターを取り付ける。 
― Walmart.com から無線でショッピングリストをダウンロードする。 
― そして、小型コンピューターが案内する店内の道順に従って、効率的に買い物する。 
― これこそ、オンラインとオフラインの融合だ。 
 

Wal-Mart のオンライン戦略は、次の通りにまとめられる。 
 既存の Wal-Mart 顧客にフォーカスする。 
 来店する前に、価格比較表、販売している商品リスト、商品説明（例えばプラズマ TV

と LCD TV の相違点）などの豊富な情報を、顧客に提供する。 
 来店を促す為にオンラインを活用する。 1 時間ディジタル写真印画サービスを開発

したのは Walmart.com。 
 Wal-Mart 店を利用して、オンライン ユーザーを増加させる。 地方紙に出している、

Wal-Mart のウイークリー スペシャル オファー綴じ込み広告で、オンラインの商品と

サービスの販売を宣伝する。 e-メール広告で、顧客のワンクリックによる、広告商

品のオンライン購入を完結させる。 
 Wal-Mart 店で販売している以上の商品（例えば、より高価なディジタルカメラ、より

コンテンポラリーな家具）を、オンライン販売する。 
 Wal-Mart 店と同様に、“everyday low price”を提供する。 Amazon のように、配送料

金は徴収しない。 DAL では、注文商品を、最寄りの地方店で受け取る（配送料無料

で）パイロットスキームを開始している。 
■ 
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nytimes.com, 6/6/2005 

6. Women Are Keen To Shop Online, Merchants Are Eager To Oblige 

 オンライン販売 女性を狙え 

 

ここ数年間、女性のオンライン ショッピングが増加している。  
今までは、オンライン販売と言えば、コンピューター ハードウエアーやソフトウエアーな

どの男性向けの商品が主流を占めていたが、最近では、化粧品、フラグランス、家庭用品、

などの婦人向け商品がオンラインで買われている。 Forrester Research によれば、フラグ

ランスは＋58％、健康と美容関連商品は＋33％、と前年の販売を大きく上回っている。（コ

ンピューター関連商品は、＋13％、総オンライン販売は＋24％増であった。） 
 

アナリスト達は、女性のオンライン経験が男性より遅く開始された事と、オフライン販売

では不可能な事を、オンラインが可能にしている 2 点を、女性のオンライン ショッピング

が増えている理由に挙げている。 今春に導入された Lands’End Swim Finder は、体型の或

る部分を強調しり、その反対に弱めたりすること可能で、三次元写真で、購入者の体型に

沿った着具合を見せて呉れる機能を備えている。 

 
Lands' End introduced its Swim Finder feature this spring. The online service lets a user view different versions of 

swimsuits on a three-dimensional body likeness. 
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Lands’End（Sears 百貨店の一部門）は、「売り子が少ない」「子供や旦那を引き連れての買

い物は難儀」「試着室が暗すぎる」と言う、市場調査で判明した消費者の不満を、オンライ

ン販売で解消しようと努力している。 このオンラインが、どれだけ販売増に貢献してい

るかの具体的数値は、明らかにされていないが、Lands’End は「fantastic right now」と言っ

ている。 
 

調査とコンサルタント企業である ForeSee Results と FGI Research の、最も人気のあるオン

ライン リテーラー40 店の顧客調査の結果によると、男性のオンライン ショッピングの満

足度 80 点に対して、女性は 85 点と、女性は、男性よりも高い満足度を示している。(100
点満点、2004 年調査) 
しかし、Forrester は、この満足度の傾向は、35 歳以下の女性のグループには当てはまらな

い、と言っている。 彼等が最近調査したところ、北米の 28％の人達がオンライン購入を

行わず、その内の 35 歳以下の人達は、オンライン ショッピングに対して、強い抵抗感を

抱いている。 若い彼女達は、高い配送料金と、購入した物が直ぐに手に入らない事に不

満を覚えている。 そして、23％のこのグループの人達が、クレジットカードやデビット

カードを保有していない。 この比率は、オンライン顧客平均の倍以上の数値である。 
 

オンライン リテーラーは、若い女性を、オフラインに閉じ込めていてはいけない。 彼女

達は、ひとたび家庭を持つようになると、その家庭の、略全ての購入決定権を握ることに

なるのだから。  にもかかわらず、殆どのリテーラーは、若い男性を、オンラインショッ

ピングのターゲットにしている。 
 

Forrester のアナリスト Carrie Johnson は、「リテーラー達は、販売のより効率性を重視し過

ぎて、女性達が期待しているマーチャンダイジング エレメントを見失っている」と、指摘

している。 そして「女性達が、コンフォタブルにロイヤルに満足出来る様なショッピン

グ体験を、オンライン環境で作り上げる事が重要だ」と言っている。 
 

Gap.com の Felix Carbullido は、「コンビニエンスと、ショッピング体験のイモーショナルな

部分を、上手く両立させる事に努力している」と言っている。 そして、それを実行する

ために、TPO をわきまえた衣類の選び方などの記事的な説明を、多くサイトに掲載してい

る。 水着やブラジャーの、バーチャルな試着が出来るコーナーも作っている。 
また、Gap.com は、Joss Stone のフリー ミュージック ダウンロード プロモーションを実

施し、若い女性を、サイトに惹きつけることに成功している。 
Amazon は、ショッピング体験にイモーショナルに訴えるためには、“コンビニエンス”と

“安い価格”の 2 つが必要である、と言っている。 
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Gap.com has expanded editorial features on its shopping Web site, left, including tips on dressing for various occasions. 

■ 

 

 

FT.com, 6/6/2005 

7. Airlines Need To Do More To Clear The Air 

航空会社の CO2 問題 

 

航空業界は、現在多くの問題を抱えており、将来の問題などを考える暇など無いようだ。 
 

メジャー破綻（米国）・年金収支欠損（欧州）・燃油高騰（世界）などの、悪い事ばかりが

起きている。 9-11、イラク戦争、SARS のトリプルワミー（triple whammy）を克服し、

ヤットのことで需要が上向いて来た航空業界であるにもかかわらず、覆い被さっている暗

い雲が、なかなか晴れない。 
 

航空は、ユニークな体制の中に位置している。 1944 年のシカゴ条約は、航空燃料への課税免

除を認めている。 航空券にも付加価値税はかからない。 免税品販売の恩恵も受けている。 

 

と同時に、航空は、グリーンハウス ガス（GHG）が最も早く増加している排出源でもある。 
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1990 年から 2004 年の間に、航空のガスの排出量は倍増している。 英国では、航空機の出す

ガスは、全排出量の 6％とまだ僅かである。 しかし、航空のガスは性質が悪い。 ガスに含

まれている水分が、空気中に水蒸気となって排出される結果、一般的なガスに比べて、2 倍以

上の有害性を持っている。 英国の航空の排出ガスは、年間 95 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1 兆 9,000 億円）の多

額の補助金に相当すると言う試算がある。  

 

そして、他の輸送機関と違って、航空は、京都議定書や、現在では、欧州連合の排出トレーデ

ィング スキームの対象とされていない。 その結果、航空が原因となる多額の環境コストは、

航空旅客が払わずに、広く国民一般が支払っている事となる。 英国では、2050 年までに、排

出目標値に到達しなければならない。 英国の航空以外の経済セクターは、ナント▲90％の排

出削減が求められ、規制の対象外の航空は、排出を増加させると見られる結果、目標値の 75％

を航空のガスが占めてしまう事になる、と Sustainable Development Commission は試算している。  

 

欧州連合は、航空を、2008 年までに、排出トレーディング スキームの中にへ組み入れる事を

計画している。 しかし、多分これは、2012 年までズレ込むだろう。 代替燃料が探せない航

空と他の産業を公平に取扱うためには、排出トレーディング スキームが、最良の策である。  

ここでは、航空は、カーボン アロケーションの継続的ネットバイヤーと言う事になる。 多分

アロケーションの値段が高騰すると予想されるので、燃費性能の優れた航空機の購入はもとよ

り、飛行場のトレーディング スキームへの編入など、ありとあらゆる排出削減に、航空は努力

する必要がある。 しかし抜本的な削減策は、供給カット以外には見当たらない。 

 

業界自身で、シッカリした対策を早く打ち出さないと、行政による厄介な規制が導入されて、

航空は、更に大きな問題を背負わなければならない事になる。  

 

航空のガス削減の、いかなるレギュレーションにも勝る最良のインセンティブは、オイル価格

以外には無いのかも知れない。 ■ 

 

 

 

8. 其の他のニュース 

 
 米旅行保険市場は 11 億ドル 

全米旅行保険協会（USTIA）の初めての調査によると、米国の、2004 年の旅行保険売上は、

11 億㌦（1,210 億円）に達していることが判明した。 旅行社販売が 35％、クルーズとツ

アオペが40％、残りの25％をオンライン旅行社が販売している。 この調査によると、1,700
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万人以上の旅行者が保険を購入し、80％以上の保険が、旅行の取り消しをカバーするもの

を含む保険であった。 特に旅行者は、海外旅行の取り消しをカバーする保険を購入して

いる。(DTW, 5/30/2005) 
 

 W ホテル カリブに進出 
W ホテルは、W Vieques-Martineau Bay を 2006 年秋にオープンする。 Wyndham Hotels and 
Resort のマネジメント終了後（7 月 6 日）、W ホテルが、156 室のリゾートをリノベーショ

ンし、20 ビラの追加と、スタッフの訓練を行う。 リノベーションの期間中も、ホテルは、

営業を継続する。 Vieques 島は、Puerto Rico 東海岸から、8 マイル。(DTW, 6/2/2005) 
 

 マリオット アジア欧州展開 
世界最大のホテル オペレーターである Marriott は、向こう 3 年間、凡そ＋20％の積極的拡

大を計画し、アジア欧州地域への展開を強化する。 6 月 2 日、マイアミで開かれた投資

家説明会で、Marriott は、2006 年から 2008 年にかけて、75,000 室～90,000 室を新たに追加

する計画を発表した。 追加される客室の 20％は、他のブランドからの変更で、25％は、

米国以外の地域での展開と説明している。 Marriott は、欧州のプレゼンスを＋15％拡大

し、中国に 75 軒のホテルを所有する、10 ヵ年間計画を有している。 
豪華ホテル需要の増加に対応して、現在 15 の Ritz-Carlton ホテルが、MOW、PEK、TYO
他で開発中。 タイムシェー ビジネスは、2008 年まで、＋17%～＋19％（compound annual 
rate）増加させる。 RevPar は、今年＋8％～＋10％を予定し、2006 年から 2008 年の間は、

＋4％～＋8％を見込んでいる。 この計画を基に、Marriott は、一株あたり利益の＋17％
～＋22％（compound annual rate）増を目論む。(FT.com, 6/2/2005) 
 

 ヒルトン オンライン販売基準設定 
Hilton は、6 月 1 日から、オンライン販売基準を設定し、この基準を遵守するオンライン

旅行社を、認定旅行社として登録する。 完全認定旅行社となるのは、Expedia.com と

Hotels.com。 Hotwire.com, Priceline.com, Travelweb.com は、暫定認定に指定されている。 
Travelocity と Orbitz とは、協議中と Hilton は言っている。 認定旅行社とならない限り、

Hilton のフランチャイズ全ホテルとは、取引が出来ないこととなる。 
販売基準には、トレードマークの使用、広告プラクティス、プライシングの一貫性維持、

エコノミック タームにテクノロジー イッシュウーが含まれている。 
InterContinental Hotels Group が、1 年前に、同様のオンライン販売基準を定め、Expedia を
認定旅行社から外している。(DTW, 6/3/2005) 
 

 ウオールマート リアリティーTV で評判挽回 
Wal-Mart が、ABC のリアリティーTV“The Scholar”のスポンサーになり、頓に低下して
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いる同社のイメージ回復を狙う。 この番組は、高校生 10 人の、250,000 ㌦（275 万円）

大学奨学金争奪戦をテーマにしたもので、毎週月曜日夜に、6 週間連続放映される。 

Wal-Mart は、2,000 ㌦の同店ギフトカードの提供や、30 万㌦までの奨学金の資金を提供す

る。 Wal-Mart and Sam’s Club Foundation は、今年、6,700 人以上の学生に、同社の創立者

の名前を取った Sam M. Walton Community Scholarship Program の、総額 690 万㌦（7 億 5,900
万円）の奨学金を支給している。(nytimes.com, 6/3/2005) 

 
 フライビー ブラジル製エンブレアー26 機購入 

LCC の FlyBE（英）が、ブラジル製の

Embraer195（118 席）リジョナルジェット機

26機（確定 14機＋ｵﾌﾟｼｮﾝ 12機）を購入する。 

これは、リストプライス  ベースで$950m
（1,000 億円）の商談。 FlyBE は、2004 年

度（4 月-３月）の営業利益 凡そ £10m（20
億円）を計上する模様。 2003 年度は、▲

£9.8m（19 億円）の営業損失。(FT.com, 6/5/2005) 
 

 米セキュリティーチェック改善計画 
今夏の旅行シーズンには、米航空旅客需要は、新記録を達成

するだろう。 需要最盛期のセキュリティー強化が計画され

ている。 最近まとめられた、国家安全保障省（Department 
of Homeland Security）の調査報告書は、米国空港のセキュリ

ティーは、依然として多くの改善が必要と指摘している。 

勿論、ハイテク検査機器の開発は続ける必要があるが、この

夏の旅行シーズンのセキュリティー強化策として、検査レー

ンの増設、検査スペースの拡大、爆発性危険物検出装置の使

用拡大と適正な使用方法の徹底、手荷物検査係（スクリーナ

ー）の増員、チェックポイントの扉の施錠、武器発見時の対

応強化、手荷物開披検査のためのより長いテーブルの設置、

ベルコン設置による空の籠のフロントへの自動返却、などを

提案している。 現行の１時間当たり 183 人/ﾚｰﾝの処理能力

を、余り減少させずに改善が可能と報告している。 この他、

この報告書は、現在殆ど検査されていない旅客便の搭載貨物

の検査や、南米等の外国空港の、米国並みセキュリティー チ
ェックの実施と改善を指摘している。(nytimes.com, 6/5/2005) 
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 シンガポール航空 SMS チェックイン開始 
SQ 航空が、SMS（Short Message Service）を使用した携帯電話からのチェックインを、6
月から開始した。 すでに昨年の 8 月に、一部の路線で開始されていたものを、略全路線

に提供可能にする。 旅客が www.singaporeair.com に登録しておくと、便出発の 48 時間前

に、SQ から SMS を受け取る仕組みになっている。 旅客は、便出発の 2 時間前～48 時間

前に返事を返すと、自動的に座席番号付きのチェックイン完了の案内が、テキストメッセ

ージで回答されて来る。 なお、日本、韓国、中国、カナダ、アメリカの携帯電話では、

このサービスは受けられない。(asiatraveltips.com,  6/6/2005) 
 

 アバカス 四川航空とダイレクトコネクト契約 
Abacus が Sichuan Airlines と DCA 接続契約を締結した。 中国航空会社で、Abacus と DCA
契約を締結しているキャリアは、Air China Group（Air China, Southwest airline, ZheJiang 
Airline）, China Eastern Group（China Eastern, Yunnan Airlines, Northwest Airlines）, China 
Southern Group（China Southern, Northern Airlines, XingJiang Airlines）, Shanghai Airlines (FM), 
Shangdong Airlines (SC), Shenzhen Airlines (ZH), Hainan Airlines (HU) の 各 社 。

(asiatraveltips.com, 6/6/2005) 
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 グーグル株価 高値更新継続 
4 月末に、第 1 四半期の利益を発表以来、Google の株価が＋40％以上も上昇している。 こ

の高値を反映して、先週末の Google の時価総額は、ナント 800 億㌦（8 兆 8,000 億円）に

まで拡大している。 上場以来、9 ヶ月間に、検索連動型オンライン広告収入が増加し、

全ての四半期収入は、強気のアナリストの予想を遥かに上回る実績を達成している。 ビ

デオ検索等の新インターネット サービスが、今後も続いて開発されるとすると、Google
は、検索サービスから、成熟したマルチ アプリケーション企業として成長して行くのかも

知れない。 そうなれば、株価は、更に上昇する。 高くなった Google 株を購入しようと

する人達は、Google が、次の Microsoft になる事を期待しているのだろう。(FT.com, 6/5/2005) 

 
 

 ヴァージン航空 ソーホーハウス他と空港ラウンジサービスで契約 
Virgin Atlantic 航空が、LHR 空港の新 Clubhouse ラウンジを、LON と NYC でプライベート 
会員制クラブとホテルを運営している Soho House と提携して、会員クラブ風の洒落た雰囲

気のラウンジに仕立て上げる。 そこで、Savoy や Claridges の如くの世界一流のサービス

を提供する。(asiatraveltips.com, 6/6/2005) 
 

 ユナイテッド 米国内線で無線インターネット環境立ち上げ準備開始 
UA 航空は、米航空会社の中で初めて、米国内線機内で、インターネット ネットワークを

設定する許可を当局から取得した。 導入の為の準備期間 1 年間をかけて、2006 年の中ご

ろ以降に、機内でインターネット接続が可能になる。 国際線では、既に日本航空や LH
が、機内 Wi-Fi サービスを開始している。 LH は、1 時間当たり 9.95 ㌦、フライト中の使

用放題には 29.95 ㌦を徴収している。 各社は、少しでも収入を増加させるサービスを探

している。(nytimes.com, 6/6/2005) 
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 グループル パリ本社設置 
グループ予約の Groople が、欧州オンライン市場への進出の為に、PAR に欧州支社を設置した。 

Forrester によると、欧州のオンライン レジャー旅行市場は、米国市場の伸び率の、倍の勢いで

成長している。(Travel Wire. 6/6/2005) 

 

 アメックス 自社サイト強化 
American Express Travel が、自社サイトを強化する。 
・ AMEX カード使用による予約に対する、特別なリワード提供。 

・ オンライ予約のダブル Membership Reward 付与。 

・ 容易なサイト ナビゲーションへの変更。 

・ クルーズとパッケージのカスタマイズ予約ツールの新設。 

・ 間際特別販売と、特別セールのオファー。(Travel Wire. 6/6/2005) 

 
 中国オンライン サイト イーロング成長急 

中国オンライン旅行サイトの e-Long は、第 1 四半期で▲850,000 ㌦（9,300 万円）の損失を

計上した。 しかし、収入は、＄4.7ｍ（5.1 億円）で、前年同期比+46％と大幅な増加を達

成している。 旅行収入は＋63％の＄4.5m を計上している。 エアーは、＋137％の 450,000
㌦、ホテルは＋42％の＄3.6ｍであった。(Travel Wire. 6/6/2005) 

 
 ユナイテッド CEO ティルトン スター同盟会議欠席 中国航空会社との会議取消 

UA 航空 CEO Glenn Tilton が、労働組合との協議の為に、6 月 2 日-3 日京都と名古屋で開催

されたスター アライアンスのミーティングに欠席し、その直後の、中国で開催予定の中国

航空会社とのミーティングも取り消している。(DTW TRAVEL CONFIDENTIAL, 6/6/2005) 
 

 キャセー航空と中国国際航空合併実現？ 
CX 航空と Air China の合併が実現するかも知れない、と言う噂が流れている。 中国政府

は、2008 年の北京オリンピックまでに、Air China を黒字企業にしたがっている、と言うの

が理由。(DTW TRAVEL CONFIDENTIAL, 6/6/2005) 
 

 IATA 年次総会開催 
IATA の年次総会が、5 月 29 日～31 日、東京で開催された。 総会では、各国政府に空港

や管制利用料の引き下げを求めると共に、自由化の徹底や、課税方法や監督行政の見直し

を求める宣言を採択した。 （米国では、200 ㌦の航空券に 26％のタックスやフィーが課

せられている。 世界の航空会社は、セキュリティーに、毎年 56 億㌦≒6,100 億円を支払

っている。 空港と管制には、420 億㌦≒4 兆 6,200 億円を支払っている。 そして、これ
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は、総コストの 12％に達している、と IATA は言っている。） 
IATA は、オイルの平均価格がバレル 47 ㌦となる場合には、航空業界は、今年、▲60 億㌦（6,600

億円）の欠損を計上するだろう、と予測している。 2004 年度は▲48 億㌦（5,200 億円）の欠

損であった。 地域ごとには、大きな相違が見られる。 その内訳は下表の通り。 

北 米 ▲90 億㌦  

欧 州 ＋14 億㌦ イールド改善と供給調整成功 

アジア ＋26 億㌦ 低賃金と中国需要の増加 

中近東 ＋ 1 億㌦  

ラ 米 ± 0 幾つかの地域航空会社は黒字計上なるも、ﾏｼﾞｮﾘﾃｨｰは破綻

アフリカ ▲1.5 億㌦  

合 計 ▲48 億㌦  

（DTW, 6/6/2005） 

 
 ロンドン ヒースロー空港の第 3 滑走路と第 6 ターミナル建設計画 

ロンドン LHR 空港の、第 3 滑走路と第 6 ターミナルのドラフトプランが発表された。 こ

の拡張の為に、西ロンドンの 700 戸の住宅の移転が必要で、BAA は、移転スキームを間も

なく提案する。 第 3 滑走路建設は、Stansted 空港拡張（第 2 滑走路建設）後の 2015 年か

ら 2020 年までは建設されない。（FT.com, 6/6/2005） 
 

 インド エアデカン 25％株式売却へ 
インド初の LCC Air Deccan（2003 年創立）が、2006 年の 6 月までに上場（BOM と NYC
証取）し、約 25％の株式を売却して、3 億㌦を資金調達する。 Air Deccan は、この資金

を、今後 5 年間で導入予定の 62 機の機材調達コストに充当する。 Air Deccan は、2006
年 3 月に終了する今会計年度で、営業収益を、前年の 3 倍の 100 億ルピー（2,460 億円）に

拡大する計画を有している。  最近の、インドの航空自由化政策への転換で、Air Deccan
を含む 14 社が、LCC 運営のライセンスを当局に申請している。（FT.com, 6/6/2005） 
 

 スターウッド 新ブランド展開計画 
Westin や Sheraton ブランドのオーナーである Starwood Hotels Resorts Worldwide が、次の 10
年間で、500 軒の、スタイリッシュで且つアフォーダブルな新ブランドのホテルを立ち上

げる。 Project XYZ と呼ばれている計画で、1998 年に立ち上げた W Hotels の次を狙う。 

XYZ は、よりベアーボーンなサービス（スパやルームサービスのようなアメニティーが無

い）を中心としたホテルで、“limited service”の Hilton Garden Inn や Marriott Courtyard と競

争することになるだろう。 Starwood は、2007 年初頭に、大きな大学の学生人口が多い

Cambridge (Ma.), Palo Alto(Calif.), Minneapolis や Raleigh-Durham(N.C.)に、XYZ を建設する

計画。(FT.com, 6/6/2005) 
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 ヒルトン四つ星ホテルの改修 
最近、Ritz-Carlton, Four Seasons, Peninsula などの 5 つ星ホテルが、ますますその豪華さを増

している。 そして、3 つ星ホテルの Marriott Courtyard や、Hilton の Hampton Inn でさえも

が、クオリティーを上げて、4 つ星ホテルのランキングを追い抜く勢いだ。 
Hilton とフランチャイジーは、5 億㌦をかけて、全米の 230（89,000 室）の Hilton ホテルのリフ

ァービッシュメントに取り組んで、4 つ星ブランドとしてのクオリティーの維持を図っている。 

フランチャイジーの中で、クオリティーを維持できないホテルについては、Hilton ブランドを

剥奪する。 昨年には、17 ホテルが Hilton ブランドを剥奪されているが、しかし、Hilton は、

2007 年までに、60 の新しい Hilton ブランドを追加する。  

4 つ星ブランドの象徴として、Hilton は、Beverly Hilton（570 室）を、＄60ｍ（66 億円）をかけ

て改修する。 そして、客室には、42 吋プラズマ TV、Bose Wave ラジオを設置し、広い良く

デザインされたワーキングスペースを確保した、コンフォタブルな客室仕様を作り上げる。  

ところで、Paris Hilton のブランド力はどうなんだ？ そう言えば、エッフェル塔の近くに、も

う 1 つの 4 つ星ホテル Paris Hilton が存在する。(nytimes.com, 6/7/2005) 

 

Hilton の遺産相続人である Paris Hilton（24）が、ギリシャ海運

の大金持ち Yannis Latsis の孫 Paris Latsis と、5 月 31 日に婚約し

た。 エンゲージリングは、24 カラットのイエローダイアモン

ド（2 億 3,000 万円, Harry Winston）か、15 カラットのホワイト

ダイアモンド（4 億 6,200 万円, Tiffany）のいずれかから選ばれ

ると言う。(People, June 13, 2005) 

 

 米国内線航空運賃の近況 
6 月 2 日、UA 航空が、米国内線の値上げを撤回した。 6 月 5 日、AA と NW の両社も値

上げを撤回、＋10 ㌦～＋20 ㌦（往復）の値上げが崩壊し始めている。 LCC は、AirTran
を除いて、当初から値上げに参加していない。 DL は、長距離線で片道＋20 ㌦の値上げ

を、昨日までキープしている。(nytimes.com, 6/7/2005) 
 

 インド ジェットエアウエイズ アルカイダとの関与否定 
『もし、Jet Airways（インド）が、米国乗り入れを開始するならば、

我々は、再度、米国都市上空で、航空機をアルカイダにコントロー

ルさせる』と言う、怪文書が米メリーランド州の Jet Airways と言

う会社から、米運輸省にファイルされている。 この怪文書は、イ

ンドの Jet Airways とKHI のギャングDawood Ibrahimの関係を暴露

し、Ibrahim を通じた Jet Airways とアルカイダとの関係の存在を指
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摘している。  
Jet Airways は、6 月 23 日に、米国乗り入れを開始する予定で、同社は、このとんでもない

言いがかりに激怒し、首謀者を探し出して、告訴する事を検討している。 
Jet Airways は、先の 3 月に上場した、インド国内線で 43％シェアーを持つ航空会社。 

(FT.com, 6/7/2005) 
 

 ライアン航空 CEO 6 百万株売却へ 
Ryanair CEO Michel O’Leary が、最近の株高チャンスを捕らえ

て、Ryanair 株 6 百万株を売却する。 売却価格は 1 株 6.50 ﾕｰ

ﾛであるので、O’Leary は、3,900 万ﾕｰﾛ（51 億円）を手にする

ことになる。 この売却で、同氏の保有する Ryanair 株は、5.4％
から 4.6％に減少するが、依然として筆頭株主の位置はキープ

する。 Ryanair は、今や時価総額 50 億ﾕｰﾛ（6,500 億円）の企

業で、LH の 47 億ﾕｰﾛ、BA の 43 億ﾕｰﾛ、AF+KL の 35 億ﾕｰﾛを、

全て上回る優良企業に成長している。 
2004 年度（4 月-3 月）の税引き前利益は、+29.5％増加して 2 億 9,590 万ﾕｰﾛ（385 億円）に達し

ている。(FT.com, 6/7/2005) 

 
 アメリカン航空 日本語サイトにアマのイートラベル エンジン採用 

AA 航空は、日本語サイトに Amadeus の e-Travel の Planitgo を採用した。 日本語サイト

に同エンジンを使用している航空会社は、AA の他には、AF、CX、KE、PR、TG の 4 社。

(asiatraveltips.com, 6/7/2005) 
 

 英国航空 英中路線増強 
BA が中国線を増強している。 
6 月 2 日から LON=SHA 週 5 便を開始する。 
6 月 3 日から LON=HKG 毎日 3 便に増便する。 
6 月 6 日から LON=PEK 週 6 便に増便する。 (asiatraveltips.com, 6/8/2005) 
 

 タイ航空上昇気流に乗れるか 
嘗ては CX や SQ と同列で競争していた TG が、優れたスチュワーデスの評判に慢心し、

ライバル企業の機内エンタメやフルフラット座席への投資ペースに追いつかなかった結果、

“駄目な”航空会社（タイ Thaksin 首相）になってしまった。 
汚職の噂が絶えず、しばしば政治家が、只でビジネス クラスにふんぞり返っているような

状況では、往年の名声を取り戻すまでに回復するのは難しいだろう。  
それでも、TG は、BKK=NYC の直行便を飛ばし、2 年間をかけて 20 機の古い航空機の機
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内を改修し、そして、機体を塗り替え、客室乗務員の制服を変更し、エンタメシステムを

アップグレードし、何とか挽回が出来ないか、懸命の努力を重ねている。  
1 月-3 月の四半期決算は、前年の史上最高利益から▲46％低下し、30 億バーツ（80 億円、

pre-exceptional earnings）を計上している。(FT.com, 6/8/2005) 

 

 

 大西洋線の新オール ビジネスクラス キャリア計画 
元 BA 幹部が、大西洋線で、ビジネス クラスだけの航空会社 Eos（ギリシャ神話の女神エ

オス）を立ち上げる。 ＄85ｍ（93 億円）の資本を集め、B757 型機 3 機を ILFC からリー

スし、毎日 2 便の NYC=LON（Stansted）を、今年の夏以降に開始する予定。 既に、米

FAA と DOT にライセンスの申請を行っている。 コンフィギュレーションは、フルフラ

ット（6 フィート×6 インチ）48 席。 運賃は、現行運賃の▲20％～▲25％のレベルとな

る模様。(FT.com, 6/8/2005) 
 

 カタール航空 パリ エアーショーで 60 機発注か 
Qatar Airways（1994 年創立）が、60 機の航空機発注を、

6月13日から始まるパリエアーショーで発表するかも

知れない。 購入する航空機は、B787 型機か A350 型

機の長距離中型機。 Qatar 航空の現在のフリート（40

機）は、全てエアバス機で構成されている。

(channelnewsasia.com, 6/8/2005) 

 
 

 AOL イエローページ イエローページドットコムを掲載 
AOL Yellow Page が、YellowPages.com の掲載を開始する。 YellowPage.com は、SBC 
Communications と BellSouth が所有している、ビジネス企業の検索サイト。 AOL のサイ

トに掲載されることで、オンライン広告収入が増加する事を期待している。 両社が、こ
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の掲載のために、AOL にいくら支払ったかは、明らかにされていない。 YellowPages.com
は、既に Google と Yahoo と同様の契約を実施しており、AOL の掲載開始後に、同サイト

の検索が、1ヵ月7,000万検索になる事を期待している。 comScore Media Metrixによると、

YellowPages.com には 417 万ユニークビジター（4 月）が訪れており、この 1 年間で＋69％
の増加を見せている。 反対に AOL Yellow Pages は、▲51％減少の 210 万ユニークビジタ

ーが訪れている。(nytimes.com, 6/8/2009) 
 

 ディラー ビベンディ ユニバーサル全株売却へ 
IAC CEO Barry Diller が、Vivendi Universal Entertainment 株全株

（5.4％）を、34 億㌦（3,740 億円）で売却する。 Diller は、売

却収入は、他社の買収資金にするよりも、自社株購入に振り向け

るかも知れないと言っている。 この売却で、Diller は、長年の

Universal との係争に終止符を打ち、旅行を中心としたオンライ

ン事業に専念出来る事になる。 市場は、Vivendi 株売却に好感

して、＋5％ほど上げて、25.81 ㌦をつけている。（nytimes.com, 

6/9/2005） 

 

 Ｇ2 エアートランと契約 
G2 SwitchWorks が、AirTran と流通契約を締結した。 AirTran は、G2 と契約する初めての

LCC。 JetBlue, Alaska, Independence Air は、LOI を締結している。(DTW, 6/9/2005) 
 

 シンガポール航空 豪米路線参入に意欲 
SQ が、経済予測機関の Econtech に委嘱した調査は、『豪米路線の自由化が、豪経済に＋

＄90m（約 100 億円）のツーリズム収入をもたらす』と、レポートしている。 
このレポートは、『米豪路線の 2 社体制（QF2/3+UA1/3）は、豪英路線に比べて、旅客にキ

ロ当たり +17％も高い運賃を課している』と言っている。 
豪政府は、来週の閣議で、米豪路線の自由化をどのようにするか決定する予定。 財務大

臣、貿易担当大臣、外務大臣は自由化による競争促進派で、運輸大臣は、QF 支持と見ら

れている。 結局は、漸進的な折衷案の段階的自由化政策が、導入されるのではないかと

見られている。(channelnewsasia.com, 6/9/2005) 
 

 シンガポール PSA ハチソン保有の香港国際ターミナル株 一部購入 
Hutchison Whampoa Ltd は、同社が保有する香港コンテナターミナル株式の 20％を、シン

ガポールの港湾オペレーターPSA に売却する。 売却価格は、＄800ｍ（880 億円、現金）

で、Hutchison は、この売却後も Hong Kong International Terminals（HIT）の 66.5％の株式を

保有する。 PSA は、最近の 4 ヶ月の間に、2 回も、香港港のアセット購入に手を出す事
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になる。 
このニュースを報道した、香港 South China Morning Post は、『Hutchison の HIT 株売却は、

香港の世界のコンテナー港としての輝きが薄れ出している事を物語っている』とレポート

している。 昨年、世界最大のコンテナー取扱を誇った香港は、今年の第 1 四半期に、シ

ンガポールに追い抜かれている。(channelnewsasia.com, 6/9/2005) 
 

 ボーイング社の長期機材展望 
ボーイング社は、今後 20 年間の民間商業機の長期展望を発表した。 
・ 今後 20 年間に、2 兆 1,000 億㌦（231 兆円）の民間商業機需要が存在するだろう。 
・ 最大の需要は、アジア太平洋地域で、総需要の 36％を構成する。 
・ 航空旅客は、年率＋4.8％増加すると見込まれる。 
・ 25,700 機の新造機が、世界で生産されるだろう。 
・ 現行の総機数 16,778 機が、2024 年には、35,300 機になっているだろう。 
・ アジア太平洋地域では、年率＋5.1％の旅客需要の増加が見込まれる。 中国は+8.8％、

北米は＋3.5％の増率。 
(channelnewsasia.com, 6/9/2005) 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 
 
 

女性のオンライン購入が増加しているらしい。  
 

日本でも、女性のオンラインの株式売買が増加しているのだから、これは、何の不思議で

もない。 女性は、極めて細かくチェックして、少しでも安いものを探すのが上手いのだ

ろう。  
 

大阪難波の超お金持ちのオバハンが、運転手つきのベンツ S500 に乗って、隣町の 5 円安

い大根を買いに行くと言う話を、どこかで聞いた事がある。 本能的な、このような感覚
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が、女性をオンラインに引きつけているのだろう。 
 

「オンライン販売 女性を狙え」（P.-16）は、『水着の試着は骨の折れる仕事で、ネットの試

着ツールの方が余程女性に受けている』、と書いている。 女性の気持ちは良く分からない

が、何かこの話には説得力があるようだ。 そして『オフライン販売で不可能な事をオン

ラインが可能にしている』ことを、女性のオンライン販売が増加している理由の 1 つに挙

げている。 
 

旅行の世界では、バーチャルな販売や購入のプロセスのオンライン化が進展している。 
米国では、2005 年には、レジャー旅行の略 60％が、オンライン購入にシフトすると言われ

ている。（ PhoCusWright, Consumer travel Trends Survey – Seventh Edition ）  
国際線の紙の航空券がもう少しで全廃される。 そうなれば、リアルのものは全て無くな

り、完全に旅行の購入プロセスのバーチャル化が完成するので、旅行のオンライン販売は

更に進展するだろう。  
 

しかし、リアルな、水着みたいな物までの販売までが、オンライン化されている。 そし

て、物によっては、オフラインの店頭販売よりも、オンライン販売の方が、販売機能が優

れていると言うのだから驚いた。 オフラインの商慣行を、何処まで忠実にオンラインで

再現出来るかが、オンライン化の大きな目標であった筈だ。 それが、今では、一歩進ん

で、オフラインでは不可能な事を、オンラインが可能にしようと言うのだ。 
 

リアルな物の購入プロセスまでも、バーチャルなネットが奪おうとしている。 （H.U.） 
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