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TD 勉強会, 5/25/2005 

1. アメリカウエスト航空 ユーエス航空合併 

 
America West Airlines（AWA）と US Airways（US）の両社は、5 月 19 日晩、今秋を目処に

合併すると発表した。 AA 航空の TWA 買収（2001 年）後の、初めての米航空会社間の

大型 M&A となる。  
① LCC が成長して（今では Southwest が旅客数ベースで米国内線第 1 位）、 
② メジャー（full service airlines = FSA）が、LCC へ対抗するために、低コストを追求し

て、 
③ その結果、FSA と LCC の両者間の境がぼやけ、ハイブリッド航空会社が誕生するだろ

う、と言われた通り、 
④ AWA と US は、米国で初めての、その手の航空会社になろうとしている。 
⑤ 合併後の新会社の CEO に就任する Parker（現 AWA CEO）が、「燃油 50 ㌦/ﾊﾞﾚﾙでも利

益を出せる会社が誕生する」と、自画自賛する割には、ウオール街のアナリスト達の

評価は、低いものに終わっている。 
 

以下に、この合併について、米各誌が報道したニュースをまとめて見る。 
 
 

（１） 新会社の概要 

 
合併後の会社名を“US Airways”、航空機のエンブレム及び機体塗装は、現 US のものを使

用、本社を、AWA の本社が在るアリゾナ州の Tempe, Phoenix に置く。 
CEO には現 AWA の CEO W. Douglas Parker が、副 CEO には、US の Bruce Lakefield が就任

する。 取締役会は、AWA6 人、US4 人、新規エクイティーファイナンスに応募した 3 社

から 1 人ずつの、合計 13 人で構成する。 
 

年間売り上げ 100 億㌦（1 兆 1,000 億円）、現金 20 億㌦（2,200 億円）を保有し、航空機 361
機と、44,100 人の従業員を擁した、米航空業界第 6 位（ASM ベース）の航空会社が誕生す

る。 米国で初めての、フルサービス エアライン（FSA＝US）と、柔軟な運賃体系を持

つ LCC（＝AWA）を、統合した航空会社（Parker）が誕生する。 （旅客収入ベース、な

いし輸送旅客ベースでは、全米第 5 位となる。） 
 

西海岸に強い AWA と、東海岸に強い US が結合されて米本土をカバーする路線網が完成す

る。 ハブを PHX, PHL, Charlotte に、サブハブを LAS, PIT に置く。 両社間の路線のダブ
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りは殆ど存在せず、合併後の路線の改廃は、過去の合併例とは異なり、殆ど実施されない

と見られている。 （東岸と西岸に強く、中部に弱い鉄アレイ型路線網と言う表現がある。） 
新会社は、合併後の大規模なレイオフは実施しないと言っている。 リース機▲60 機が

GE に返還される。 GE は、これらの返還機を、海外の航空会社に、より高い値段で再リ

ースする模様。 （路線網の改廃は大幅には行わず、

供給削減は小規模にとどまる見通しと言うが、どう

やって▲60 機を GE に返還して、供給を維持できる

のだろうか？ 出資に応じた Air Wisconsin や

Republic に、リジョナル便を代航させるのだろう

か？） 
資本構成は、total equity private value を$850m（935
億円）として、AWA45％、新規融資者 41％、US14％
となる。 （AWA の US 買収と言われる所以は、こ

の資本構成によるのだろう。） 
AWA の CEO W. Douglas Parker（左）、US の CEO Bruce Lakefield（右） 

 

（２） 獲得した新規融資の内容 
 

合併を成功させたのは、総額 15 億㌦（1,650 億円）に上る新規融資の獲得で、その内訳は、

次の通りである。 
① 4 社からの資本注入  $350m（385 億円）：  

Air Canada 親会社 Ace Aviation Holdings  $ 75m 
(Air Canada Technical Services への整備アウトソーシングが条件) 
ヘッジファンド PAR Investment Partners $100m 
ヘッジファンド Peninsula Investment Partners $ 50m 
Air Wisconsin    $125m  

（US Airways Express のリジョナルフリートへ参入が条件） 
② この他に、$150m（165 億円）の新株発行が予定されている。（誰が引き受ける？） 
③ エアバスからのローン$250m（275 億円） 

ローンの見返りに、エアバスは、A350 型機 20 機確定発注（初号機は 2011 年ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ）

を受ける。 
④ 以上①～③の合計は$750m と、資金調達額 15 億㌦の半分になる。 アト半分の$750m

は、US の大株主である Retirement Systems of Alabama や、新規発注する A350 のエン

ジンを受注したと言われている GE、US Airways Express リジョナルフリート参入と

LGA と DCA のスロット購入を希望する Republic Airways（Wexford Capital）などから

の融資、或いは、クレジットカード会社からの契約金（$300m と言われている）で充
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当される予定と言われている。 
 

（３） 合併後の新会社の課題 

 
労務問題 
AWAとUSの両社のパイロット組合と客室乗務員組合は、同一の産業組合に所属している。 

しかしながら、整備工組合は、AWA が International Brotherhood of Teamsters で 、US は

International Association of Machinists and Aerospace Workers と、所属する組合が分かれてい

る。 合併後の新会社は、異なる会社文化で育った社員の融合に苦労するだろう。  
特に、連続レイオフにより、US 社員の平均年齢は、大幅に AWA を上回っている。 仮に

新会社が人員削減を実施すると、レイオフされる社員は、全て AWA 社員と言う事になっ

てしまう可能性がある。  
（米国では、シニオリティーの低い順にレイオフされて行く。）（殆どの US 社員は、AWA
社員よりも 25 年も上回るシニオリティーを有していると言われている。） 

 
競争法との関係 
連邦司法省（DOJ）、運輸省（DOT）、Federal Trade Commission（FTC）は、この合併と競

争法の関係をクリアーにしなければならない。  
4 年前、DOJ は、US と UA の合併申請を、市場占有率が大きくなり過ぎ、競争環境が歪め

られるとして斥けている。 今回の、西海岸線の AWA と、東海岸線の US の合併は、その

様のケースには当てはまらず、合併はスンナリ認められるだろうと言うのが一般的な見方

の様だ。 

 
ATSB および破産裁判所の最終承認の取得 
両社に 10 億㌦（1,100 億円）の融資保証を与えている ATSB（航空輸送業安定化局）と、

Chapter-11 下の US を管理しているバージニア州 Alexandria 破産裁判所は、この合併案の生

殺与奪の権を握っている。  
新会社は、新規融資の獲得により、債務返済能力と、Chapter-11 離脱の可能性が、飛躍的

に向上する。 従って、競走法上の問題が無いと言う事になれば、ATSB と破産裁からの

合併承認についても得ることが出来るだろう。  
問題は、US 買収の競争入札者が、AWA の他に現れるか否かである。（Southwest が最有力

と言われている） 大方の見方は、競争入札は行われないだろうと、見ている様だ。 
（破産裁は、AWA＋US 合併が、ベスト且つ公平な案であることを、債権者などの利害関

係人に対して証明しなければならない。 そのため、破産裁は、競争入札者を募集しなけ

ればならない様だ。） 
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（４） 第三者の評価 
 

― 自分よりも 2 倍以上の赤字を抱えている航空会社を買収した AWA は、大きなリスク

を背負い込む事になる。 (S&P クレジット アナリスト Philip Baggaley) 
― 両社のシニオリティーのバランスに苦労するだろう。 社員の融合が、過去のケース

でもそうであった通り、合併の大きなリスクファクターとなるだろう。 
― DL 航空の上席部長 James Whitehurst は、「合併は大歓迎だ」、「沈みつつある 2 隻を繋

いだら、沈没速度は速くなってしまう」と、今月初め言っていた。 
― この合併が、業界のコンソリ化の検討を促進させるだろう。 
― 駄目な会社をくっつけて、利益計上の保証が何処にあるのか？ LCC の Southwest や

jetBlue に対抗出来るのだろうか？ （合併シナジーにより、▲＄600ｍ≒660 億円のコ

ストセーブが期待されている。 負債((net debts))は、2006 年の、総資本の 90％の 60
億㌦≒6,600 億円が、以降、急速に 70％に減少すると、Parker は言っている。） 

― この合併は、業界の再編を加速するには至らないだろう。（LCC 等との競争上、大幅

な供給削減は実施されないだろう、と言うのが大方の見方の様だ。） だとすると、

Parker が唱えていた、コンソリ化による供給過剰の解消には繋がらない。  
 

（５） 両社の生い立ち 

 
US Airways 
1983 年に西ペンシルベニアで郵便輸送会社 Allegheny Airlines として創立。  
1979 年に US Air、1997 年に現在の US Airways に社名を変更。 Piedmont, Mohawk, Empire, 
Pacific Southwest を買収し、東海岸路線のドミナント キャリアとなる。  
2001-9-11 の打撃（主力空港の WAS Reagan National 空港閉鎖で大打撃を受ける）で、2002
年に Chapter-11 を申請する。 ATSB からの$900m（990 億円）の融資保証を受けて、2003
年 8 月に Chapter-11 を離脱する。  
しかし、LCCからの厳しい競争を仕掛けられて、2004年 9月に再度Chapter-11企業となる。 

財務的問題を引きずり、過去 2 回の労務費削減（合計▲20 億㌦≒2,200 億円）と年金の▲

30 億㌦（3,300 億円）積み立て不足の棚上げ（PBGC 肩代わり）にも拘わらず、業界随一

の高コストキャリアとなってしまった。  
2000 年から赤字に転落し、今では▲21 億㌦（2,300 億円）の累損を抱えるが、これから、

Retirement System of Alabama の＄240ｍ（264 億円）の資本注入と、ATSB の融資保証＄900
ｍ（990 億円）を差し引くと、US の本来の累損は、▲34 億㌦（3,730 億円）を突破する。 
 

 

America West Airlines  
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1978 年のカーター大統領の航空規制緩和により、生まれ出て来た航空会社の 1 社。  
PHX をベースに、280 人の社員と、3 機の B737 型機により、1983 年に営業を開始。  
1980 年代には安定的成長を遂げるが、1990 年代の経済不況に伴い業績悪化、1991 年に

Chapter-11 を申請、3 年後に離脱する。  
2001 年には、13,500 人の社員と 144 機を保有し、177 都市をカバーする航空会社に成長。 

しかし、9-11 の同時多発テロ攻撃で疲弊する。 ATSB から融資保証$429m（$380ｍとの

報道も有る）を貰い、2 回目の Chapter-11 申請を辛うじて免れる。  
ハブ空港は PHX と LAS。  第 1 四半期決算では＋$33.6m（36 億円）の四半期利益を計上

したが、2000 年以来▲$670m（735 億円）の累損を抱えている。 
 

 

 

 

過去 6 ヶ月間の AWA（青線）と US（赤線）の株価比較 
 

 
 

 

5 月 25 日、AWA 株は 5.35 ㌦、US 株は 0.81 ㌦をつけている。 合併発表に対する市場の

評価は、全く際立ったものとはなっていない。 市場は、この合併に冷ややかな反応を見

せている。 ■ 
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TD 勉強会 5/27/2005 

2. TDR 5 月 16 日の要約 

 

TDR 5 月 16 日号の主要なレポートは、以下の 4 つである。 既に、以前の「情報」で既報

したものが多く含まれているが、以下にその概要を報告する。 
 

（１） G2 SwitchWorks Sets Out To Woo Agents 
（２） Industry Consolidation Unwrapped （Pegasus Solutions の身売りの話） 

（３） G2 SwitchWorks’ Tech Is Something Borrowed, Something New 
（４） SideStep Keeps Tabs On Search Competition 
 
 

（１） G2 SwitchWorks 
 
① 800 万冊の航空券のトランザクション フィーの前払いの見返りに、G2 は、メジャー6

社に、若干の自社株式保有の機会を提供する。 
② ASTA など旅行社団体は、メジャーの G2 株式保有は、航空会社の流通会社保有の再来

に繋がるとして、DOJ 及び DOT に対して、その審査を要求した。 
③ GDS をバイパスする G2 などの GNE（GDS New Entrants）が出現すると、旅行社が、

GDS から得ているインセンティブ収入が消滅してしまう。 この事を、旅行社が恐れ

ている。 これが、②の背景にある。 
④ G2 は、今週中にでも ASTA と会議を持ち、以下の如く、G2 が旅行社寄りのシステム

である事を説明する。 
（イ） メジャーに提供する自社株式は、少数株であり、G2 をコントロール出来るもの

ではない。 取締役もメジャーからは選ばない。 
（ロ） G2 は、高い流通コストの GDS をバイパスするものである。 航空会社は、彼等

の報酬支払い（インセンティブ）は、自分達で、何処にどれだけ支払うかを、（GDS
でなくて）自分達で決めたがっている。 これは当然のことである。 

（ハ） GDS をバイパスすると、GDS のインセンティブは無くなるかも知れないが、旅

行社は、代わりに、航空会社から直接これをもらえる。 
（ニ） G2 のメジャー6 社との取引は、年間 800 万冊と、GDS の 4 億冊以上に比べると、

まだまだ小規模である。 
（ホ） 旅行社は、G2 の名前を語って、GDS から好条件のインセンティブ ディールを

獲得できるチャンスさえ生じる。 
（ヘ） G2 の市場での存在は、旅行社にとって為になるものである。 G2 は、旅行社寄

情報 169（平成 17 年 5 月 26 日）  TD 勉強会 8



りシステムである。 
（ト） G2 システムは、“ありもの”をベースにして、それに自分達のテクノロジーを追

加したものである。 効率を最優先にして、一から全てを開発する様な事はしな

い。 
（チ） 航空会社の運賃システムは、“ありもの”を、そのママ利用している。 航空券

の印刷などは、EDS（TPF オペレーター）のシステムを利用する。 
（リ） 伝統的 GDS は、旅行社が欲するプロダクトとサービスのワンストップショッピ

ングの場を提供している。 
（ヌ） 今日のサプライチェーンでは、それを実行するには、バラバラになり過ぎている。

G2 は、“ソフトウエアー”と“接続”の一連のサービスを提供して、旅行社が、

ワンストップショッピングの場となれる様にしている。  
（ル） 徹底的な効率化により、片道当たり 1.5 ㌦、往復 3 ㌦に、料金を割り引いている。 
（ヲ） G2 は、他の GNE とは異なっている。 他の GNE は、ITA Software を採用して、

エアー・カー・ホテルのワンストップショッピングの、もう 1 つの場を提供し様

としている。 
（ワ） G2 は、サプライヤーチェーン全体を統合し、予約とマネジメントのプロセスを

自動化する機能を提供し様としている。 
 
 

（２） Pegasus Solutions 
 
Pegasus Solutions が岐路に立っている。 同社は、近い内に、他を買収するか、自社を売却

するかの道を選ぶかも知れない、と言い始めている。  
この発表は、大手の Cendant、InterActiveCorp（IAC）、Sabre の活発な買収劇の最中に行わ

れている。（至近では、Sabre が欧州の lastminute.com を買収している。） 
 

最近の買収は、供給側ではなくて、販売側に集中している。 販売側が、買収により販売

力を蓄えて、サプライヤーに対して有利なポジションを獲得し様としているのだ。  
 

ホテル業界のオキュパンシー向上により、Expedia のマーチャント･ホテルマージンが減少

している。 この様な変化への対応としては、結局は、販売側が、大きな販売力を持つ以

外の方法しか無いのだ。 
 

Cendant、IAC、Sabre などが、Pegasus 買収に動くかも知れない。 あるいは、WorldRes を
最近買収した Web Reservation International や、昨年 11 月に LastMinuteTravel.com と Tourico 
Holidays と Travel Global Systems が合併した Travel Holdings などが、名告を上げるかも知れ
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ない。 
 

しかし、Solutionz Group の CEO Chike Fitzgerld は、「投資家からの引き合いは有るかも知れ

ないが、旅行業界内では、Pegasus を買収する所は出て来ないだろう」と言っている。 彼

女は、「Pegasus は、今まで自己改革を怠り、市場の変化に対応出来ていない」と、言って

いる。 
 

しかし、Pegasus は、今までに、以下の拡大戦略を取って来ている、と反論している。 
① アジア･ラ米・東欧への進出、GNE との提携、 
② ホルセラーとホテル間のコネクション自動化のための PegsTour プロダクト展開、 
③ look-to-book 率の大幅な増加（注）への対応のための次世代エンジンの開発、 

（注）数年前の 4：1 から、最近では、数千：1 に増加、そしてこの率は、更に増加し

続けている。 
④ 消費者サイトへの進出、（第 2 四半期に Hotelbook.com、今年下半期のハイエンドホテ

ルの UniqueHotels.com を、それぞれ立ち上げる。）  
 

Pegasus の第 1 四半期決算は、損失▲160 万㌦（1.7 億円）（前年同期は▲97 万㌦）、収入は

4,160 万㌦（45 億円）（前年同期は 4,530 万㌦）を計上している。 
 
 

（３） SideStep 
 
旅行検索が活気付いている。 最近では、オンライン ジャイアンツの Yahoo や AOL の, 
新旅行検索エンジンが登場している。 SideStep の VP corporate marketing は、次のように

言っている。 
―AOL と Yahoo では、Yahoo の方が手強い競争相手となるだろう。 彼らは、旅行を知ら

ないとしても、検索の世界を熟知している。 
―AOL は、テクノロジーに強くない上、検索においてもエクスパートではない。 彼等は

Kayak に頼らざるを得ないのだ。 
―旅行検索の世界でも、オンライン旅行社の世界がそうであった様に、寡占化が進行する

だろう。 
―SideStep は、急成長しているオンラインセクターの、検索と旅行の両方に強い、有利な

立場をエンジョイしている。 ■ 
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DTW, 5/23/2005 

3. Financial Results: Mixed Bag For Tech, Distribution 

旅行流通会社の第 1 四半期実績 明暗を分ける 

 

Amadeus が好決算、IAC が旅行部門を Expedia に集中し、そしてそれのスピンオフを準備

中、Cendant が旅行と不動産を中核事業とする会社に変身中、そして、Priceline がホテル

Web サイトを立ち上げる等して、リテールを強化している。 多くの上場旅行企業が、彼

等の事業の再編に着手している。 そして再編の為の一時的コストを計上している企業が

散見される。 下表が、旅行流通企業の第 1 四半期損益の状況である。 ■ 
       単位： US＄ 

企 業 名 1Q 利益 1Q 収入 備    考 

Amadeus 
94.3m 

(+6.9%) 
472ｍ 

(+10.3％) 

今年イースター3 月好決算に影響、 世界予約 1 億 2,400 万予

約（＋１％）、 air 予約+1.9％、オンライン air 予約+33％ 

American 
Express 

946m 
(+19.1%) 

 
最高利益、 Amex’s travel Related Services ユニット＄801m（＋

20.5％）、これも最高益 

Cendant ▲82m 
4. 9bn 

(+10%) 

Travel Distribution Services 収入は、買収分収入を除くと＄438

ｍ（±0%）、欠損はﾓﾄｹﾞｰｼﾞと車両ｻｰﾋﾞｽのｽﾋﾟﾝｱｳﾄ一時的費用

＄229ｍ計上の影響 

Orbitz, ebookers, Fairview Travel 買収が収入増に貢献+＄114m 

IAC 
69m 

(+80.6%) 
1.6bn 

(+14%) 

IAC Travel 収入 $563.9m（+14％）  際収+36%､ﾏｰﾁｬﾝﾄﾎﾃﾙ販売

+7％なるも、US のﾚﾍﾞﾆｭｰﾏｰｼﾞﾝが▲0.70％低下 

R ﾏｰｼﾞﾝ ＝ ﾈｯﾄﾚﾍﾞﾆｭｰ ÷ ｸﾞﾛｽﾚﾍﾞﾆｭｰ 

Navigant NA  
6 月半ばに決算発表  

証取りより、買収資産の評価変えが要求されている 

Pegasus ▲1.6m  
収入$416m（▲8.1%）、週間ｺﾐｯｼｮﾝ支払開始が収支に影響、 予

約とﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ収入低調、期待を下回る 

Priceline 
5. 1m 

(▲4.6%) 
 

2004年 5月Travelweb、2004年 9月Active Hotels買収の noncash 

amortization expenses が収支に影響 

Sabre 
57.7m 

(+34%) 
582m 
(+8%) 

仏ツアオペ売却＄13m が影響、 Travelocity 収入+32% $147m

なるも欧州で損失拡大 Sabre は、またしても Travelocity の黒

転に失敗 

Worldspan 
▲34.1m 

(+$16.1m) 
261m 
(+5%) 

負債のﾘﾌｧｲﾅﾝｽの為の charge to pay off 計上 

営業利益は+28%の$35.0m､ 電子流通収入＄9.4m（+13％）、IT

ｻｰﾋﾞｽ収入＄2.6m（+16％）、伝統的旅行社収入▲6％ 
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PhoCusWright: Channel, 5/17/2005 

4. Saber Banks on Lastminute.com To Seize Lead In Europe 

 セーバ ラストミニット買収で欧州トップに躍進 

 

Sabre が lastminute.com を買収して、欧州オンライン旅行社市場の 28％（lastmiunte.com 22%+ 
Travelocity Europe 6%）を獲得し、Expedia を抜いて、業界トップに踊り出る。  
この買収で、Expedia を除いて、欧州の全てのオンライン旅行社大手は、GDS と直接的な

関係を有することになる。 すなわち、lastminute.com = Sabre, ebookers = Cendant (Galileo), 
Opodo = Amadeus がそれである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報 169（平成 17 年 5 月 26 日）  TD 勉強会 12



 

（注）Forrester Research は、Sabre＋lastminute.com のユニークビジター数は 1,190 万、Expedia
は 1,970 万、従って、ビジター数では Expedia が+65％も Sabre＋lastminute.com を上回って

いるとレポートしている。（情報 168） 
 
 

欧州市場、特に、レジャーとビジネス両市場で、メジャー、LCC、リーディングオンライ

ン旅行社、ツアオペが、熾烈な競争を繰り広げている英国のオンライン旅行市場への参加

コストは安くは無い。 
 

Expedia は、自社サイトを欧州各国に自分で立ち上げ、そしてその規模の拡大（organic 
growth）を試みているが、lastminute.com の場合は、買収による市場シェアの拡大を中心に

して成長を遂げている。 lastminute.com が、過去 5 年間に買収した企業は下表 Table 2 の

通りである。 年商約 7 億ﾕｰﾛ（910 億円）を稼ぐ旅行社を、約 4 億ﾕｰﾛ（520 億円）で買収

している事になる。 
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Sabre の lastminute.com 買収は､リテールの他に、White label と trade business の重要な部分

が存在する。 この付随するビジネスは、£350ｍ（515m ﾕｰﾛ≒700 億円）のトランザクシ

ョンバリューが有ると見積もられている。 
 

 

 

Sabre の lastminute.com 買収は、グローバルな旅行ビジネスの世界に於ける、テクノロジー

がリードするコンソリデーションの、更にもう 1 つの歩みを表している。 そして、米国

の流通大手 IAC Travel, Cendant, Sabre 間の激しい競争は、欧州に飛び火し、そして、アジ

ア太平洋地区までにも広がって行くだろう。 ■ 
 
 
 
 
 

5. 其の他のニュース 

 

 オポド、スカンジナビアとイタリアに進出 
汎欧州オンライン旅行社の Opodo が、スカンジナビアの Travellink とイタリアの Eviaggi
を買収した。 Opodo は、既に英・独・仏で営業している。 このオンライン先進 5 ヶ国

で、西欧州のオンライン旅行販売の 85％を構成する。(DTW, 5/19/2005) 
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 ハワイアン航空 6 月 1 日チャプター11 離脱へ 
Hawaiian Airlines が、6 月 1 日に Chapter-11 から離脱する事になった。 この発表は、破産

裁判所判事の、5 月 19 日付けの再建計画承認に関する書面の発出後に行われている。 

Hawaiian は、Chapter-11 申請した 2003 年 3 月以来、16 ヶ月振りに通常オペレーションに復

帰する。 再建計画では、①債権者に債務の 100％を返済する、②既存の株主は、彼等の

株式を維持する、③組合員は、新労働協約に従う。  
Chapter-11 離脱後に、Hawaiian は追加の機材をリースし、新路線を開設する。 10 月 1 日

からは、HNL=SJU 路線を開始する。  
昨年、San DiegoのRanch Capitalは、$41.4m（45億円）を出資し、Hawaiianの親会社のHawaiian 
Holdings の発行株式 2,840 万株の内、1,000 万株を取得している。(USA TODAT, 5/20/2005) 
Aloha Airlines は、再建計画の提出期限の 4 ヶ月延長を、ハワイ破産裁判所より許可された。 

新しい期限は、8 月 26 日。 同社の Chapter-11 申請は、2004 年 12 月。(The Deal Room, 
4/28/2005) 
 

 プライスライン、目的地調査サイト立ち上げる 
Priceline が、目的地調査の為のサイト MyTravelGuide.com を立ち上げた。 このサイトは、

ユーザーが、Mobil Travel Guide と Wcities、それに主要誌の全世界の都市とホテルに関する

記事から目的地情報を抽出する事を可能にする。 そして、そこに、Orbitz, Cheap Tickets, 
Priceline, Priceline の Travelweb ユニットの広告を載せる。 消費者が、広告をクリックする

と、広告主のサイトに接続する仕組み。 MyTravelGuide は、既に数ヶ月間のソフトラン

チを行って、1 日当り 10 万人のビジターを、このサイトに引き寄せている。(DTW, 5/20/2005) 
 

 中国、外客訪問者数でイタリア抜く 世界 4 位に浮上 
中国への外客訪問者数が、イタリアを抜いた。 中国は、世界第 4 位の外客獲得国となっ

た。 WTO (World tourism Organization)の調べによると、2004 年の中国入国外客数は、前

年を＋27％上回り、4,180 万人を記録した。 香港は、＋40％増の 2,200 万人を記録し、ト

ップ 10 ヶ国へ仲間入りした。 上位国の実績は、フランス 7.510 万人、スペイン 5,360 万

人、米国 4,610 万人、イタリア 3,710 万人。(FT.com, 5/20/2005) 
（注）情報 167（5 月 13 日）の編集後記で、日経 4 月 17 日＜チャイナ・データ＞の「中国

に入境した観光客が 1 億 900 万人と、初めて 1 億人を超えた」を引用した。 FT.com の

4,180 万人とは、エライ違いがある。 中国 4,180 万人に香港 2,200 万人を加えても、6,380
万人となる。 マカオも足すのか？？  
 

 ユナイテッド航空 IAM スト 5 月 31 日まで遠のく 
5 月 20 日、シカゴの破産裁判所は、UA 航空から申請のあった、同社整備組合 IAM と結ん

でいる労働協約の破棄の承認を、5 月 31 日迄延期する事を決定した。 これで、少なくと
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も、5 月 31 日迄は、IAM のストは回避される事となった。 IAM は、会社側の労働協約

の一方的破棄がなされた場合は、ストに突入すると言っていた。 この期間を利用して、

労使は、合意形成に向けて更に協議を継続して行く事となった。(DTW, 5/20/2005) 
 

 エミレーツ航空、 イスラム債発行 
ドバイの Emirates 航空は、同社初めてのイスラム債（sukuk）を来月発行する。 このボン

ドは、期間 7 年で募集額はおよそ$550m（600 億円）になる模様。 Gulf Corporation Council
（GCC）と欧州やアジアの機関投資家向けに発行される。  
起債幹事会社は Dubai Islamic Bank、当初は Luxembourg Stock Exchange にリストされる予

定。 この起債による調達資金は、現在建設中のドバイ空港ハンガーと本社社屋の建設資

金に充当される。 Emirates は、2001 年に、UAE Corporation によって、アラブ起債市場で

募集額を 2.5 倍上回る、15 億 dirhams（405 億円）を調達している。(channelnewsasia.com, 
5/22/2005) 
 

 エアカナダ、リワードプログラム部門スピンアウト 
Air Canada が、同社の Aeroplan フィリークエント リワード プログラムをスピンアウトし、

上場させる。 Aeroplan の評価は、C$1.6bn（1,400 億円）と見積もられている。 
AC は、Aeroplan の最大 18％の株式を売却し、残りの 82％をキープする。 同社は、この

他のビジネスユニットについてもスピンアウトを計画している。 整備小会社の Air 
Canada Technical Services は、America West と US の合併会社から、向こう 5 年間、航空機

360 機の整備業務を獲得する。(FT.com, 5/22/2005) 
 

 ハチソンワンポア バルク港に投資 
世界最大のコンテナ港オペレーターの Hutchison Port Holdings（香港）は、中国大連のバル

ク港（bulk port）に建設されている、鉄鉱石ターミナルの 50%株式を取得する。 1990 年

以来コンテナ港に投資を集中している Hutchison のバルク港進出に、業界関係者は驚いて

いる。 Hutchison は、今後もバルク港進出を継続すると言っている。(FT.com, 5/22/2005) 
 

 ハチソンワンポア マーチャントリテール（英）買収 
アジア隋一の金持ち Li Ka-shing が率いる香港コングロマリット Hutchison Whampoa は、5
月 24 日、Perfume Shop のオーナーである Merchant Retail（英）を、£221.9ｍ（444 億円）

で買収することで先方と合意した、と発表した。 Hutchison の小売部門 AS Watson（health 
and beauty の小売店で店舗数＜6,200 店舗＞では世界一）が Merchant Retail 株一株に 197ｐ
（+16％ﾌﾟﾚﾐｱﾑ）を支払う。  
Hutchison は、2000 年に Savers（英）を買収して以来、2002 年にオランダの Kruidvat（13
億ﾕｰﾛ≒1,700 億円）、Superdrug（英）、Dorogas（バルト諸国）、今年の Marrionaud（仏）（534
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ｍﾕｰﾛ≒695 億円）と、立て続けの買収で、香港の薬とスパーマーケットチェーン AS Watson
を、欧州販売が 70％を構成する世界の小売業に成長させた。 
Merchant Retail は、イギリスとアイルランドに 114 店を保有する年商£149.2ｍ（300 億円）

の小売業で、営業利益、前年比＋7％の£18.3ｍ（36 億円）を計上している。  
AS Watson は、Hutchison の最大のビジネスユニットで、年商 744 億香港㌦（1 兆 200 億円）

（Hutchison 全収入の 41％を構成）の規模を誇る。(FT.com, 5/24/2005) 
 

 中国国際航空、キャセイ、FFP で提携 
中国国際航空と CX 航空は、FFP 提携を、今年の第３四半期から開始する。 これは、両

社間の戦略提携の一環。(DTW, 5/23/2005)  
中国国際航空は、台湾の中華航空とも FFP 提携を開始している。(日経産業、5 月 12 日) 
 

 エンチャント丸  船体延長の大改造 
Royal Caribbean Cruises の Enchantment of the Sea 丸が、船体を半分に切断されて、両断され

た二つの船体の間に、長さ 30 ㍍の 151 船室（302 バース）を擁する新造船体を挿入する大

改修を受けている。 ライン復帰は、7 月初旬。（DTW, 5/23/2005） 
 

 ウオールマート社会奉仕事業 アメリカンアートの美術館建設 
カーネギー、ゲティー、フォードなどと同様に、Wal-Mart が社会事業活動に力を入れ出し

た。 5 月 23 日、Wal-Mart は、本社が在るアーカンソン州の Bentonville に、カナダ系イス

ラエル人の Moshe Safdie が設計した、Crystal Bridges museum of American art 美術館を建設

する。 建築費は、＄50m（55 億円）と言われている。 
この美術館には、Winslow Homer, Norman Rockwell, Marsden Hartley, などのアメリカンアー

チストの作品が展示される予定。 先月、Wal-Mart 創立者 Sam Walton の娘が、NYC のサ

ザビーで、$35m（38 億円）で、Hudson Valley School のメンバーAsher Durand の 1849 年作

“Kindred Spirits”を競り落とし、話題をさらっている。 最後まで競ったのは、NYC の

Metropolitan Museum と、National Gallery of Art in Washington。(FT.com, 5/23/2005) 
 

 GDS 規制緩和に反対するグループが立ち上がる 欧州で 
欧州の GDS 規則撤廃に反対する C-FARE（Coalition for Fair Access to Reservations in Europe）
と言う団体が新しく形成された。 
全ての GDS のエアライン所有がなくなっている米国と違って、欧州では、依然として大き

なシェアを占有する Amadeus が、オーナーにエアライン（AF, LH, IB）を抱えている。 「こ

のような状態で、規則を撤廃すると、Amadeus の市場支配を促進させ、消費者、旅行社、

エアライン、独立 CRS 会社に、悪い影響を及ぼすことになる」と、この団体は、規則の撤

廃に反対している。(Travel Wire, 5/23/2005) 
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 チャプター11 再建計画提出期限 マックス 18 ヶ月に短縮か 
DTW5 月 23 日「TRAVEL CONFIDENTIAL」は、今年の 10 月 17 日から、Chapter-11 企業

の再建計画立案期間（注）が、最長で 18 ヶ月に制限される、と報道している。 DTW は、

それを見越した財務的に困窮した航空会社の、規則変更以前の Chapter-11 駆け込み申請が

増加するだろうと予想している。 
（注）ここで言う再建計画立案とは、Chapter-11 申請企業の排他的な再建計画立案権を指

している。(DTW, 5/23/2005) 
 

 世界の空港ラウンジ人気 No1 は香港キャセイ航空ラウンジ 
英国の航空調査会社の Skytrax が、世界の空港ラウンジの人気度調査を実施した。 これ

によると、CX 航空の香港空港ラウンジが、ファーストクラス及びビジネスクラスの両方

で、人気度 No.1 を獲得した。 ファーストクラス旅客から高い評価を受けたのは、BKK
空港の TG、Johannesburg の South African 航空、Inchonn の Asiana 航空、KUL の MH 航空、

バーレイン Gulf 航空。 
ビジネス旅客間では、LHRのVirgin、BAHのGulf、SELのアジアナ、ZRHのSwiss Air。(nytimes.com, 

5/24/2005) 

 

 ブリティッシュミッドランド 短距離路線でビジネスクラス廃止 
LHR 空港に於ける欧州短距離路線第 2 位のBMI（British Midland）
が、LHR 発着 20 路線中 16 路線でビジネスクラスを廃止し、年

間凡そ▲£30m（60 億円）のコスト削減をはかる。 Edinburgh、
Glasgow、Belfast、Brussels の 4 路線は、ビジネスクラスが温存さ

れる。 BMI は、運賃種別を以下の 3 クラスに整理する。 
Tiny fare BMI の子会社 BMIbaby（LCC）の運賃を初めて BMI

本体に適用する。 予約は flybmi.com 及び

bmibaby.com で受け付ける。 運賃は片道£25 から。 機内食は有料。 
Standard,  より柔軟性に富んだ運賃と機内サービスが受けられる。 
Premium  最も柔軟性に富んだ運賃と機内サービスが受けられる。 機内食は無料。 
BMI は、4 年間連続欠損を計上している。 昨年は▲£4m（8 億円）の欠損を計上してい

る。（その前年は▲£12.5ｍ） (FT.com, 5/23/2005) 
 

 ライアン航空 バルカン諸国へ路線展開 
Ryanair の CEO Michael O’Leary は、欧州連合に対して、バルカン及び東欧諸国とで航空の

自由化を行い、この地域のツーリズム振興による経済発展を計画するべきだと、訴えてい

る。 Ryanair は、二国間航空協定の規制のために、東欧諸圏への路線展開を実施出来ない
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でいる。 同社は、この地域にオープンスカイ政策を導入するべきだと、訴えている。 
欧州委員会は、2010 年までの欧州連合、及び、将来の連合加盟国（Romania, Bulgaria, Balkans, 
Africa さえも）を含んだ“共通航空圏”（common aviation area）の創造を、3 月に提案して

いる。(FT.com, 5/23/2005) 
 

 イージージェット 年間利益見通し下方修正 
欧州 LCC の雄 easyJet が、燃油の高騰で、9 月に終了する年度利

益見通しを、＋£50m（100 億円）～＋£55m（110 億円）に下方

修正した。 4 月- 9 月の下半期では、ヘッジ購入を実施出来てい

ない事もあり、燃油費の占める割合は、総経費の 18%に上昇し、

昨年同期の燃油費を£41m（82 億円）上回るだろうと予測してい

る。 この会計年度で、供給は＋22％拡大するが、次年度は＋17％、

その翌年は＋18％に、拡大テンポが緩和する。 Ryanair は、現有機 103 機体制を、2007
年 9 月末には 147 機体制に増機する。(FT.com, 5/24/2005) 
 

 ユーロトンネル会社 異例の新聞広告掲載 
Eurotunnel 会社が、次の株主総会（6 月 17 日）に向けて、現 CEO の再任を求めて、異例の

新聞広告を Financial Times に打っている。 この広告で、株主に対して、経営執行部への

委任状の提出を求めている。 66 億ﾎﾟﾝﾄ（゙1 兆 3,200 億円）の負債を抱える Eurotunnel は、

昨年の株主総会で、CEO を更迭し、フランス人の一匹狼的な Jacques Gounon に交代させて

いるが、再度トップの首の挿げ替えの不穏な動きが生じている。 Eurotunnel は、10 月ま

でに、負債のリスケに関する債権者との交渉を終了しなければならない。(FT.com, 
5/24/2005) 

 
 オービッツ ホテル団体予約開始 

Orbitz が Group Travel Planet（GTP）と提携して、ホテルのグループ予約を開始する。 Orbitz
のホテル予約画面の“Need 5 rooms or more?”をクリックすると、GTP のサイトにリンク

して、そこで 5 部屋以上のホテル予約が可能となるシステム。 オンライン旅行社で、グ

ループ予約を実施するのは、今年初めに開始した Travelocity に次いで 2 社目。 なお、

Amadeus が GTP と組んで、GDS から、ホテルのグループ予約を可能にしている。(DTW, 
5/24/2005) 
 

 シンガポール：インドネシア間航空便数拡大 
5 月 24 日、シンガポールとインドネシアの両国運輸大臣は、JKT で会談し、シ＝イ間の航

空路の拡大について、基本的な合意に達した。 合意内容は、①シンガポール側の SIN＝

JKT 及び SIN=DPS 両路線の増便を可能にする、②インドネシア側の、SIN 以遠第三国の第
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5 の自由を拡大する、と言う双方にバランスが取られた権益拡大となっている。 現在 SIN
＝JKT 間は SQ 週 112 便＋Valuair 週 14 便、SIN=DPS 間は SQ 週 42 便と、協定枠目一杯運

航されている。 また、GA 航空の SIN 以遠第 5 の自由は、Ho Chi Minh, BKK, SHA, PEK
の SIN 以遠 4 地点へ、週 40 便に制限されている。 双方政府は、これを拡大する事で合

意された。 具体的な増便便数の決定は、今後数週間をかけて、両国航空当局間で決定さ

れる予定。 なお、今回の協議では、LCC 供給拡大については見送られたが、今後 6 ヶ月

以内に再協議される模様。(channelnewsasia.com, 5/25/2005) 
 

 エールフランス B777 貨物専用機 5 機発注 
AF が B777 貨物専用機を 5 機（ｵﾌﾟｼｮﾝ 3 機）を購入する。 1 号機のﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰは、2008 年

第 4 四半期。 B777 貨物専用機は、B777-200LR 旅客機をベースに開発された機材で、来

年初頭に初号機が飛行する。(nytimes.com, 5/25/2005) 
 

 PSA（シ） 中国天津港湾グループに投資 
港湾オペレーターの PSA International（シ）が中国投資を拡大する。 PSA は、Tianjin Port 
Group の中国北部港湾開発（2 億㌦）に 30％投資する。 この決定は、PSA が香港港の施

設を＄385m（420 億円）で買収した、3 ヵ月後に行われている。 PSA は、福州、大連、

広東の港湾プロジェクトに投資している。 PSA は、6 月末までに、S$500m（325 億円）

相当のボンドを発行する。 これは 8 月に満期が来る、＄500（550 億円）のボンド返済の

ための起債。(channelnewsasia.com, 5/25/2005) 

 

 
 
 
 
 
 

編集後記 
 
 
 

欧州で、米オンライン旅行社の大手 3 社、すなわち IAC（Expedia）、Cendant（ebookers）、
Sabre（Travelocity Europe, lastminute.com）が勢揃いして、米国で繰り広げられているのと同

様の、熾烈なシェア獲得競争が展開され始めている。 

 
そして、この米大手 3 社間の競争は、今度はアジア太平洋地域へ、恰も燎原の火が広がっ
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て行くが如く伝播して行くと、PhoCusWright が予想している。 
 

既に Expedia は、日本語版 Web サイト開設を視野に入れた、日本支社設立を急いでいると

言う。（Travel Journal  APR. 4, 2005）     
 

IAC は、2002 年 2 月に支配株主になり、2003 年には Expedia の買収を完了している。 そ

して 2004 年には、年間グロスブッキングが 100 億㌦（1 兆 1,000 億円）を突破している。 

たったの 5 年間で、取扱額は、＄1,793ｍ（1,970 億円）から＄10,364ｍ（1 兆 1,400 億円）

に、略 6 倍の急成長振りを見せている。 そして今度は、Expedia をスピンアウトさせて、

IAC の旅行部門を更に強化拡大し様としている。 グズグズしている企業では決してない。 
 

立志伝中の人 Barry Diller（IAC CEO）の事だから、日本の旅行市場に於いても、早い意思

決定を行って、アット言う間に市場を席巻し様としているのだろうか？  
 

タビニに 30％出資している Travelocity は、lastminute.com を買収すると、日本ラストミニ

ット･ドット･コムのオーナーは、今度は Travelocity と言うことになるのだろう。 

 
そうすると、残るは Cendant 1 社である。 彼等は、欧州で ebookers を買収したように、

日本の買収先を物色しているのだろうか？ 
 

楽天トラベルやライブドアの動きも気になる所だ（情報 161）・・・・。 なんだか、日本

の旅行市場が大きく変化する兆しが感じられる。 米州と欧州で起きているように、旅行

社自身のリインベンティングが要求されるようだ。 日本の旅行社にも。 
 

日本だけは、IT 運賃販売に代表されるが如く、海外とは違って、独特の販売制度と商習慣

があるために、たとえ巨大な米大手オンライン旅行社が進出して来たとしても、ヘッチャ

ラ等とは言ってはいられない。 バーチャルな（非関税）障壁は、ドンドン取り除かれて

行っているのが現実だ。 4 月からは、オートバイの高速道路タンデム走行さえ許可され

ている。 （H.U.） 
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先週号 情報 168 の訂正 
 

情報 168 の編集後記で、「2004 年度の国際チャーター便運航実績」について触れた。 こ

の便数は、片道便数表示である。 従って、「・・・既に、海外からナント 4,000 便 →

2,000 便 ものチャーター便が飛来して来ている。（1 日当たり平均 10 便 → 5 便 以

上も飛んで来ている。）・・・」に訂正する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     TD 勉強会 情報 169 （ 以 上 ） 
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