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オンライン 賭博は違法？ それでもパーティーギャミング上場 そして超人気 （P.-2 参照） 



nytimes.com, 6/26/2005 

1. At PartyGaming, Everything’s Wild 

オンライン賭博 違法？ パーティーギャミング上場 

 

ジブラルタルに本社を置く、オンライン賭博の PartyGaming.com
が、ロンドン証券取引所に 6 月 27 日上場した。 売り出し価格

一株 116 ﾍﾟﾝｽを＋11％上回り、初値 129 ﾍﾟﾝｽで取引が開始された。 

これは、今年ロンドン証券取引所の最大の上場。（6 月 30 日、株

価 149 ﾍﾟﾝｽ） 
 

116p の株価で計算すると PartyGaming は、時価総額 51.6 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1 兆 320 億円）の企

業となり、Wim Morrison, ITV, Rolls-Royce を抜いて、FTSE 100 index の 52 番目にランク

される、英国上場最大レジャーグループで、且つ、世界最大賭博企業となる。  
（3 月末時点で、一日平均 121,570 人が、PartyGaming のオンライン ポーカーを楽しん

でいる。） 
 

PartyGaming は、今年の売上が約 10 億㌦（ 1,100 億円、2004 年売上 6 億㌦ ）、EBITA
利益が、前年比＋38％の $533ｍ（約 590 億円、EBITA 利益率 54％）と予想されている、

ポーカーを中心としたハイマージンのオンライン賭博会社。 
PartyGaming を興した人は、SFO の豪華マッサージパーラーで一儲けした父を持つ Ruth 
Parasol（38）で、双方向のセックス電話の会社を経営していた経歴を持つ人物。 今回

の上場で、彼女を含む少数株主は、自分達の持ち株の一部売却により、10 億ポンド

（ 2,000 億円 ）以上の巨万の富を稼いだ事になる。 
 

米オンライン賭博市場は、70 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1 兆 4,000 億円）の規模を持ち、米国が、全世

界で最大市場となっている。 
 

米国は、このオンライン賭博が、ギャンブルへの耽溺、青少年に対する悪影響、マネー 
ローンダリングなどの社会悪をもたらすと考えており、何とかこれを規制したがってい

るが、規制のための有効な法的根拠を見つけ出せないでいる。 
連邦議会は、過去 2 回、オンライン賭博を禁止する法案の制定を試みているが、成功し

ていない。 問題は、ジブラルタルに存在する会社（オフショアー企業）を、“米国の

法律で規制出来るのか？”、“違法性を何処に求めるのか？”と言う二つの点に有る。 

（PartyGaming は、カナダのサーバーを、年内にはジブラルタルに移動させる。）  
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現在、下院は、3 回目の法案制定を試みているが、立法化が成功する見通しは決して明

るく無い。 議会は、法案不成立の場合は、特別委員会を設置して、1 年かけて、オン

ライン賭博の実態調査に乗り出す予定。 
 

WTO は、「倫理的な理由でオンライン賭博を規制する事は出来るが、しかし、それは全

てのリモート ベッティングに等しく適用されなくてはならない」、「ポーカーゲームを

中心としたオンライン賭博だけを禁止し、競馬等のスポーツ オンライン賭博の運営を

許しておく事は出来ない」、と言う見解を示している。（競馬のオンライン ギャンブル

は、強力な競馬業界が存在する事を考えると、その禁止は先ず出来ないと見られてい

る。） 
一方、米国の動きに反して、英国は、今春に、オンライン賭博を合法化し、ギャンブリ

ング コミッションを設立し、それを監視させるとともに、オフショアー企業の英国誘

致に積極的な姿勢を示している。 

 
A view of a virtual game table on the PartyPoker.com Web site. PartyGaming は、このバーチャルなゲーム テー

ブルをホストし、全世界からのポーカー参加者から、コミッション（所場代）を稼ぐビジネスモデルを採

用している。 Ruth Parasol は、NDH の Indian Institute of Technology を卒業したコンピューター エンジニ

アリングのスペシャリスト Anurag Dikshit（25）に依頼して、このオンラインポーカーゲームの、最初のプ

ログラムを完成させた。 

 

司法省は、現行法でもオンライン賭博の禁止が可能であると言っているが、摘発には動
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いていない。（1961 年に施行された Interstate Wireline Act は、賭博業者の、掛け金の州

際間電子的通信を禁止している。 しかしこの法律は、スポーツとコンテストに対する

賭けを対象にしており、ポーカーの如くのゲーム賭博を対象にしていない。） それで

も司法省は、銀行に、クレジット決済の中止を要請している他、各媒体には広告の掲載

を行わない様に指導し、オンライン賭博の間接的な抑制に動いている。（eBay の PayPal
は、PartyGaming の取扱いを中止している。） 
 

米司法省のオンライン賭博に対するネガティブな動きが、Las Vegas の米賭博企業のオ

ンライン進出を押さえる圧力になった結果、何とも皮肉な事に、却って PartyGaming の

独走と成長を促進し、同社の莫大な利益獲得を助ける結果となったのである。 
 

この様な米国の動きが有るにも拘らず、PartyGaming のロンドン上場人気はちっとも衰

えず、英国と欧州中心に、募集の 3 倍以上の投資家を集めてしまった。 彼等は、米国

の規制リスクよりも、マージンの極めて高い PartyGaming に賭けたのだ。 
（PartyGaming は、上場目論見書の中で、①同社の米国収入が 90％を占めている事、②

米国政府の禁止措置が発動された場合は、株価が大幅に値下がりするか、場合によって

は紙屑になってしまうリスクの存在を、投資家に知らしめていた。） ■ 
 
 
 
nytimes.com, 6/23/2005 

2. Beyond Wi-Fi: Laptop Haven but a Price 

Wi-Fi の次は 3G セルラー 通信オンリーの EV-DO 

 

最近は、無線でオンライン接続出来る多くのテクノロジーが存在するが、何れも一長一

短の問題を抱えている。 Wi-Fi インターネットのホットスポットは、速くて安価であ

るけれども、空港とか、ホテルとかコーヒーショップ等の、ホットスポットを探さなけ

ればならない。 また、ブルートースの携帯電話は、ラップトップの PC と接続させる

事ができるが、スピードが遅い難点を持っている。 そして、プライバシー漏洩問題が、

常時付き纏う。 
 

そこで、出てきたのが CDMA 1xEV-DO（Code Division Multiple Access 1x Evolution-Data 
Only）だ。 このテクノロジーを早くから採用し、最大の利用者となっている Verizon 
Wireless では、BroadAccess プランと呼ばれている。 
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1xEV-DO (CDMA2000 1xEV-DO) 【1x Evolution Data Only】CDMA 技術を応用した携帯電話方

式「cdma2000」規格に含まれるデータ通信専用の技術仕様。 「1xMC」仕様を改良した「1xEV」仕様の

一部で、データ通信に特化して飛躍的に通信速度を高めた仕様である。 これを実現する具体的な技術と

して有力視されているのは QUALCOMM 社の「HDR」である。 これを利用すると、従来の 1xMC(最高

144kbps)と同じ 1.25MHz の帯域を使って、最高 2.4Mbps のデータ通信が可能となる。 （YAHOO コンピ

ューター用語辞典） 

 

このスピードの速い回線に接続するためには、特別なセル

ラー カードを購入し、それを PC カード スロットに挿入す

る必要がある。 Novatel と Kyocera の両社は、EV-DO の将

来の開花を約束する、Windows で動くラップトップ用の新

しいカードを開発している。（Mac OS X 用には若干の調整

が必要） 
Novatel V620 costs $50. 

 

EV-DO には、二つの大きなメリットが存在する。 
最初のメリットは、セルラーであると言うことである。 つまり、ホットスポットを探

す必要が無くなるメリットがある。 メトロポリタン地域の全てのが、ホットスポット

になってしまう。 （現在、Verizon は、NYC, LAX, CHI, MIA 等を含む、主要都市 32
都市をカバーする。 そして、今年末までには、米国人口の 50％が、EV-DO 接続出来

るようにする、と Verizon は言っている。） 
二番目のメリットは、けたたましいスピードである。 EV-DO は、Verizon が開発した 10

億㌦（1,100 億円）の成果、第 3 世代（3G）ネットワークである。 好条件のシグナルをキ

ャッチできれば、400～700kbps（ｷﾛﾊﾞｲﾄ/秒）の速さでデータのダウンロードを可能にする。 

これは、Cingular や T-Mobile が提供する EDGE（70～135kbps）に比べ、少なくとも 5 倍の

速さを誇っている。 そして、未だ利用可能な、Verizon のオリジナルのデータ ネットワー

ク NationalAccess（60～80kbps）に比して、7 倍も早い。 

もっと判り易く言うと、2 メガバイトの添付物のダウンロードには、ダイアルアップの

モデムだと 6 分、NationalAccess の場合は 5 分、EDGE のワイアレス ネットワークの場

合は 3 分、そして EV-DO の BroadbandAccess ではタッタの 40 秒で済んでしまう。 
 

しかし、データの送信となると話は別だ。 アップロードには、旧式の遅いチャネルを

使用するために、平均スピードは 100kbps に落ちてしまう。 コンサルティング会社

Ovum のテレコム アナリスト Roger Entner は、「無線キャリアが、ワイアレス ラップト

ップを旅行用の Web サイトとして使えないように、わざとアップロード スピードを落

としている様だ」、「無線キャリアは、ワイアレスの Web サーバーとしてカードを使用
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させない様にしている」、「これでは、意図しているビジネスモデルの効果を半減させて

しまっている」とコメントしている。  
 

問題があるとすれが、価格だ。 BroadbandAccess の月額利用料は 80 ㌦で、企業の出張

者を目当てにした、高い価格設定となっている。 この価格は、使い放題の料金で、 
現時点では、タックスやフィーも加算されない。 今のところは Verizon の独壇場で、

同社の自由な価格設定が可能であるが、今年後半に、Sprint の ED-VO サービスが開始

されると、価格の低下が起こるだろう。 
 

カードの価格は、以下の 3 通りのチョイスが可能。 
Audiovox       100 ㌦ Verizon のやや古いカード、スピード・機能で劣っている。 
Novatel V620     50 ㌦ 新しいカード。 
Kyocera KPC650  70 ㌦ 新しいカード。 
これらの 3 カードは、全て、旧式のスピードの遅い NationalAccess へのシームレス接続

を可能にしている。 
 

Novatel と Kyocera のカードは、Verizon の VZAccess Manager
ソフトウエアーをベースにしており、Wi-Fi への接続も出来

る他、信頼性に高く、インストールが容易で、他人の携帯電

話へのテキスト メッセージ送信までを可能にしている。 
また、キャッチしている受信スピードを、グラフで表示する

機能も備えている。 
 

Kyocera's KPC650 costs $70. Each card can 

automatically switch to the older NationalAccess 

network when necessary. Each protrudes from 

your laptop by over an inch. 

 
 
 
 

値段が下がり、カバレッジが拡大すれば、EV-DO は、オンラインに接続する、最良の

無線環境を提供するだろう。 ■ 
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DTW, 6/24/2005 

3. Classic takes To Gain Back Confidence In Agency 

クラシック 旅行社の信頼回復 

 

Classic Custom Vacations は、元 Travel Institute 社長の David Preece を CEO に招き入れ、

一時無くしていた旅行社の信頼回復を最優先させている。 
 

Classic は、IAC に買収された後に、「自分達に競争を仕掛けて来るのでは」と警戒され、

旅行社との関係が冷え込んだ。 特に、Classic が Virtuoso と優先サプライヤー契約を締

結した 2003 年 12 月の、「IAC のビジネスモデルは、旅行社に対して、競争力がある」

と言う発言が、両者の関係を最悪の状況にさせていた。 Preece は、この関係改善に努

力している。 そして、徐々に旅行社の Classic 回帰が始まっている。 Classic は、2004
年 12 月に、Expedia の本社から San Jose に事務所を移転させ、組織を変更し、幹部の半

数以上を入れ替えている。 
 

IAC は、旅行部門を Expedia の名の下に、Classic を含む 14 の旅行ビジネス（年間収入

18 億㌦≒1,980 億円）を集結させて、今年の第 2 四半期にスピンオフさせる。 その中

で、Classic は、旅行社なので、他の旅行部門とは独立して、成長して行く戦略を採用す

る、と Preece は語っている。 「Classic は、IAC のポートフォリオの中で、リスク回

避の保険（hedge）なのだ」と、彼は語っている。 
 

Preece は、Hotwire を立ち上げたメンバーの 1 人であるが、彼は自分自身を“インター

ネットの離反者”（internet defector）だと言っている。 彼は、以下をコメントしている。 
－我々のビジネスは、人々に旅行を販売している旅行社をサポートするビジネスだ。 
－インターネットには、出来る事と出来ない事が存在する。 
－旅行社サービスのオンライン化には、そんなに時間が掛からない。 
－インターネットは素晴らしいツールであるが、オンライン購入を好む顧客層は、

Classic の客層ではない。 
－Classic のお客様は、アップスケールの旅行者で、オンラインで多くの調査を実施し、

そしてオフラインで購入する人達である。 
－インターネットの利点がどんなであれ、最終的に、人は、誰かと話したくなる。 
－“問題解決型のテクノロジーの適用”を、戦略の重要な部分として位置付けている。 
 

Classic は、旅行社のオンライン予約システムを、2004 年 11 月（導入後 8 ヶ月）に撤収

している。 Classic は、オンライン戦略の再構築を検討している。 ■ 
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Asiatraveltips.com, 6/24/2005 

4. Virgin Atlantic Embraces Podcasting  

 バージンのポッドキャスティング顧客通信ツール 

 

ポッドキャスティングは、インターネット経由で音楽コンテントをディストリビュート

する最新の方法である。 Virgin 航空は、ポッドキャストの特別コンテントと、ポッド

キャストをダウンロードするソフト“Podcatcher”を開発した。 
  

最初のポッドキャスト コンテントは、以下の、4 つの NYC のオーディオ ガイドだ。 
① 最もカッコイイ 10 軒のレストラン 
② ショッピングのインサイダーガイド 
③ 新奇な（off-the-beaten-track）場所の全て 
④ 初めての NYC 訪問者の しなければいけない 10 の行動 
Virgin は、今後、他のデスティネーションのガイドを作成して行くと言っている。 ■ 
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nytimes.com, 6/26/2005 

5. The Newspaper of the Future 

将来の新聞  カンサス州小都市 地方紙の例 

 

人口 85,000 人の田舎の小都市、Kansas 州 Lawrence で、ローカル新聞 The Lawrence 
Journal-World（発行部数 2 万部）が、革新的なオンライン新聞  LJWorld.com や

lawrence.com を発行している。 
 

この新聞社は、地元 Lawrence の記事に完全に限定し、地方色豊かな総合情報誌を作り

上げている。 親会社の World Company（社員約 600 人）は、Lawrence で、ケーブル

TV・電話サービス・新聞・オンライン パブリッシングを一手に手がける総合情報企業。 

World は、“今後のオフラインの新聞事業は衰退して行く”、と言う明確な見通しを持っ

て、以下のオンラインへの転換戦略を構築している。 
 

① 新聞、ケーブル TV、ブロードバンドコンテント、インターネット新聞、全てのメ

ディアの融合を目指す。 
各媒体の情報資源を共有し、記者や社員を、メディア間で共通して使っている。 

② テクノロジーを積極的に採用する。（early adopter）  
現在、World Company のオンライン収入の総収入に占める割合は、1.5％で、利益も

捻出出来ていない。（今年黒字化予定） World はブロードバンドの利益を、オンラ

イン事業につぎ込み、そこで、10 年後の利益計上を狙う。 
③ 地元の新聞読者、TV 視聴者、広告主と、ビジネス リレーションの継続的な強化を

目指す。 顧客に、“自分達の新聞”と言うイメージを持って貰う。 
④ TV・インターネット・新聞の総合的広告プラットフォームを顧客に提供し、強力

な媒体販売を展開する。 （短期的には、新聞社の存立は、インベンティブなビジ

ネスの発掘と、メディア企業の広告チームに掛かっている、と言われている。） 
 

World のオンライン新聞は、1995 年に発行を開始、現在では月平均 700 万ページビュー

を獲得するまでに成長している。 そして、このオンライン新聞は、以下の内容を幅広

く含むユニークな紙面構成を、地元 Lawrence の読者に提供している。 また、テクノ

ロジーを積極的に採用している。 （Nielsen/NetRating 調査によると、オンライン新聞

のユニーク ビジターは、過去 1 年間で+12％増加している。 35 歳～44 歳の読者が中

心で、彼等は、紙の新聞からオンライン新聞に移動している。） 
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・ Lawrence のリトルリーグの子供達が自分達で作った選手プロフィールを掲載。 
・ Kansas 大学のフットボール試合の切符を販売。 （ここでは、試合が行われる

Memorial Stadium の 5,000 席の各席から、試合場を俯瞰した写真を見せて呉れる。） 
・ 地方裁判の主要なトランスクリプトをサイトに掲載している。 裁判のライブ中継

や、読者の、プロズコンズの意見開陳の場を設けている。 時には、実際にケース

に関わっているエキスパートとの意見交換の機会も作り出している。 
・ Lawrence に住んだ事がある、詩人の Langston Hughes、小説家の William S. Burroughs

の珍しい書簡、写真、その他の古文書等をサイトに掲載している。 
・ 選挙時には、全ての立候補者に同じ質問を与え、その回答を見易いリストにして、

投票者を手助けしている。 
・ 情報公開法に従って、公的資料の、サイトへの定期的アップロードを行っている。 
・ 2003 年には、Lawrence 内に 30 箇所のホットスポットを開設。 
・ アップルの iPod や MP3 プレイヤーの保有者達に、毎日、ニュースやその他の情報

の“ポッドキャスト”の提供を開始。 登校する前の学生達に、早朝の時間に、MP3
プレイヤーに情報を自動的にロードする、サービスを開始する事を計画している。 

・ 携帯へ、Kansas 大学のフットボールや野球の得点などの情報を、毎日流している。 
・ 大学生用サイト lawrence.com は、Wakarusa Music Festival から音楽のダウンロードを

可能にさせている。 
・ 町のバーやレストラン情報を流し、多くのブログ ― 例えば China Blogger の Gay 

Kansan（カンサスのゲイ）の、女にウンザリした最近の経験とか、Nascar の伝説的

ドライバーDale Earnhardt Sr.（2001 年に Daytona 500 レース中に死亡）の賞賛ビデオ

テープを流している Born-Again Christian Blogger ― と接点を持っている。 
 

大小の新聞社が、財政的、ジャーナリズム的にも岐路に立っている時に、この Lawrence
の地方紙のオフとオンライン新聞は、新聞の将来の方向性を示している。 
もっとも、これは、「Lawrence の田舎町での話」、「World Company の 1 社独占体制での

話」、であり、全米の各紙の手本とはならない、と言う声も存在する。 
 

（Lawrence は、1854 年に奴隷廃止論者のクエーカー教徒たち（abolitionists）が集まっ

て出来た町で、地方でも異色のカラーを持っている。 学生が多い町でもある。） ■ 
 
 

次ページに、nytimes.com に掲載された、米国の、読者の媒体使用変化とインターネッ

ト利用状況のグラフをペーストする。 
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Forrester Research, 6/28/2005 

6. Videoconferencing Is Coming To The Desktop 

デスクトップビデオ会議 ビジネス旅客減少させる？ (上) 

 

Forrester Research のビデオ会議、及び Wainhouse Research の調査「Usage Trends of 
Collaboration Technology by Business Travelers 2004」のレポートを、（上）、（中）、（下）

の 3 回に分けて掲載する。 
 

Executive Summary 
 
純粋な音声会議（audio conferences）から、Web 或はビデオ会議の利用へシフトしてい

る企業が増えている。 SIP の採用と、容易なユーザー インタフェースが、より多く

の PC（デスクトップ）を、ビデオ会議に参加させている。 IP ビデオは、コスト効率

が良いが、ファイアーウオール、回線容量、アドレスに問題がある。 それらに対する

技術的な改善が進み、ユーザーがビデオにより慣れれば、アドホックな会議は、情報ワ

ーカー（information worker）のデスクトップ経由で行われる様になるだろう。 
 

SIP 【Session Initiation Protocol】 

VoIP を応用したインターネット電話などで用いられる、通話制御プロトコルの一つ。1999 年 3 月に発表さ

れた規格で、H.323 など同様のプロトコルより後発のため、まだあまり普及は進んでいない。転送機能や

発信者番号通知機能など、同様のプロトコルと比べて公衆電話網に近い機能を備え、接続にかかる時間も

短くなっている。また、各端末に割り当てられるアドレス形式が電子メールアドレスの形式に近く、将来

的には共通化も可能とされている。 （YAHOO コンピューター辞典） 

 
 

ビデオ会議には長い歴史があるが、最近、漸く利用促進し始めている 
 
1980 年中頃から、商業ビデオ会議が開始されている。 しかし、価格・品質・システ

ムの複雑さが、その積極的な利用促進を阻んで来た。 
1990 年初めになって、このテクノロジーの使用が盛んになって来たが、会議室ベース

のビデオ会議は、第一義的には、出張が困難な時とかの、特別な場合に限られた利用で

しかなかった。 高価な、完全に独立し、他とは区分されたこのシステムは、主流とは

なれなかった。 
2001 年 9 月 11 日以降に、少しはその利用が見直されたが、本当の意味での使用促進は、
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IP（Internet Protocol）が、会議室にもデスクトップにも使用され出してから始まる。 情

報ワーカーの為のビデオ会議は、e-ラーニングやマーケット コラボレーションに於け

る、成長分野である。 
 
 

ビデオ会議は、品質改善とコスト削減で、ブレークスルーしている 
 
①SIP の導入により、②映像品質改善と、③大容量の回線容量縮小がもたらされた結果、

ISDN を使用したビデオ会議は、急速に消滅して行った。 その特記すべきブレークス

ルーは、以下の 4 点である。 
（１） ISDN が消滅 
ビデオ会議用の専用回線が、先ず、急速に消滅して行った。 音声（voice）・ビデオ・

データの、電送の唯一の方法と、長い間考えられていた ISDN は、高価で使用するのが

難しく厄介なものだった。 それに変わって、SIP を伴った IP が最も効果的なモードと

して認識され始めた。 
 

（２） SIP ベース アプリケーションの IP が、ビデオ会議のパラダイムを変えた 
IP テクノロジーの採用によって、テキスト・音声（voice）・ビデオパッケトが、インタ

ーネッット上で、1 つのコンピューターから他のコンピューターに、しばしば複数のネ

ットワークを横切って、同時に送られる事が出来る様になった。 IP ベースのネットワ

ークは、ビデオ会議と、企業内インフラの中の、その他のアプリケーションを統合し、

大幅なコスト削減と柔軟性を提供する。 そして、これは、以下の通り、ISDN の幾つ

かの欠点を補ってくれている。 
・ リモート管理を可能にする。 （情報技術者が会議室に待機しないで済む。） 
・ ユビキタス サービスを提供する。 
・ 分当りのチャージが不要となる。 
・ 1 クリックでビデオや Web 会議へのアクセスを可能にする。 そして、同一会議で、

会議出席者の異なる通信機器をサポートする。 
しかしながら、依然として、サービス品質・信頼性・セキュリティー・の問題の存在と、

新しいテクノロジー採用の躊躇が存在する。 
 

（３） 高解像度 TV が劇的に映像品質を改善した 
高画質 TV が、画像を劇的に改善したように、高解像度ビデオ会議は、現在の 10 倍の

解像力を、ビデオと音声（audio）にもたらしている。 このプロセッサー テクノロジ

ーの新しい進展は、会議室とデスクトップのビデオ会議の品質を大幅に改善してくれた。

高解像度ビデオ会議は、出始めたばかりで、市場に、ビデオ会議業界のニューフェイス
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の到来を告げている。 
 

（４） 品質を低下させずに、回線容量を大幅に縮小した 
コーデックとアルゴリズムにより、品質を低下させずに、回線容量を大幅に縮小させる、

技術的な努力が継続している。 Web 会議では、プレゼンテーター達が、リアルタイム

で編集（変更、edit）出来るデスクトップやアプリケーションを共有（share）する際に

は、大回線容量が必要となる。 しかし、パワーポイントのスライドを使用する会議の

際には、回線の容量は少なくて済む。 ビデオ会議に必要となる回線容量は、使用され

るビデオの圧縮技術により、大きく異なってくる。 圧縮無しのビデオの高解像度の絵

の場合は、2～3 ギガバイト/秒の容量が必要となるが、新しい高解像力の会議ユニット

では、1 メガバイト/秒、或は、それ以上の容量しか必要とならない。 

 
 
 

使い勝手の良さ、出張費削減、コラボレーション ニーズがビデオ会議促進 
 
コミュニケーション ツールは、情報ワーカーの毎日の生活の一部になっている。 そ

して、そこでは、ビデオが、より重要な役割を担っている。 
 

① 音声（audio）だけの会議の利用が減少し、Web とかビデオ会議のテクノロジーの採

用が増加している。 過去 3 年間で、企業の社員間、若しくは顧客やサプライヤーと

の音声だけの会議は、▲30％減少している。 反対に、Web やビデオ会議は＋10％増

加している。 企業は、フェイスツーフェイスの会議から、バーチャルな会議へ移行

している。 これには、出張の非生産性とビデオ会議の効率性が影響している。 
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② 使い勝手の良さが、ビデオ会議利用を促進している。 1 クリックによる、或は、

単純なアドレスをインプットするだけで、ビデオ会議を、特にデスクトップ ビデオ

会議を起こすことが可能になっている。 今日の情報ワーカーのコミュニケーション 
ツールのチョイスの中で、ビデオ会議が、優先順位の高いツールとなっている。 

 
 

③ 複数のコミュニケーション ツールへの同時アクセスには、ビデオ会議も含まれる。 

今日では、チームのコラボレーション ツールと共に、ビデオが、オプショナルな会

議ツールとして、しばしば利用されている。 情報ワーカーは、IM（Instant Messenger）
を通じてディスカッションを開始し、出席者探知（presence detection）を使用して、

Web 会議を開始し、他の同僚を会議に呼び込む事が出来る。 接続された（会議に参

加した）同僚は、データやスライドを閲覧し、問題を討議し、共同して資料を編集（変

更、edit）する事が可能。 リーダーは、この会議から、顧客とのビデオ会議を開始

する事によって、顧客に、会議へ参加している人達と、彼等が開発した情報の、両方

を見せて、形に表したり、討議したりする、リッチメディアを追加する事が出来る。 

これは、SIP の採用により、始めて可能となった。 
 
 

テクノロジー開発が、ビデオ会議を、メインストリームに押し上げる 
 

過去の問題は、標準化とテクノロジーの改善により、克服されている。 重要なテクノ

ロジー開発が、ビデオ会議を、コラボレーション ツールセットの部分として、日常的

リソースに近づけている。 
 

① SIP が、複数の通信アプリケーションの統合を確実なものにしている。 SIP の重要

なベネフィットの 1 つは、音声（audio）・ビデオ・Web 会議を、個別のポイント ソ
リューションを必要せずに、1 つのアプリケーション単体として管理する為の、共

通コントロール能力である。 SIP は、パッケトスイッチのネットワーク

（packet-switched networks）上で使用する、音声（voice）・ビデオ・データ会議を含

む、マルチメディア会議のプロトコルである。  
 

② H.264 が、ビデオ送信の回線容量を半減させている。 H.264 は、高圧縮ディジタル 
ビデオ コーデック スタンダードで、小さな回線容量で、高品質を提供する。 つ

まり、通話の聞こえ易さ（call clarity）と画像（definition）を改善し、同時通話能力

の増加をもたらしながら、一方で、ビデオ会議開催に必要な回線容量を大幅に減少
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させる。 例えば、この標準を利用した 265K IP 接続にプレースされた通話（call）
は、348K IP 接続されたものに匹敵する能力を有している。 
H.264 は、MPEG-4 規格に採用された次世代ビデオ圧縮技術で、MPEG-4 Part 10 として知られていま

す。H.264 は、MPEG-2 の半分のデータレートで同規格の最高画質に匹敵する映像を提供できます。

H.264 は、3G から HD までのあらゆる動作帯域（40Kbps～10Mbps 超）で優れた画質を提供できます。

(apple.com) 

 

③ 企業のファイアーウオールが、IP 通話を、一般的な未承諾通話と認識し、ブロック

してしまう。 ダイナミック IP アドレスであるために、ファイアーウオールが、正

規なビデオ通話を認識することが不可能なためである。 ファイアーウオールが、

IP 通話に対して開いてしまうと、暗号化は消滅し、セキュリティーは減少してしま

う。 そこで、二つの追加アプリケーションが必要となって来る。 フィアーウオ

ールの外側の border controller と、ファイアーウオールの内側の gatekeeper 若しくは

end point で、これらのアプリケーションによって、暗号化されたデータをロスさせ

る事無く、ビデオ会議開催が可能になる。 ベンダー達は、IP 通話を認識するため

の、一貫したナンバリング スキームを開発中である。 これは、ネットワーク ア
ドレス トランスレーション（NAT）の問題を管理し、複数のデバイスの単一パブリ

ック アドレスのシェアーと、ビデオ会議のプライベート ネットワーク外へのダイ

アリングを可能にする。 このソリューションを開発した幾つかのベンダーは、特

許を出願中。 
 

④ デリバリー ストリームの低下の一種である、パケットロスとかパケットジッター

（packet jitter）は、異常に大きなトラフィック或いはトラフィック バーストの結果

として生じる不都合なネットワーク コンディションを引き起こす。 個々のデータ

ストリームパケットは、早かったり、遅かったり、或いは不連続でやって来て、不

安定なビデオ受信（reception）、ポーズ、或いは全データの消滅の原因となってしま

う。 ビデオ エラー コンシールメント（video error concealment）は、IP ネットワ

ーク上のビデオ通話中の、ビデオ通信を管理するための quality of service（QoS）を

実行する。 QoS をサポートするネットワークは、通話中のビデオのドロップアウ

ト発生を減少させるメカニズムを有している。 幾つかのベンダーのプロダクトに

は、エラー コンシールメントが内蔵されている。 
 

（上）以上 ■   
 

―― 来週号 情報 175 に続く ―― 
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7. 其の他のニュース 

 
 
旅行流通 
 
（１）マイトラベル（英） 赤字縮小 
昨年 12 月に、8 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1,600 億円）の負債の株式交換によるリストラを実施した

MyTravel の、赤字幅が縮小している。 4 月 30 日を終わりとする 6 ヶ月間で、営業損

失を、▲31％減の、▲£87.8ｍ（-175 億円）に減少させている。 しかしながら、英国

のキャパシティーが減少した結果、販売は▲11％低下して 11.2 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（2,240 億円）

に止まった。 MyTravel は、燃油の高騰によるインパクトは▲£17.5ｍ（-35 億円）、津

波被害によるインパクトは▲£11.7ｍ（-23 億円）と発表している。 数値は何れも継

続事業収支。(FT.com, 6/23/2005) 
 

（２）アウタスク ジェットブルー インベントリーにダイレクト接続 
Outtask が、jetBlue 航空とダイレクト コネクションを設定した。 Outtask の Cliqbook
予約ソリューションを使用している企業は、これにより、▲40％も安いトランザクショ

ン フィーで済ませる事が出来る事になる。 JetBlue の運賃とアベイラビリティーへの

アクセスに加えて、このダイレクト コネクションは、変更手数料 25 ㌦と、法人カード

とゴースト カードをサポートする。 Cliqbook は、AirTran ともダイレクト コネクシ

ョンを設けている。(DTW, 6/24/2005) 
 

（３）サプライヤーサイト予約がオンライン予約のトップ 
Nielsen/NetRatings Quarterly Benchmarking Survey によると、54％のショッパーズがオン

ライン旅行社で調査し、そして殆どがサプライヤーサイトで予約をしている。 サプラ

イヤーサイトで調査を開始するのは 37％、メタサーチから始めるのは 9％と、このサー

ベイはレポートしている。 旅行サプライヤーが多いために、消費者は、オンライン旅

行社を訪れて、調査を開始しているのだろうと、Nielsen が言っている。 SideStep や

Kayak のメタサーチは、旅行社のプライスを横並びで比較表示し、サプライヤーに販売

機会を提供している、サプライヤーに取っては、重宝なサイトとなっている、と Nielsen
が言っている。(Travel Wire, 6/27/2005) 
 

（４）米リザルト トラベル 成長急 
5 年前に設立された Carlson Travel Group の Results Travel が、2004 年末に、店舗数を、

864 店舗（locations）に増加した。 この増加は、前年比＋17％。 Carlson Wagonlit Travel 
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Associates の 761 を上回った。（売上規模では、37 億㌦対 20 億㌦で Carlson が圧倒する。） 
「短期間の大幅な店舗増は、Carlson ブランドのバックアップと、資力（Results の CRM
システムに＄6m≒6.6 億円投資）」、と Carlson Travel Franchise Group の部長 Roger Block
が語っている。(DTW, 6/27/2005) 
 

 
 
 空運  
 
（１）豪運輸大臣 カンタスの欧州乗入れ権拡大を要求 
豪運輸大臣 John Anderson は、1 週間前に SQ の豪米路線乗り入れを断った（決定の延期）

直後にも拘わらず、今度は、QF の欧州（特に英国）への乗り入れ権益の拡大が必要と

語っている。(channelnewsasia.com, 6/23/2005) 
 

（２）豪財務大臣 カンタス外資規制撤廃の検討必要とコメント 
豪運輸大臣 Peter Costello は、先週の首相及び運輸大臣の QF と SQ の合併可能性発言を

受けて、現在 49％以下に押さえられている豪航空会社への外資流入規制の撤廃を検討

するべきだ、とコメントしている。 
一方、Emirates 航空の会長は、6 月 23 日の Howard 首相との会談の中で、規制が撤廃さ

れた場合は、QF とのタイアップに興味があると発言している。(channelnewsasia.com, 
6/24/2005) 
 

（３）QF 社長 5 年～10 年の間に どこかと合併するかも知れない、とコメント 
QF 社長は、航空会社の経営環境の現実を俯瞰す

ると、QF は、今後 5 年～10 年の間に、合併が

必要になって来る可能性がある、と語っている。 

SQ との合併の意思を問われた Geoff Dixon は、

「2015 年まで、QF が独立して運営出来るとは

思えない」と、答えている。 彼は、合併相手

として、「SQ も考えられるが、BA もあれば、

CX もあるし、一度失敗した NZ すらある」と答

えている。 QF は、昨年、$350m（385 億円）の、NZ とのリンクアップ計画を、ニュ

ージーランドの公正取引委員会から却下されている。 彼は、原油価格が 60 ㌦に達し

ているが、当面は、オイル サーチャージは徴収するつもりはない」と語っている。

(channelnewsasia.com, 6/26/2005) 
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（４）シンガポール運輸大臣 豪米路線参入諦めず 
シンガポールの運輸大臣 Yeo Cheow Tong（右）は、SQ

の豪米路線参入を、継続して豪政府に働きかけて行くと、

6 月 29 日、語っている。 彼は、「シンガポールと豪州

間では、（第３第 4 の自由では）完全にオープンスカイ

となっているが、第 5第 6第 7 の自由に付いても、第３

第 4と同様にオープンなものとする様に、継続して豪政

府に働きかけて行く」と言っている。 同日、SQ は、

QFとの合併は、具体的に考慮していないと語っている。

(channelnewsasia.com, 6/29/2005) 
 
（５）EADS 人事抗争終結 
8 ヶ月間継続した、エアバスの親会社のトップ人事を巡る、独仏間の人事抗争は、共同

CEO の下に、独仏の共同 COO を任命する事で、決着がはかられた。 EADS 新トップ

の布陣は以下の通りである。 
CEO Noel Forgeard（仏） 前エアバス CEO （エアバスの新 CEO Gustav 

Humbert（独）からレポートを受ける。） 
CEO  Tom Enders （独） 前防衛部門担当 （防衛部門とヘリコプター部門

Eurocopter を監督する。） 
COO Hans Peter Ring（独） 前財務部長 
COO Jean-Paul Gut（仏） 前国際販売ヘッド   (FT.com, 6/23/2005) 
 

（６）米司法省 US 航空とアメリカウエスト 合併承認 
米司法省は、反競争法との関連で、US と America West の合併を審査していたが、路線

重複が殆どない両社の合併は、旅客の利便性の増加に繋がるとして、これを承認した。 

破産裁判所は、7 月 1 日を期限とする競争入札者の応札状況を見て、合併可否を裁定す

る。（今の所、競争入札者は出て来ないと見られている。） 既に幾つかの金融機関が、

この合併に対して、総額 15 億㌦（1,650 億円）の、エクイティー ファイナンスを含む

新規融資に応じている。(FT.com, 6/23/2005) 
 

（７）フェデックス 第 4 四半期利益 ＋9％増益 
FedEx が、前年同期を＋9％上回る、第 4 四半期利益 $448m（492 億円）を計上した。  

これはウオール街の予想を下回る利益。 予想以下となったのは、新しく始めた西向便

の世界一周線の影響による。 
国際プライオリティー ビジネスが、ここ数年間利益の増加に貢献している。 FedEx
は、貨物航空の FedEx Express の増便を実施したと言っている。(nytimes.com, 6/24/2005) 
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（８）ドラゴン航空 津波被害でプーケット事務所閉鎖 
津波被害で既に Phuket 線を無期限運休している Dragon 航空は、7 月 1 日から Phuket 事
務所を閉鎖する。 Phuket は、ホテル予約が、昨年より▲2/3 減少している。 6 月の

オキュパンシーレートは 20％まで低下している。 津波の前に 20 社のエアラインが

Phuket に運航していたが、今では少なくとも 14 社が運休している。(channelnewsasia.com, 
6/24/2005) 
 

（９）エアーニュージーランドの運賃構造単純化案 
NZ が、北米発長距離線の運賃単純化を７月から実施する。 50 ㌦の週末サーチャージ

を撤廃し、ミニマムステーを廃止する。 7 運賃クラスで、大幅な運賃の値下げ（特に

ハイシーズン）を実施する。 具体的には、LAX⇔AKL 往復最低運賃は、ピーク 1,878 
㌦、オフ 1,238 ㌦が、通期 930 ㌦に値下げされる。 NZ は、今後 12 ヶ月間をかけて、

段階的に長距離線運賃の単純化を実施して行く。 “NZ は、今まで高い高いと思って

いた旅客”を、この値下げで呼び込んで、収入増（旅客数＋20％）を図りたいと、語っ

ている。 (DTW, 6/24/2005) 
 

（10）ルフトハンザ航空 ハイイールド旅客対策 
LH は、今月から、MUC から欧州域内 1,000 空港以上への、ファースト及びビジネスク

ラス旅客と最高ステータス常顧客用の、プライベート ジェットサービス Lufthansa 
Private Jet を開始する。 料金は 6,000 ㌦～11,000 ㌦。 運航は NetJets が担当する。 
LH は 3 年前から、EWR=DUS 間を Privatair の 48 人乗り A319 ないし B737 で、ビジネ

ス ジェット サービスを開始している。 そして、これに、CHI=DUS、MUC=EWR の

2 路線を追加している。 
LH は、FRA 空港に、この 12 月から、ファーストクラス専用ターミナルをオープンす

る。 利用者は、ファーストクラスと最高ステータスの常顧客に限定されて、個室（完

全な事務所設備が整った部屋と、豪華な家具とバス付きの部屋のチョイスが出来る）の

利用と、専任の人的サービスが受けられる他、出発時刻間際には、ターミナルからベン

ツ S クラス若しくはポルシェ Cayenne で直接機側まで案内される。 LH は、同様のタ

ーミナルを、来年、MUC に建設する。 
LH は、FRA のターミナル建設（F クラスターミナルと 3 つの新ラウンジ）に$36m（39
億円）をかけ、一人当たりの F クラス ラウンジサービスに 100 ㌦を消費する。 ラウ

ンジの１日当りの使用は凡そ 400 人。 これらの費用は、LH が既に長距離ビジネスク

ラスにかけている費用$365m（400 億円）に追加される費用。(DTW, 6/27/2005) 
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（11）シンガポール LCC コンソリ化の動き急 
シンガポールの LCC3 社が、コンソリを検討している。 
Tiger Airways（昨年 9 月 初便運航）は、2007 年までに、新たに A320 を 8 機購入し、

フリート編成を現在の 3 倍の 12 機に拡大する。 そして、シンガポール以外の航空会

社との提携を模索し、ブランド コンセプトを、シンガポールの航空会社からアジア地

域のリジョナル航空会社に変身する事を計画している。 
CEO の Tony Davis は、「アジア諸国の航空協定上の問題があり、Tiger1 社では、路線拡

大は難しい」、「他国の航空会社と提携して、提携先の需要の多い国内線を含めた路線拡

大をはかりたい」、と語っている。 彼は、「最近の、マニラ北部 Clark airfield への Tiger
乗り入れは、この地域の未開拓の航空需要が、どんなに多いかを物語っている」、と言

っている。 Tiger は、3 ヶ月前に、Clark へ週 3 便で乗り入れ開始をし、1 ヵ月後に 5
便に増便、そして 7 月からは毎日便の運航を計画している。 Davis は、「Tiger を AirAsia
（マ）のライバル企業に成長させたい」、と語っている。 
Tiger の資本構成は、SQ 49％、Temasek Holdings 11％、Tony Ryan（Ryanair の創立者）

の私設投資グループ 16%、米実業家 Bill Franke 24%。  
 

一方、Valuair と Jetstar Asia（QF が 49％所有）の 2 社は、提携関係に入るための初期的

協議を開始した、と発表した。(channelnewsasia.com, 6/29/2005) 

 

（12）米航空業界従業員数 2001 年から 4 年間で▲34％減少 
米運輸省の発表によると、米航空業界の従業員数（フルタイム）は、1 年前の 433,400
人から▲34％減少して 285,800 人となった。 最も大きな削減率は、US ▲49.6％、UA 
▲42.4％。 反対に、LCC7 社は、59,600 人から 71,000 人に＋12.5％増加、リジョナル

は、30,500 人から 56,600 人に、＋14.4％増加している。(nytimes.com, 6/28/2005) 
 

（13）米国内線 7 回目の運賃値上げ 
原油のバレル当たり 60 ㌦台突破を受けて、先週、米航空会社が、7 回目の値上げを試

みている。 今回、片道＋5 ㌦値上げしたのは、AA/DL/CO/America West/Alaska。 

UA/NW は、全運賃の+3％値上げを試みている。(nytimes.com, 6/28/2005) 
 

（14）航空貨物 今年 2 回目の前年比マイナスを記録 
IATA の発表によると、5 月の国際航空貨物輸送実績（CTK ﾍﾞｰｽ）が、前年同月を▲1.6％
下回った。 1 月～5 月の 5 ヶ月間では、＋3.1％の増加を見ている。 5 月のマイナス

は、今年 2 回目のマイナス（1 回目は 2 月）。 
国際航空貨物は、全世界の貨物の 40％を構成し（価格ﾍﾞｰｽ）、世界経済の先行指標とさ

れている。 今回のマイナスが、先行きの景気下降のサインになると懸念されている。 
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2 月と 5 月の月間国際航空貨物のマイナスは、2002 年の 3 月以降初めての現象。 旅客

輸送実績（PK ﾍﾞｰｽ）は、+8.8％増であった。(FT.com, 6/29/2005) 
 

 

 

 海運  
 
（１）マラッカ海峡波高し 海賊船横行 
世界のオイルの半分と、海上貨物の 1/4 が通過するマラッカ海峡で、海賊船の横行が再

び目立ち始めている。 KUL の International Maritime Bureau Piracy Reporting Center によ

ると、今年の 2 月 28 日以降、5 回の事件（船長などを誘拐して身代金をせしめる）が

発生していると言う。 昨年 12 月の津波襲来以降、一時、海賊襲撃は下火になってい

たが、また活発化している。 マラッカ海峡は、年間 55,000 回の船舶の通航があり、

海賊は、全ての船舶を襲撃対象としている。 昨年 1 年間で、100 万㌦（1.1 億円）の

身代金が、この地域の船舶所有者から支払われている。 誘拐 1 人当たりの身代金は、

5 万㌦（550 万円）と推定されている。 昨年 1 年間で、20 回の事件が発生し、40 人が

誘拐され、4 人が殺されている。 保険会社は、総合戦争保険への加入と、誘拐と身代

金をカバーする保険への加入を呼びかけている。 一部の保険会社は、身代金のカバー

について、見直しをはじめている。 海峡隣接各国は、国際間の警戒網の緊密な連携を

模索し始めている。 警備会社の完全武装ガードマンを乗船させている会社が出て来て

いるが、一方で、複雑な自衛権の国際問題を発生させている。(FT.com, 6/22/2005) 
 

（２）シンガポール特別顧問相リーカンユー PSA を叱咤激励 
シンガポール特別顧問相の Lee Kuan Yew は、6 月 22 日、港湾従事者との昼食会で演説

し、PSA を叱咤激励している。 
・ シンガポール港は数年前の苦境から立ち直ったとは言え、一息入れてはいけない。 
・ 港湾間の競争は激しさを増している。 港湾と海運がアライアンスを組んでいる。 

これに気がつかなかったから、Maersk を、マレーシアの Tanjung Pelepas にとられて

しまった。 そこから（2000 年から）PSA の赤字が始まった。 
・ PSA は、シンガポール経済のコーナー ストーンであるので、成功しなければなら

ない。 
・ それは、労使が協調して行かなければいけない事を意味している。 2003 年の厳し

いコスト削減策を乗り越えたように。 
・ 最悪の状況を脱して、世界ランキングに返り咲いた PSA の現在は、継続した従業員

の努力と投資のお陰である。 
・ 港湾労働者は、残業が多くてプライベートの時間がない、と不満を言っているらし
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いが、幸福な不満だ。 マイカーを買えているではないか。 

(channelnewsasia.com, 6/24/2005) 
 

（３）PSA S$500m（325 億円）の私募債発行 
世界最大のシンガポール港湾オペレーターPSA が、7 月 6 日に、S$500m（325 億円）の

私募債を発行する。 この資金調達は、PSA 事業の拡大と、満期を迎えるボンドの借り

換えに使用される。 S$200 の金利変動型 3 年ボンドは、金利 6 ヶ月 interbank swap 
offered rate（現在 2.02％）マイナス 0.6％P で発行する。 残りの S$300m は、固定金利

2.83%の 10 年ボンド。 PSA は、5 年前に S$600ｍの 10 年ものボンドを発行している。

(channelnewsasia.com, 6/28/2005) 
 

（４）中国コスコ香港上場株下落 
先週末に上場された中国最大の海運グループ Cosco の株価が、6 月 30 日、上場売り出

し価格 HK$4.25 から HK$3.825 に、▲11％値を下げている。 これは、海運需給の逆転

でコンテナ船供給がダブツキ始めた事と、今後の世界経済の景気下降サイクル予想が影

響している。(FT.com, 6/30/2005) 

 
 
 

 陸運  
 

（１）ユーロトンネル債権者 ヘッジファンド 特別債権委員会設置を要求 
Eurotunnel（ET）の 64 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（1 兆 2,800 億円）の負債のかなりの部分が、今や、米

国のヘッジファンドに握られている。 ビリオネアー投資家の George Soros が率いる債

権者グループは、 “super committee”の設置を要求し、トンネル運営業者の ET との直

接交渉を希望している。 債権者委員会（Senior Bond 保有債権者で構成する唯一の ET
債権者委員会）は、時期尚早として、この要求を認めていないが、極めて多くの債権者

を抱える ET の今後の債務リスケ交渉が、ヘッジファンドのこの動きで、大きな影響を

受けるのは確かだ。 
ET の Gounon 会長は、ベラボウな▲2/3 の債権放棄を債権者団に要求している。 同社

は、7 月 15 日までにリストラクチャリング プランを提出しなければならない。 
現在の主要な債権者は、MBIA（米保険グループ）、Oaktree Capital, Franklin Mutual（何

れも米ヘッジファンド）と欧州開発銀行で構成されている。（債権の凡そ 70％が米国の

投資家にわたっている、と言われている。） 
Soros が率いるグループは、規模こそ小さいが（推定£664ｍ≒1,328 億円）、多くの債権

者を有している。 彼等の債券は、額面割れ 90％～40％で購入されたもの。(FT.com, 
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6/27/2005) 
 

 
 

 ホテル  
 
（１）ウイン ラスベガス エクスペディアとマーチャント契約 
Wynn Las Vegas が Expedia とマーチャント販売契約を締結した。 Wynn Las Vegas は、

今までオフライン旅行社、ホールセラー、自社オンラインサイトの 3 つで、客室とパッ

ケージ商品の販売を実施して来たが、今回、オンライン旅行社の販売チャネルにも販路

を拡張する。 Expedia の販売価格は、Wynn Las Vegas の自社サイト価格と同一になる

と、Wynn は言っている。(DTE, 6/23/2005) 

 
（２）インターコンチ ペガサス システムから脱退 
InterContinental Hotels Group（IHG）は、Pegasus Central Property Management System（PMS）
の使用を中止する。 IHG の Holiday Inn Express ブランドが、この PMS を利用してい

た。 Pegasus は、今後、新たな PMS 販売を行わない事を決定した。 同社は、1 年以

内に、プロパティー マネジメント ビジネスから撤退し、PMS の一部若しくは全てを

売却する予定。(DTW, 6/30/2005) 
 

（３）ヒルトン ホテル売却で 3 億ポンド（600 億円）調達計画 
Hilton が、英国の 16 軒のホテルを売却し、3 億ﾎﾟﾝﾄﾞ以上の資金を調達する計画を有し

ている。 プロパティーエージェントでコンサルタントの CB Richard Ellis Hotels を指

名して、この数日間に売りに出す。 Hilton は、売却後もホテルの運営を継続する希望

を有している。（所謂 sell-and-manage-backs） バランスシートの資産を圧縮し、得た資

金の大部分を株主に還元する計画。 
同様の計画は、既に InterContinental Hotel Groups で実施されている。 IHG は、123 軒

のホテルを売却し、18 億ﾎﾟﾝﾄﾞ（3,600 億円）の資金を得ている。 そして、更に 22 軒

のホテル（4.2 億ﾎﾟﾝﾄﾞ≒840 億円）を売りに出している。(FT.com, 6/30/2005) 
 

 
 

 その他  
 
（１）イーベイ 新サービス マーチャントの脱会 止められるのか 
eBay は、「ProStores」と言う、マーチャント（商店主）専門のサイトを立ち上げ、止ま
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らないマーチャントの eBay オークションサイトからの脱会に対処する。 eBay に加入

していたマーチャント達は、最近、自分でサイトを立ち上げたり、他のサイト（例えば

Yahoo）へ移動したりして、eBay から大挙して脱会している。 この脱会は、eBay が、

今年の 2 月に、商店主の販売にかかる手数料を、売上の 5.25％から 8％に値上げした事

も原因と見られている。（この他に eBay は、リスティング手数料とか、一枚以上の写真

については掲載料を徴収している。） 
「ProStores」は、商店主に対するレディーメードのオンライン仮想店舗で、販売する商

品の種類と量により月間使用料 6.95 ㌦～249.95 ㌦が徴収される。 (nytimes.com, 
6/24/2005) 
 

（２）ヤフー セックス トークのチャット ルームを閉鎖 
トップスポンサー達の要請により、Yahoo は、同サイトがホストする、チャット ルー

ム（多分数百）を閉鎖した。 未成年者とのセックス トークに、このチャット ルーム

が使われていると言う TV 報道が、キッカケ。 Yahoo は、自社が立ち上げたチャット ル
ームの運営と、ユーザーが立ち上げたチャチャト ルームのホストの、二つの運営形体

を持っているが、今回閉鎖したのは、後者のチャット。 自社運営のものは継続される。

(nytimes.com, 6/24/2005) 
 

（３）盲目的インターネット賞賛 終わりを告げる 
 

インターネット無しでは生活出来なくなって来ているが、

インターネットとの付き合い方も難しくなっている。 

確かに、多くの付加機能や、退屈でつまらない、並べた

てられた事実への瞬時のアクセスは、好ましいものであ

るが、これは片道通行であって欲しいと、インターネッ

トのユーザーは願っている。 匿名性を保ってサーフィ

ンしたいのだ。 しかし、個人情報が盗難される時代に

は、そんな幸運は生まれない。 暴力団やテロリストの

悪党ではないが、じっとしていられないテイーンエージ

ャーや取るに足りないペテン師のインターネット詐欺師

達が、最も恐れられている存在になっている。 
71％の人達が、インターネット上の、消費者のプライバ

シー保護の為の法案を望んでいる。 そして 50％の近く

の人達が、個人情報の盗難を恐れて、オンライン購入を

避けると回答している。(nytimes.com, 6/26/2005) 
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（４）これは一体休暇なのか？ 
Travelocity の調査によると、レジャー旅客の 40％が休暇中に、会社の e-メールをチェッ

クし、1/3 が、定期的に携帯電話で職場と連絡を取り、25％がラップトップを持ち歩い

ている。 これは一体休暇なのか？(nytimes.com, 6/28 /2005) 
 

（５）グーグル株がついに 300 ドルを突破した 
昨年 8 月に 1 株 85 ㌦で売り出された Google 株の値上がりが止まらない。 売り出し以

来 10 ヶ月間で、300 ㌦の大台を突破（6 月 28 日）し、3 倍以上に値上がりしている。 

Google の時時価総額は、845 億㌦（9 兆 2,900 億円）となり、Yahoo（498 億㌦）と eBay
（453 億㌦）の両社の合計を上回った。 収入で約 8 倍、利益で約 3 倍の Time Warner
（792 億㌦）さえも上回ってしまった。(nytimes.com, 6/28 /2005) 
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編集後記  
 
 
オンライン賭博会社の女性創業者が、上場で巨万の富を得ている。  
 

誰よりも早くテクノロジーを採用し、PartyGaming と言う賭博会社を、英領のジブラル

タルに興し、自ら胴元を張った才覚と能力は凄いものがあるのだろう。 
この会社の前に、セックス電話サービスなるものに手を出し、そこで、学んだ経営手法

と、稼いだ金を、この会社に注ぎ込んだらしい。  
 

素晴らしいエンタープレヌールシップを持っているのだろう。 
 

しかしチョット待って欲しい。  
 

上場で獲得したキャッシュは、彼女 1 人で、四百億円以上に上り、そして、この賭博会

社が、ジェット エンジンを製造している世界 3 大メーカーの 1 社、ロールスロイスよ

りも、時価総額が高い（1 兆円を超過する）と言うのだ。 
 

いかに現代は、サービス産業旺盛の時代だからと言って、コツコツ地道に物を作ってい

る会社よりも、PartyGaming のバリューが高いなんて言う事が有って良いのだろうか？ 
 

何とも居心地の悪い、頷けないものを感じる。 
 

テクノロジーが、今まで出来なかった事を、何でも可能にして行くからといって、 
“何でも有り”と言う訳には行かないのではなかろうか？ （H.U.） 

 
 
 
 
      TD 勉強会 情報 174 （ 以 上 ） 
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