海外事情 4 月 25 日号
「8. 法人旅行回復、依然として遅々たる歩み」先週の閲覧第２位は、法人
旅行支出のパンデミック以前のレベル復帰に少なくとも後 2 年が必要となると
言う Deloitte の最近の調査を引用している。リモート会議のテクノロジー採用
が、会社の出張承認の厳しい査定を強いていることも、回復を遅らせているよ
うだ。それに加えてサステイナビリティへの企業の対応も迫られている。
閲覧 1 位となった「5. ブロックチェーン新予約システムが次のステップ合
図」
（閲覧第 1 位）は.Winding Tree と Dtravel の二つの新予約システムを紹介
している。いよいよ、早くも、ブロックチェーンの実用例が動き始めている。
この２つを試験的利用している宿泊施設は、仲介業者を排除してダイレクトを
増やすことができると言っているが・・・宿泊施設を探している旅行者にとっ
て比較検索（特に最低運賃検索）はどのようになるのだろうか？この記事のヘ
ッドラインが「・・・次のステップを合図（signal next step for blockchain 」
と慎重に表現しているように、真の実用化にはまだまだ時間がかかりそうだ。
そのほか、今週号ではサステイナビリティを主に取り扱う記事が 6 つもあった。
“テック”が中心だった業界の話題が、
“サステイナビリティ”に移っている？
（編集人）

目次
1. 米航空市場の次は何か？
2. 航空会社と空港、運航継続と環境対策のジレンマ
3. モビリティ時代の法人旅行と持続性の両立マスト

閲覧第４位

4. 1 分で欧州主要市場の知っておくべき一つのこと
5. ブロックチェーン新予約システムが次のステップ合図

閲覧第 1 位

6. ホテル、E メールで回復需要を獲得
7. リフト、バイクシェア会社買収
8. 法人旅行回復、依然として遅々たる歩み

閲覧第２位

9. エクスペディア G、Travalyst 持続性連合に加入

海外事情 4 月 25 日

1

2022 年 4 月 25 日

10. 旅行業界、5 年間後も NDC について話し合うのか

閲覧第３位

11. ジェットブルーベンチャー、気候変動対策基金に投資
12. 社説：航空流通の Pac-Man で勝利
13. DMO が社会的企業に、持続性の次のステップ？

閲覧第５位

14. 4 月 18 日の週の資金調達記事

1. 米航空市場の次は何か？
米国の航空会社セグメントは、トラフィックが 90％も減少した恐ろしい 2020
年以降の存続に対する悲惨な懸念にもかかわらず、2021 年に驚くべき回復を遂
げた。航空会社はより良い 2022 年に向かって進んでおり、Phocuswright の最
新の旅行調査レポート US Airline Market Report 2021-2025 の予測によると、
2023 年までに 2019 年のレベルを超えるはずである。2020 年のパンデミックに
よるスランプからシェアを取り戻し、今では米国の旅行市場の総販売額の 37％
を獲得している。ホテルは 51％を獲得している。（下図を参照）。

次は何か？ What’s next?
航空会社は、パンデミック後の旅行者にアピールするためにテクノロジーに多
額の投資をする必要がある。マーチャンダイジングを改善して旅行者を魅了す
るだけでなく、変更やキャンセルが増えるにつれてコールセンターにストレス
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をかけないように、モバイルアプリのセルフサービス機能を強化する必要があ
る。また、フライトの乗務員を配置したり、収益性を維持するために必要に応
じてルートと供給を追加したりするなど、需要に迅速に対応する方法を学ぶ必
要がある。

持続可能性の目標を達成し、CO2 排出量を削減することも、航空会社の課題の
1 つだ。2021 年 3 月、米国の主要航空会社は、2050 年までに運航による二酸化
炭素排出量をゼロにすることに合意した。11 月、ユナイテッドは、100％ドロ
ップインの持続可能な航空燃料（SAF）を搭載したフライトを運航する最初の
航空会社であると主張した。
航空会社は 2022 年以降の野心的な目標を持っているが、それを単独で行うこと
はできない。2020 年にアメリカン航空、アラスカ航空、ジェットブルー航空に
よって結成されたようなパートナーシップは、旅行者により多くの接続ルート
を提供することができる。コンソリも可能性がある。2022 年 2 月、フロンティ
アとスピリットは合併して 5 番目に大きい米国の航空会社を設立する計画を発
表した。打撃を受けた航空業界は、最終的には事業を回復するはずであるが、
それを実現するには、すべての航空会社と業界関係者の協力が必要である。
航空市場がビジネスに与える影響を予測するために、旅行会社が理解する必要
のある収益管理、国際線の回復を損なう長引く混乱と、現代の小売業における
主要な進展がある。
(4/18
https://www.phocuswire.com/What-next-for-US-airline-market?utm_source=
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eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E13814
67C7B )
2. 航空会社と空港、運航継続と環境対策のジレンマ
今月初めにマンチェスターで開催された CAPA Airlines in Transition Summit
では、航空業界が抱えているジレンマを痛感させられた。一方では、すべての
航空会社が巨額の負債を抱え、史上最悪の危機から抜け出そうと奮闘している。
他方では、環境と消費者の圧力、ウクライナ戦争とその影響に対する懸念、つ
まり人的コスト、燃料コスト、世界秩序と安定性など、実質的にあらゆるもの
と戦わなければならない。一方では、航空会社の幹部が壇上で業績の回復や路
線の好調さ、持続可能性の目標について語り、他方では、航空環境連盟の政策
ディレクターである Cait Hewitt が「唯一の解決策は飛行機を減らすこと」
「長
距離便を減らすこと」と宣言している。Hewitt の組織は、ネット・ゼロに沿っ
た航空政策と空港拡張への挑戦という、2 つの重要なキャンペーンを戦っている。
Hewitt は、空港計画の専門家証人として、「私たちは成長に対して飽くなき欲
求を持っているようであるが、空港のキャパシティを増やすべきではない。
ICAO（国際民間航空機関）に長期計画を立てるよう求めている」と言う。
「メガトレンド 1：脱炭素化」のパネルで彼女と一緒に登壇した Skyscanner の
チーフプロダクトオフィサーPiero Sierra は、彼女を「航空会社のカンファレン
スで話す最も勇敢な人物」と呼び、自身のオンライン旅行会社の回復ぶりを語
った。
「パンデミック前は 1 億人の顧客がいたが、今は 6,800 万人に戻っている。
そして、そのほとんどがモバイルで、その予約率は 74%に達している。彼らは
より環境に配慮した選択をしており、大多数が価格プレミアムをつけてより環
境に配慮した製品を選択をする。課題は、航空、ホテル、ツアーやアクティビ
ティのための正規化された環境スコアを作成し、消費者が何を買っているかを
理解し、誰もが同じものを見るようにすることである」と言う。
IATA の燃料担当ディレクターである Alexander Kuper は、燃料と SAF
（Sustainable Aviation Fuel）は現在 IATA の新しい環境サステナビリティ部
門に統合されており、航空会社コミュニティは 2050 年までにネットゼロを約束
すると述べている。SAF は主要なツールとなり、2038 年には通常の燃料よりも
SAF が多く使用されるようになる見込みであるという。
「グローバルな組織とし
て足並みを揃えるのは大変なことだが実現は可能だ。"グローバルなアプローチ
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"が必要なのだ。サウジアラビアのように航空市場の成長（2030 年までに 1 億
人から 3.3 億人）を目指す地域を見れば、これらの地域の発展のチャンスを否
定することはできない」と言う。IAG の持続可能性グループ責任者である
Jonathan Counsell は、「航空業界はネットゼロを約束した唯一の業界である。
IAG は 2019 年 10 月にコミットメントを行った。私たちは業界としてコミット
メントしたが、今度は ICAO のコミットメントを得なければならない」と述べ
ている。
そしてコミットメントの後は、
「今は実行の問題だ。過去 3～5 年の技術の進歩
は驚くべきもので、私の 15 年の航空業界において、今ほど楽観的だったことは
ない」と言う。
大きな焦点は、SAF だという。「私たちはすでに 40 万回のフライトを SAF で
行っており、2030 年までに 10％まで到達させることができる。最初の 10％が
一番難しいことを忘れないで欲しい。それを乗り越えれば、私たちは順調に進
み、2050 年には 60％を視野に入れている」と語る。
ピッツバーグ国際空港の CEO である Christina Cassotis は、1 万枚近いソーラ
ーパネルと敷地内で天然ガスによる発電で運営される世界初の空港であり、そ
の実現は地域レベルから始まると語っている。
「また、天然ガスを青い水素に変
える独自の技術に投資している。LNG は、SAF に投資している間の移行燃料と
考えるべきだろう。もちろん、政府の規制や税制の問題もある。私たちは皆、
自分たちがやっていることについて話しているが、誰も消費者に話していない。
炭素計算機はダイエットカウンターのようなもので、消費者にとっては何の意
味もない。消費者にとって何が重要なのかに焦点を当てることで、そこに到達
することができるのである。今日のピッツバーグと 1948 年のピッツバーグのど
ちらに住みたいかと聞けばいい」と彼女は言う。事実、彼女は「航空便を取り
上げれば、地域社会を奪うことになる」と言い、「成長する権利を得なければ、
存在する権利も得られないだろう」と付け加えた。
*この記事はもともと WiT に掲載されていた。
(4/18
https://www.phocuswire.com/airlines-airports-face-consumer-pressure-to-flyand-grow-less?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Dail
y&oly_enc_id=7798E1381467C7B )
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3. モビリティ時代の法人旅行と持続性の両立マスト
持続可能な旅行は目新しいものではない。Responsible Travel や Exodus など
のホリデー企業は、長年にわたって人々、場所、地球を彼らの商品提供の中心
に据えてきた。しかし、私たちが出張するときに同じ環境、社会、ガバナンス
（ESG）の価値観に従うことができるようになりたいと思っている私たちにつ
いてはどうだろうか？幸いなことに、私たち全員がパンデミックから学んだ教
訓が 1 つあるとすれば、それは私たち全員が地球に優しく、周囲の人々に感謝
できるということである。これは、Earth Day が 4 月 22 日に到着するときに特
に関係がある。たとえば、メンターシッププログラムを通じて責任ある旅行慣
行を促進することを目的とした非営利ネットワークである Conscious Travel
Foundation は、旅行をより持続可能なものにするためにより多くのことが実施
可能であり、行われるべきであると業界が認識したため、パンデミックから生
まれた。
Hilton Hotel や IHG などの大手ブランドも、グリーンクレデンシャルの向上に
重点を置いている。Hilton Hotel は、パリ気候協定に沿って、2030 年までに炭
素強度を 61％削減し、水使用強度を 50％削減することを約束し、IHG は、ホ
テル全体で 2 億個の使い捨てミニトイレタリーを廃止することを約束した。
昨年の国連気候変動会議（COP26）での議論は、いくつかの厳しい現実を強調
した。これは、社会が現在、企業の旅行部門が無視できない、より環境に優し
い生活習慣と労働習慣を採用するためにより大きな努力をしていることを意味
する。そこで、出張スペースでの会話を促進し、気候危機への対処に役立つ 2
つの重要な分野を次に示す。それは、気候変動に対する回復力の強い場所と、
より環境に配慮した事例の設定である。
補完的な気候変動に強い場所を見つける
Finding complimentary climate resilient locations
気候変動に強い場所とは、環境に危険な出来事、傾向、または混乱を予測し、
準備し、対応する能力を備えた地域である。これらは、企業旅行の世界で、そ
してすべての正当な理由から、急速にホットトレンドになりつつある。スカン
ジナビアや北米など、水と食料の安全保障が良好な地域は、生物多様性が豊富
であり、最も重要なこととして、環境劣化を厳密に規制し、企業がポートフォ
リオを構築するための強固な基盤を提供する。部分的には、これらの地域はよ
り耐久性があり、企業が環境への配慮にニーズをより簡単に合わせることがで
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きるため、より緊密な持続可能性プロトコルを統合する際の複雑さが少なくな
る。これらの地域はすでに肥沃なビジネスハブであるだけでなく、海面上昇や
異常気象の頻繁な発生に耐える能力を備えているため、企業旅行者にとって戦
略的に位置付けられている。適応（adaptation）よりも緩和（mitigation）を優
先することも、出張に適した手段である。ビジネス旅行者は、気候変動に対応

する（react）システムを実装する代わりに、気候変動に抵抗する（resist）地域
を保護および変革し、排出量を削減し、地域社会の回復力を高める方法に集中
できる。したがって、気候変動に強い場所への投資は、企業の予約プラットフ
ォームが基準に達するために採用できる 1 つのソリューションである。これに
加えて、国連の持続可能な開発目標に示されているように、都市やコミュニテ
ィをより持続可能なものにしたいという追加の要望がある。これらの目標に沿
って全体的なビジネス戦略をシフトすることは、ビジネスがより環境的に進歩
することを促進するため重要である。
ESG でより環境に配慮した例を設定する
Setting greener examples with ESG
ESG を全体的なビジネス戦略にシームレスに統合することで、企業は旅行セク
ターの幅広い変化に影響を与えることができ、COP26 サミットのような環境イ
ニシアチブの既存の勢いを構築するのに役立つ。サミットで概説したように、
より厳しい ESG 目標を設定することは、世紀半ばまでにグローバルネットゼロ
を確保するための加速に役立つ。出張者が持続可能性に重点を置くように変化
する中、企業の予約プラットフォームにはこの移行をサポートする責任がある。
予約プロセスを包括的な持続可能性の値に合わせる場合は、透明性が不可欠だ。
IHG Hotels＆Resorts のヨーロッパのコマーシャル担当バイスプレジデントで
ある Paul Proctor は、
「予約段階での持続可能性に関する透明性の向上は、企業
のクライアントとホテルにとって双方にとってメリットがある」と述べている。
それに加えて、バルセロナを拠点とする Sustainable Travel International の
CEO である Paloma Zapata は、一部の企業が採用している“気候に配慮した
前向きなアプローチ”を挙げている。また、2021 年にはホスピタリティ事業者
の 89％がすでにテクノロジーに投資しており、変化への意欲があることは明ら
かだ。
したがって、テクノロジーは出張と持続可能性の間の競合を安定させるための
重要な要素である。クラウドベースの持続可能性フィルターツールを提供する
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プラットフォームを選択することで、企業は自社の環境目標を反映するプロパ
ティをより適切に調達できる。たとえば、プロパティがリサイクルプログラム
や環境認証などのグリーン資産を提供するかどうかを強調するモジュラーフィ
ルターは、顧客がより環境に優しく、カーボンオフセットなどのアクションを
サポートする宿泊施設を予約できることを意味する。
企業の予約サイクルにおけるこれらの最新の創造物は、従来の予約プロセスに
関連する時代遅れの遺産を覆し、顧客の持続可能性の価値とテクノロジー主導
の機能を組み合わせて内部 ESG 基準を満たすための新しいフロンティアを確立
しようとしている。ユーザーがより持続可能な生活様式を選択できるようにす
ることで、出張者はカスタマイズされたエクスペリエンスを得ることができ、
同時に旅行部門と地球の将来を保証する方法を優先することができる。また、
これらのツールは簡単にアクセスして採用できるため、持続可能な青写真を作
成するための予算が必ずしもない小規模なオペレーターにとって、優れたイコ
ライザーおよびイネーブラーである。最終的に、旅行は止まらない。実際、今
年の出張は 1.7 兆ドルに達すると予想されている。これは、企業の予約プラッ
トフォームが従業員と企業の両方の価値の変化をサポートするもう 1 つの理由
である。よりスマートで、安全で、持続可能なものになる方法を私たち全員が
考える時が来た。テクノロジーソリューションと環境倫理を組み合わせること
が最初のステップに過ぎないかもしれない。
著者：Vivi Cahyadi Himmel は、AltoVita の共同創設者兼 CEO。
(4/18
https://www.phocuswire.com/business-travel-sustainability-must-co-exist-inthe-new-era-of-mobility?oly_enc_id=7798E1381467C7B )
4. 1 分で欧州主要市場の知っておくべき一つのこと
欧州では規制の終了が見られ始めており、回復の新たな段階への始まりを示し
ている。Phocuswright の最新の旅行調査 Europe Travel Market Report
2021-2025 によると、強い未来の前向きな兆候には、海外からの観光客がゆっ
くりと戻ってくることと、航空券の販売が加速していることが含まれる（ただ
し、ベースは低い）。旅行会社は、国際ビジネスのペースが遅いため、サプライ
ヤーがレジャー市場への投資に再び焦点を合わせ、ウクライナでの戦争がヨー
ロッパでの旅行の成長を止めないことを期待している。今年 6 月にヨーロッパ
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市場で最も影響力のある旅行リーダーの再会である Phocuswright Europe
2022 のプログラムを準備するにあたり、この地域の 6 つの主要市場のそれぞれ
からの 1 つの主要なトレンドを次に示す。
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ヨーロッパの慎重だが楽観的な回復が始まるにつれ、旅行会社は地域の市場と
セグメントがどのように発展しているかを理解することが重要だ。これらの傾
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向には、オンラインチャネルの使用の増加、モバイルトランザクションの増加、
航空会社の回復、および OTA がサプライヤーとどのように競合するかが含まれ
る。このインテリジェンスを使用して、次のビジネス上の意思決定を正当化し、
信頼できるデータと分析でビジネスプランを証明し、新しい市場の製品または
拡張を検証し、自信を持って意思決定を確認できる。
詳細：このレポートには、主要なセグメント、国レベルのシェアとトレンド、
流通のダイナミクスなどの分析を含む、2019 年から 2025 年までのヨーロッパ
の旅行業界の包括的な市場規模と予測も含まれている。
(4/19
https://www.phocuswire.com/One-thing-to-know-about-each-major-Europea
n-travel-market-in-one-minute?utm_source=eNL&utm_medium=email&ut
m_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )
5. ブロックチェーン新予約システムが次のステップ合図
分散型のブロックチェーンベースの旅行予約プラットフォームを作成する取り
組みは数年前から開発されてきたが、現在、ホテル用と短期レンタル用の 2 つ
の新しいシステムがデビューしている。Winding Tree によるホテルと Dtravel
によるレンタルのためのこれらの新しい消費者向けチャネルの作成は、旅行流
通のためのブロックチェーンの進化における新しい段階を示している。当初は
流行と見られていたものが、今ではより広く受け入れられ採用されていること
の証拠でもある。そして、これら 2 つの新しい製品は異なる戦略で立ち上げら
れているが、どちらもホテル経営者と賃貸ホストの手に、より多くの管理と収
益をもたらすことに焦点を当てている。
Winding Tree の WIN
WIN from Winding Tree
先週の水曜日に立ち上げられて以来、Winding Tree は、パイロットに参加して
いるアムステルダムの 3 つのホテル（DoubleTree by Hilton Amsterdam
Centraal Station、Hotel Herbergh、Zoku Amsterdam ）で、新しい WIN ツ
ールを使用して 80 泊以上の宿泊を予約したと述べている。これは、ブロックチ
ェーン業界のイベントと組み合わせて WIN を起動する Winding Tree の新しい
戦略の一環として、システムが稼働している最初の、そして今のところ唯一の
都市である。この場合、このイベントは、昨日開始され 4 月 25 日に終了する
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Ethereum 会議である Devconnect である。今後の立ち上げは、パリ、プラハ、
ボゴタでのイベントを含む、今後数か月のイーサリアムに焦点を当てたイベン
トと一致するように調整される。この最初のユースケースでは、Winding Tree
はソーシャルメディアチャネルを通じてこの機会を宣伝した。将来的には、会
議の主催者と提携して、イベントに関連付けられた予約リンクを共有したいと
考えている。「Winding Tree は、当初から旅行業界を内側から修正しようとし
ている。企業の業務の流れ（配管 = plumbing）を変更しようとしている。当初
から流通がすべてであった。私たちはホテルや航空会社と話をしてきたが、こ
れらすべてには障壁が常に存在する ― 『これは非常に難しいので、会社と話
をしなければならない・・・』となる。私たちはこれらの企業の制限によって
自分自身を制限することはできないので、B2C に行くこととした」と、Winding
Tree の共同創設者兼 CEO である Maksim Izmaylov は述べている。
今のところ、このシステムはホテルに直接接続してライブの空室状況と料金を
取得するように設定されていない。代わりに、アムステルダムでこのテストに
参加している 3 つのホテルは、WIN にリストするための一定数の部屋を提供し
た。
これらのオペレーターは、直接予約料金と Booking.com や Expedia などのオン
ライン旅行代理店で提供される料金の中間に位置すると述べている。
「私たちはビジネスの約 30％を直接取得し（直販し）、次にいくつかの主要なオ
ンライン旅行代理店を通じて約 25％を取得している。そして、その全てのビジ
ネスはもちろんコミッション支払いが可能であり、希望するプレースメントの
タイプに応じて、12〜25％の範囲でコミッションを支払うことになる。ホテル
としての私たちにとって、さまざまな流通チャネルやさまざまな予約方法を模
索することは常に興味深い。そして、私たちとゲストの間でその節約を分配で
きることを嬉しく思う。したがって、10％安区することは不可能ではない」と
DoubleTree のマネージャーである Floris Licht は述べている。検索サンプルで
は、OTA と比較して料金が大幅に 10％以上割引されていることがわかった。4
月 25 日から 28 日までの DoubleTree の WIN でのクイーンの 1 人部屋の 3 泊
（市税や観光料金は含まない）は、Booking.com では 949 ドル、Expedia では
953 ドルであったが、627 ドルの料金となった。
Izmaylov によると、パイロットの場合、このシステムは予約に対して手数料を
取っていないが、分散型組織（decentralized autonomous organization = DAO）
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として完全に機能している場合、参加しているプロパティは、0.5〜1％を支払
う。その資金のガバナンスは、料金やシステムを制御するスマートコントラク
トの変更を含めて、プラットフォームのユーザー（ホテルや旅行者など）によ
って決定される。旅行者は、予約を行うためにクリプトウォレットを WIN に接
続する必要がある。これは、米ドルに固定されたイーサリアムで実行されるス
テーブルコイン（暗号通貨）である xDAI で支払われる（編集時点$0.997）。ク
リプトウォレットを持っているホテルは、そのフォームで支払いを受け取るこ
とができる。そうでない場合、ホテルは法定通貨での支払いを受け取るために
変換手数料を支払う。予約が行われると、スマートコントラクトは、旅行者に
NFT の形式で確認を送信する。これは、チェックイン時にホテルがスキャンで
きる QR コードとして生成できる。
「私は良い面（upside）しか見えない。あなたがこの最前線にいて、暗号通貨
を使用してブロックチェーン経由で予約することに熱心なアーリーアダプター
のグループがいる場合は、ホテルとしてそのプラットフォームに存在するか、
まったく存在しないかを選択できる」と Licht は述べている。そして「私たち
がこのパイロットに参加することは間違いなく前向きなことであり、これを次
のステップに進めることを非常に楽しみにしている」と言う。Hotel Herbergh
を所有および運営している Anke Wynia は、Winding Tree で働く息子の
Vincent Somsen を通じて WIN の機会を知った。Wynia は、20 年以上にわた
って、24 室の物件を所有しており、オンライン旅行代理店に 200 万ユーロ以上
の手数料を支払い、その約 80％が Booking.com に支払われていると述べている。
「私は Booking.com と Expedia が好きだ。彼らは非常に良い仕事をしてい
る・・・しかし、オンライン旅行代理店は大企業だ。私たちは Airbnb とも協力
している。手数料は、以前はわずか 3％であったが、プロのホストの場合は 15％
に引き上げられた・・・朝食を含めると、Airbnb は朝食の一定の割合を得る」
と彼女は言う。Wynia は、料金が安いだけでなく、WIN などのブロックチェー
ンベースのシステムが旅行者により多くの制御とプライバシーを提供すること
も気に入っていると言う。
「ニューエコノミーでは、人々は個人情報を提供する
ことをより躊躇するだろう。現在、OTA や Amazon などは、すべてを知ってお
り、それをマーケティングに使用している。Winding Tree ではその情報はわか
らないが、チェックイン時にゲストに直接リクエストできる」と彼女は言う。
Izmaylov は、ホテル経営者や旅行者にメリットをもたらすブロックチェーンベ
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ースの予約を可能にすることに加えて、これらの初期の取り組みは、この新し
い形態の流通について人々を教育することでもあることを認めている。
「私たち
はここでこのビジョンに基づいてホテルを販売している。ウォレットを所有し
ている場合、キーを所有している場合、独立して運用している場合、これは完
全にピアツーピアの関係であり、顧客との直接的な関係であり仲介者はいらな
い」と彼は言う。
「仲介者を介することなく、本当に真にこれを行った会社は他
に存在しない。ホテルの予約にクリプト（暗号通貨）を採用している企業があ
る。そうです、それは有効なビジネスチャンスだが、それは分散化ではない。
それは Web3 の精神ではない。それはブロックチェーンの精神ではない。私た
ちは仲介者を排除しなければならない。それは（長い）旅である」
Dtravel のピボット

Dtravel’s pivot

Dtravel は、ブロックチェーンベースのプライベート宿泊施設の予約のマーケッ
トプレイスとして昨年 6 月に立ち上げられた。現在、同社はモデルを変更して
いる。過去数か月にわたってホストと会い、彼らのニーズについて詳しく学ん
だ後、5 月に公開される予定の直接予約製品を発売する。
「（ホストからの）より
多くの予約を直販サイトに戻すことが本当に望まれている。OTA は多くの需要
をもたらし、それに伴ういくつかの利点がある。しかし、多くのホスピタリテ
ィ起業家、バケーションレンタルの不動産管理者にとって、彼らはリピート予
約とリピーターを獲得しているので、直接予約商品に彼らを駆り立てることが
できることは彼らのビジネスに真の価値を追加しようとしているようなものだ」
と、Dtravel のオペレーション責任者である Melanie Amos は言う。
Dtravel は、 Hostaway と提携して発売される最小限の実行可能な製品から始
めている。Hostaway の顧客は、プロパティ管理システムへの API 統合を通じ
て、Dtravel を流通チャネルとして“オン（turn on）”にするオプションを利用
できる。これにより、ホストにとっての大きな学習曲線やオペレーションの変
更なしに、チェーン上（on-chain bookings）の予約が可能になる。
「しかし、予
約はスマートコントラクトによって促進される。このスマートコントラクトは、
予約が成立すると、支払いのタイミングやキャンセルの可否を効果的に管理す
る」と Amos は言う。
「ゲストやホストとしてのフロントエンドでは、これは非
常に馴染みのある予約体験であるが、スマートコントラクトとブロックチェー
ンによるバックエンドの透明性と制御が、本当に差別化要因になっている」と
言う。Dtravel を流通チャネルとして有効にすることにより、ホストは、予約を
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完了するためにゲストと直接共有できるプロパティの“リストページ”を取得
する。支払いは、ゲストは暗号通貨では手数料なしで、または法定通貨では変
換手数料を支払う。ホストは暗号通貨ウォレットを作成する必要がある ―
Dtravel は必要に応じて支援を提供する ― そしてそれをシステムに接続して
彼らの収入にアクセスする。予約ごとに、ホストはプラットフォームの運営費
に使用される Dtravel のコミュニティ金庫（community treasury）に入る 5％
の料金を支払う。Winding Tree の WIN と同様に、Dtravel は分散型自律組織
（DAO）であり、すべてのメンバーに所有権と、資金の使用方法の決定を含む
ガバナンスに参加する能力を与える。
「私たちは彼らのためにすべてを行うので、
彼らはスマートコントラクトスペースについて心配する必要はない。しかし、
最終的には、真の分散化に移行する際のビジョンは、スマートコントラクトの
すべての側面をホストが制御できるようにすることである。すべてのホストが
この責任を望んでいるわけではないが、そうしたいホストは・・・独自のスマ
ートコントラクトを展開して管理し、変更を加えることもできる。それが、私
たちが目指しているビジョンである」と Dtravel の成長責任者である Cynthia
Huang は言う。Hostaway の創設者兼 CEO である Marcus Rader は、
「集中管
理された大規模なシステムのファンではない人がたくさんいる」ため、Dtravel
などのシステムが引き続き勢いを増すと考えていると述べている。
「コミュニティに対する Dtravel の最先端のアプローチと、ホストが Web3 の
利点を知るだけでなく、個人的に理解できるようにするという使命は、刺激的
であり、このビジネスの将来のやり方を確実に変えるだろう」と彼は言う。Rader
によると、現在 40,000 のプロパティを持つ約 2,000 のプロパティマネージャー
が Hostaway を使用しており、ブロックチェーンベースの流通について質問し
始めている人もいる。彼は、Dtravel を通じて予約を有効にすることを選択する
人の数を予測しないが、それが関心を集めると予想している。
「通常、不動産管理者は、時間を最小限に抑えたいと考えている。時間はお金
であり、利益率を損なうからだ。そのため、ほとんどの場合、彼らにとって本
当にうまく機能するチャネルに焦点を合わせている。しかし、Dtravel の場合、
情熱に基づいた決定がたくさんあるので、少し違うと思う。予約があるかどう
かに関係なく、人々はこれを使って立ち上げることを選択する。また、予約プ
ロセスが簡単なため、近年登場した新しい OTA のいくつかと比較して、不動産
管理者にとって実際に簡単なものとなっている」と Rader は言う。
(4/19
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https://www.phocuswire.com/new-booking-systems-from-winding-tree-dtrav
el-signal-next-step-for-blockchain-distribution?oly_enc_id=7798E1381467C7
B)
6. ホテル、E メールで回復需要を獲得
旅行はまだパンデミック前のレベルには戻っていないかもしれないが、そこに
近づいている ― 特にレジャー旅行については。Lodging Analytics Research
& Consulting の最新データによると、ホテル業界の主要指標は、今年後半から
2023 年にかけて 2019 年の水準に戻ると予想されている。同社は、重要な指標
の 1 つである利用可能な部屋あたりの収益（RevPAR）は、2022 年中に 18％以
上増加すると予想している。ホテルのマーケティング担当者にとって、これは
明らかに歓迎すべきニュースであると同時に、旅行回帰市場でシェアを獲得す
るために、ブランド達があらゆる手段を講じていることを確認するきっかけに
もなる。E メールキャンペーンは、間違いなく会社の戦略において重要な役割
を果たすだろう。しかし、たとえ私たちがパンデミック前の旅行レベルに近づ
いているとしても、あなたは 2019 年からのタイムトラベラーたちとコミュニケ
ーションをとっているわけではない。旅行は、永久的ではないにしても、少な
くとも短期的には変化しており、メッセージングもそうであるべきである。
ここでは、新しい時代の旅行の活性化したプランにあなたのホテルが含まれる
ように、人々とのつながりを取り戻す方法について 3 つのアイデアを紹介する。
(1). 旅のノスタルジーに浸る
Cater to travel nostalgia
経験豊富なオンラインマーケティング担当者は、リテンションやリアクティベ
ーションのキャンペーンに精通しており、過去の実績が今日のキャンペーンに
活かされている。しかし、キャンペーンの対象となるこれらの顧客は、競合他
社に引き抜かれた典型的な失効顧客（lapsed customers）ではない。多くの人
は、過去 2 年間まったく旅行をしていないか、従来のホテルに宿泊せずに旅行
をしている。メールでは、あなたがまだここにいたことを思い出させるだけで
なく、なぜあなたのホテルに泊まることが好きだったのか、そしてなぜ旅行全
般が好きだったのかを、最初に思い出させる必要がある。あなたのゴールは、
彼らが失っていたものを思い出させることである。これは、
「私たちのブランド
は素晴らしい」という一般的なメッセージのための時間ではない。高級枕とリ
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ネンを使った素晴らしいベッド、ルームサービス、雄大な景色、そこで生活で
きるほどの大きなシャワーなど、人々が最初にあなたのホテルに泊まりたいと
思った感情を利用するのだ。 詳細はブランドとデータに基づいて決定されるが、
ここでのアイデアは、楽しく、ロマンチックで、体験的であるという人間的な
ものであることである。ターンダウン・サービスやインルーム・スパ・トリー
トメントなど、シンプルなものであれば、誰かの旅行への興味をかき立てるこ
とができるかもしれない。
(2).ステイケーションを盛り上げる
Pump up the staycation experience
ホテル・ブランドが他の旅行会社と異なる点は、ここにある。ホテル・ブラン
ドが他の旅行会社と異なる点は、ロイヤルカスタマーが必ずしも遠くまで出向
かなくても、あなたと再び繋がることができる。多くの人は、週末を素敵なホ
テルで過ごす準備はできていても、飛行機やクルーズの旅にはまだ乗り気では
ないかもしれない。ステイケーションは、レジャーを再開する準備はできてい
るが、そのためにあまり遠くには行きたくないという人にとって、素晴らしい
中間地点となる。自分の住んでいる都市や州（またはその近く）に滞在する人
を対象としたオファーやキャンペーンを実施する。子供を連れていないロマン
チックなカップルの週末、自宅のオフィスからの気分転換、旧友との夜遊び（そ
してレイトチェックアウト）など、ステイケーション体験はホテルのマーケテ
ィング担当者にとって大きなチャンスとなる。リモートワークのためのスペー
ス、スパやプールなどの施設内設備、地域のイベントとの連携など、地元の人
が魅力を感じるような施設の特徴を強調する。また現地の宿泊客にボーナスポ
イントを付与したり、将来別の都市で宿泊する際のクレジットを提供したりす
るなど、魅力的なオファーと組み合わせることで、よりインパクトのある E メ
ールを配信することができる。
(3). 顧客のことを忘れていないことを示す
Show customers you haven’t forgotten them as individuals
最後に、ホテルのマーケティング担当者が忘れてはならないのは、リピーター
に対して個人情報を提供するための貴重なデータがまだ豊富にあるということ
である。E メールは、顧客とその好みを覚えていることを再認識させる素晴ら
しい方法なのだ。高層階、好みのアメニティ、特別なリクエスト、ホテルのバ
ーでの特定のカクテルなど、すべてここで、正確に詳細を把握していることを
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思い出させることができる。通常の旅行習慣が大きく崩れた後でも、人とのつ
ながりを取り戻すことができる強力な方法なのだ。2、3 年ぶりに行ったのに、
まだ覚えていてくれる。 競合他社も基本的な目標は同じであることを忘れては
ならない：旅行需要の再上昇を捉えることだ。パーソナライゼーションは、絶
対に差別化要因の 1 つになる。競合がやっているならば、貴社もやる必要があ
る。そして、もし競合がやっていないのであれば、人々のためにパーソナライ
ズすることで、他の選択肢から際立つことができる。
これらのアイデアの最も優れた点は、実現可能であることである。テクノロジ
ーは素晴らしいものだが、これを実現するために最先端のマーケティング・テ
クノロジー・スタックが必ずしも必要なわけではない。必要なのは、データと
画像などのコンテンツである。そして、そのデータや関連するコンテンツにア
クセスし、そこから情報を引き出すことができる必要がある。これだけだ。そ
して、ホテルは、そのような人々の関心を集めることができるユニークな立場
にある。
あなたのメールにも、同じことが言えるはずだ。
著者：Jeff Haws は、MessageGears のシニアマネージャー。
(4/20
https://www.phocuswire.com/How-hoteliers-can-use-email-capture-return-tr
avel?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=9229H9640090J9N )
7. リフト、バイクシェア会社買収
Lyft は、自転車シェア技術のスペシャリストである PBSC Urban Solutions を
買収する契約を締結した。買収の条件は明らかにされていないが、カナダに拠
点を置くこの会社を買収することで、Lyft が現在提供しているマイクロモビリ
ティの規模が倍増する見込みだ。PBSC は 2008 年以来、15 カ国で 7,500 のス
テーションと 95,000 台のバイクを構築してきたという。Lyft のトランジット、
バイク、スクーターの責任者である David Foster は、「最高のバイクとスクー
ターの共有システムで都市とライダーの両方に貢献する、より良い方法を生み
出すことは、長い間、我々のビジョンの一部であった。PBSC の買収に合意し
たことで、今後 10 年間、世界の大都市で世界クラスの製品と体験をライダーに
提供することができる」と述べている。声明では、両社が持続可能な交通手段
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に関して協力することを付け加えている。
PBSC の社長兼 CEO である Luc Sabbatini は、
「長年のパートナーである Lyft
と手を組むことで、当社の社員、既存および将来の顧客は、他に類を見ないほ
ど幅広く豊かなマイクロモビリティ・ソリューションを利用できるようになる。
価値観の明確な一致、スキルや製品の補完性、そしてユニークな世界的足跡が
ある」と言う。Lyft は約 4 年前に自転車シェアブランドの Motivate の技術と
企業部門を買収し、Lyft の共同創業者兼社長の John Zimmer は当時、両社は
「信頼性が高く手頃な価格で都市を移動する方法を提供することによって、個
人の自動車保有へのニーズを減らすという同じ目標に何年も取り組んできた」
と述べていた。Lyft は先日、初の通年 EBITDA 黒字化を発表し、2020 年の
EBITDA 損失 7,700 万ドルに対し、2021 年は 9,300 万ドルの利益を計上した。
(4/20 Show customers you haven’t forgotten them as individuals )
8. 法人旅行回復、依然として遅々たる歩み
多くの企業の期待にもかかわらず、新しい調査によると、出張費はパンデミッ
ク前のレベルに達するのに少なくとも 2 年が必要となる。
Deloitte の“Reshapin the Llandscape: Corporate Travel in 2022 and Beyond”
の調査によると、ビジネス旅行の支出は 2022 年の第 2 四半期に 2019 年のレベ
ルの 36％に達し、年末までに 2019 年のレベルの 55％に達すると予測されてい
る。2023 年の終わりまでに、出張はパンデミック前のレベルの 68％に達すると
予想されている。COVID の亜種はタイムラインの延長に貢献しており、調査回
答者の 3 分の 2（66％）が、デルタとオミクロンが旅行のタイムラインを遅ら
せたと述べている。旅行の制限や従業員の旅行意欲も、旅行価格に関する懸念
と同様にこの予想に貢献している。Deloitte のバイスプレジデントで米国の輸
送、ホスピタリティ、サービスと非認証リーダー（non-attest leader.）である
Mike Daher は、「私たちの多くは、同僚、クライアント、アソシエイトに直接
会いたいと思っているが、テクノロジープラットフォームにより、ほとんどの
企業は、リモートで事業を継続するだけでなく、成功することができた。職場
の柔軟性と相まって、企業は従業員が出張する時期と理由を再評価し、優先順
位を付け直している。これにより、組織が進化し成長するための新しい機会に
満ちたスーツケースを作成できる」と述べている。
在宅勤務

Work from home
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企業の在宅勤務ポリシーは、従業員が出張する方法と時期にも影響を与えてい
る。2022 年第 2 四半期に在宅勤務が支配的な企業の場合、36％が、企業の出張
費が 2023 年末までに 2019 年のレベルに回復すると予測している。一方、オフ
ィスが支配的な企業の 71％は、出張費が来年の終わりに回復すると予想してい
る。柔軟な勤務形態の結果として、回答者の 4 人に 1 人は、全体的に出張の頻
度が少ないにもかかわらず、会社の本社への出張が増えると予想している。
一方、パンデミックの中でより多くのスペースを提供する場所として請求され
る短期賃貸は、企業の旅行プログラムの主力にはならなかった。企業の予約ツ
ールに従来とは異なる宿泊施設を含めたのは 10 社に 1 社だけだった。企業の約
半数（49％）は、従業員のホテル以外の宿泊施設の費用を負担していない。
持続可能性

Sustainability

このレポートによると、パンデミック全体での法人旅行の減少は、企業が持続
可能性の目標と収益に向けて大幅な利益を実現するのに役立った。次に、ビジ
ネスリーダーは、従業員がどの旅行に行くべきかを評価する際に、関連する費
用と炭素排出量、および直接会う必要性を置き換えるテクノロジーの能力を比
較検討している。旅行マネージャーの 3 分の 1（35％）は、会社が特定の期間
内に特定の量の炭素排出量を削減することを約束しており、従業員がいつどの
ように旅行するかに影響を与えていると述べている。ほとんどの回答者は、持
続可能性によって 2025 年の旅費が 10％以下削減されると予想しているが、10
人に 3 人近くが 11％から 25％の削減を期待している。サプライヤー側では、旅
行サプライヤーの 3 分の 1 近くが、二酸化炭素排出量を削減する方法について
旅行管理会社からのガイダンスを求めている。一方、旅行マネージャーの 4 分
の 1 は、持続可能性に投資する旅行業者を優先すると述べている。
(4/20
https://www.phocuswire.com/full-corporate-travel-recovery-still-out-of-reach
?oly_enc_id=9229H9640090J9N )
9. エクスペディア G、Travalyst 持続性連合に加入
Travalyst は、責任ある持続可能な旅行を実現しようとしているブランドの協定
に、別の主要なオンライン旅行パートナーを参加させた。Expedia Group は、
ライバルの Booking Holdings、Trip.com Group、Skyscanner、Tripadvisor、
Google、Visa と並んで、2019 年 9 月に Prince Harry, The Duke of Sussex に
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よって最初に設立されたこの企業連合に参加する。
Google は 2021 年にこの組織に加わり、残りは創設メンバーと見なされた。
Travalyst は、ビジネスの規模とポートフォリオに含まれる Expedia Group の
範囲（Vrbo、Expedia、Hotels.com、Travelocity など）を考慮すると、Expedia
Group を集合体に追加することを連合の“主要なマイルストーン”と見なして
いる。
創業以来、Travalyst の使命は、旅行を完全にポジティブな影響を与える産業に
変えることであった。Expedia Group のプラットフォームとデータにより、
Travalyst は、より多くの旅行者が自分自身と地球のためにより良い選択をする
ことを支援することが可能になる。Expedia Group の加入は、Travalyst のこ
れまでで間違いなく最大の戦略的動きである排出量データを収集・表示する航
空サステナビリティフレームワークを発表した 1 週間後に行われた。
Skyscanner と Google は、航空業界のサステナビリティ・フレームワークを自
社のプラットフォームで最初に導入し、他の連合メンバーである Booking.com、
Trip.com Group、Tripadvisor も後から導入する予定である。Google は、この
フレームワークの導入と並行して、排出量推定のための Travel Impact Model
を発表し、他のプラットフォームが炭素推定値を表示できるよう、技術提供者
としての役割を果たす予定である。Google は昨年、ホテル向けのエコ認証バッ
ジや、Green Key あるいは EarthCheck などの独立機関による基準を満たすな
ど、サステナビリティへの取り組みも発表している。
Expedia Group と Booking Holdings は、気候危機の議題でより多くの責任を
取るために業界を後押ししようとしている運動家の 2 つの避雷針になっている。
2021 年 11 月に開催された The Phocuswright Conference で、The Travel
Foundation の Jeremy Sampson CEO は、大手オンライン旅行会社のようなと
ころはマーケティングに何十億ドルも費やすのをやめて、代わりにサステナビ
リティの議論に値することをするべきだと述べた。
(4/20
https://www.phocuswire.com/Expedia-Group-joins-Travalyst-sustainable-tra
vel-coalition?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily
&oly_enc_id=9229H9640090J9N )
10. 旅行業界、5 年間後も NDC について話し合うのか
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旅行テクノロジーのパネルディスカッションを締めくくるワードゲームや簡単
な質問は、以前に言われたことよりも物事を明らかになることがよくある。
パネリストは、スクリプト化された販売メッセージから移行し、スポットライ
トがまもなくオフになることを知って、もう少しリラックスするからだ。最近
英国で開催された CAPA Airline Leader Summit での航空会社のデジタルトラ
ンスフォーメーションパネルで、航空会社とテクノロジーの登壇者達が 5 年後
に話し合う可能性のあることについてコメントするよう求められたのが良い例
である。良いニュースは、会話が完全ではなかったが、NDC から話が進んだよ
うに見えたことだ。
Lufthansa Group のチャネル管理担当シニアバイスプレジデントであり、Swiss
航空の最高商務責任者である Tamur Goudarzi Pour は、5 年後には、「チェー
ンに参加するさまざまな小売関係者の万華鏡」が登場すると述べている。
「現時点では、誰もが他の誰かを飲み込もうとしている Pac-Man（ナムコが開
発したビデオゲーム）に少し似ているので、統合が行われ、新しいプレーヤー
が登場する。一部のプレイヤーがさらに大きくなると思う。Tripactions の評価
額が 100 億ドルに近づいていることを知った。2017 年には、その従業員は 15
人を超えていなかったため、時代は大きく変わりつつある」と彼は言う。
新しい order

New order

Goudarzi Pour は、顧客の視点からパンデミックによって浮き彫りになった“多
くの欠陥”に業界が追いついているだろう、と付け加えている。
「5 年後には、すでに新しい order 体制が整っていると期待している。これは実
に野心的なことで、私はそれが次の大きな課題だと考えている。大手航空会社
の NDC の普及率は非常に高くなると思うが、まだ NDC をあまり導入していな
い航空会社もたくさんあるので、そういった会社にも対応し、現代の流通の世
界に参加できるような形式を見極める必要がある」と語る。
Accelya のグローバル・ヘッド・オブ・セールス Bryan Porter は、order マネ
ジメントと NDC について、顧客のニーズと期待に応えるために、この業界が再
びリードすることを望んでいると述べている。
「航空会社が小売業者になることを可能にする新世代の order マネージメン
ト・システムの採用が、その原動力となるだろう。その先には、NDC の面では、
採用の面で成熟したレベルが見え始めているが、本当のテストは、NDC が TMC
や企業で実際に支配的になるのを見ることである」と言う。
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Manchester Airports Group のデジタル製品担当者である Peter Atkinson は、
業界がサイロから脱却するにつれて、航空会社の製品やサービスへのアクセス
が今後改善されると予想している。
「商品の統合が進み、在庫ポットも 1 つにな
り、これまでよりも多くのチャネルと商品へのアクセス、商品のコレクション
を同時に手に入れることができるようになると思う」と言う。
構築または借用

Build or borrow

最後のコメントでは、パンデミック時のデジタル加速の傾向や今後の影響につ
いて全般的に意見が一致し、それまでの議論の多くを総括する形となった。
Dohop の CEO である David Gunnarsson は、航空会社の中にはパンデミック
を利用して自社の変革を加速させたところもあったと考えている。
「COVID が流行したとき、彼らにはこうしたことを考える時間があり、ビジネ
スを構築する機会として捉えることができたのかもしれない。ネットワークを
構築するか、それを借りるかであり、我々は借りる側を促進する。構築するか
借りるかの哲学は、他の流通技術にも応用できそうだ。Goudarzi Pour は、IATA
は ONE Order イニシアチブを再活性化したが、NDC での過去の失敗を反省し、
共通のアプローチで実施する必要があると述べている。
「私たちは、他の航空会
社数社とともに、この活動に積極的に取り組んでおり、インターライニング、
他のサプライヤーとの会話、飛行場駐車場との会話、レンタカー会社との会話、
あらゆる人との会話など、これは新しい形を実現するための、最初の使用事例
の一つであると考えている。そして、NDC のように、最初に最も速く走れる人
が走り、いつかはゴールにたどり着きたいが、結局は連携がとれないというよ
うな、他のイノベーションと同じ状況にならないように、一緒に行進し、一緒
に決めていかなければならないということだろう。航空会社だけでなく、他の
提供者やサプライヤーも利用できる MVP（minimum viable product）を合理
的な期間で開発し、航空会社と補助的なサービスを接続し、接続したいものを
すべて接続できるようにするのはどうだろうか」と言う。
パネリストはまた、なぜ業界がパンデミックをもっとうまく利用して、もっと
革新的なことをしなかったのかという質問を受けた。
Porter は、業界はあらゆる面で大きな転換を余儀なくされていると語る。
「私た
ちがやろうとしていることの多くは、顧客との統合の仕方における摩擦を取り
除くことであるが、これは大きなシフトだ。ソリューション、システム、顧客
との対話の仕方、さらには組織のあり方におけるシフトである。また、業界と
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してどのような体制をとっているか、どのように連携しているかという点でも、
大きな変化がある。さらに、この業界特有の“慎重な考え方”も考慮しなけれ
ばならないと Gunnarsson は言う。
「航空会社を見ると、彼らは非常に慎重で保
守的であり、それは正当な理由がある。課題は、慎重かつ注意深くなければな
らない業務上の考え方と、小売サイドで行っていることをどのように切り分け
るかである」と語る。
(4/21
https://www.phocuswire.com/airline-distribution-one-order-NDC?oly_enc_id
=9229H9640090J9N )
11. ジェットブルーベンチャー、気候変動対策基金に投資
航空会社のコーポレートベンチャー部門である JetBlue Technology Ventures
は、TPG Rise の気候変動投資ファンドである TPG Rise Climate に出資した。
JTV は、大規模な気候変動対策を目的とした数十億ドル規模のファンドへの投
資を通じて、このファンドのリミテッドパートナーとなる。声明によると、こ
のファンドは、"脱炭素交通を含む 5 つの主要な気候サブセクターにおいて、革
新的な気候ソリューションを開拓している企業、起業家、科学者と協働するこ
とを目指している"としている。投資の一環として、JTV は、知識共有を提唱し、
投資機会を強調する TPG Rise Climate Coalition にも参加する。JetBlue と JTV
は、航空業界の脱炭素化を目指し、航空会社 10 社と Boston Consulting Group
が昨年設立した非営利団体“Aviation Climate Taskforce”にも最近参加してい
る。
JTV は、Universal Hydrogen や Joby Aviation など、多くの持続可能な新興企
業プロジェクトにも投資している。
(4/22
https://www.phocuswire.com/JetBlue-Technology-Ventures-invests-in-climat
e-solutions-fund?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=D
aily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )
12. 社説：航空流通の Pac-Man で勝利
「現時点では、誰もが誰かを飲み込もうとしている Pac-Man に少し似ている
ので、統合が行われ新しいプレーヤーが登場する。一部のプレーヤーはさらに
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大きくなると思う」、これは Lufthansa Group のチャネル管理担当シニアバイ
スプレジデントであり、Swiss Airlines の最高商務責任者である Tamur
Goudarzi Pour が、今週の PhocusWire の記事で、航空会社の流通の将来につ
いて語った言葉である。航空セクターは確かに、5 年の後にまだ NDC について
話しているのではなく、そこから会話を進めてほしいと思っているのではない
かと思う。これは、英国で開催された最近の CAPA Airline Leader Summit で
航空幹部のグループに投げかけられた質問に対して、Lufthansa Group の
Tamur Goudarzi Pour は、1980 年代の有名なアーケードゲーム Pac-Man に言
及した。
Blinky、Pinky、Inky、Clyde は、総称して Ghost Gang と呼ばれる卑劣なモン
スターで、すべてのドットを食べようとしてボードを歩き回るプレイヤー（す
なわち Pac-Man）を捕まえるのに必死になっている。これは、現在の状態での
航空会社の流通の完全なアナロジーであり、航空会社がドットの役割を果たし、
Ghost Gang は、何十年にもわたって支配してきたグローバルな流通システム
（GDSs）を代表していると言えるかもしれない。Pac-Man は謙虚なスタート
アップであり、追い払われる前に、あるいはさらに悪いことにギャングによっ
て消費される前に、できるだけ多くの航空会社を確保しようとしている。しか
し、多くのアナロジーと同様に、40 年前の基本的なアーケードゲームと、数百
（おそらく数千）の利害関係者がいる複雑なシステムを単純に比較するよりも、
実際に理解するのははるかに困難である。Pac-Man は、1980 年に日本のビデオ
ゲーム会社 Namco によって導入されて以来、ほとんど変わっていない可能性が
ある（YES、航空会社の流通との比較だ ― 私たちはそれを理解している）が、
その複数のレベルは、やはり、航空会社の流通がどのように進化するかを考え
るのによい方法と言えるだろう。
この分野で最も強力な旅行スタートアップは、彼らの存在を感じさせようとす
る初期段階を生き残ることができるかもしれない。しかし、その後、Ghost Gang
が時間の経過とともにより速く、より機敏になるにつれて、それはより厳しく
なる。これが、Pac-Man をユーザーにとってこのような永続的なゲームにして
いる理由である。対戦相手がタフであるほど、プレーヤーはより良くなる必要
がある。各レベルが発展するにつれて、毎回競争し、より良くするというその
意欲が、このセクターをより革新的にし、最終的にはより良いパフォーマンス
にするものになることが期待されている。今後 5 年ほどは、航空会社の流通に
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おける Pac-Man のようなマルチプレイヤー、マルチレベルのゲームになる可能
性がある。戦いがどのように終わるかはまだ予断を許さない。
(4/22
https://www.phocuswire.com/sounding-off-158-distribution?utm_source=eN
L&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C
7B )
13. DMO が社会的企業に、持続性の次のステップ？
観光は Vancouver Island に戻ってきた。これは、1,200 人の乗客を乗せた
Holland America クルーズ船が 4 月 9 日に Victoria Harbor に到着したという
事実によって証明されている。これは、過去 900 日以上で到着した最初のクル
ーズ船だ。そして夏が近づくにつれ、島は何百万人もの訪問者を迎える準備を
している。
現在から 11 月初旬までに 360 隻以上のクルーズ船で約 78 万人の訪問者が到着
すると予想されている。Vancouver Island は大きく、ベルギーよりわずかに大
きく、COVID 以前のここの観光産業は約 40 億カナダドルをもたらし、ホテル、
レストラン、ツアーオペレーター、その他のサプライヤー全体で 50,000 人以上
を雇用していた。しかし、訪問者が戻ってくるので、以前は Vancouver Island
Tourism として知られていた島の 60 年の歴史を持つ観光組織が、大きな変化を
遂げている。最初の 50 年間はプロモーションとマーケティングに重点を置き、
成功は訪問者数と支出で測定され、その後約 10 年前に目的地の管理と計画を優
先するように移行した後、現在は社会的企業（social enterprise）として運営さ
れている。この変更により、新しい名前（4VI）と、その収益を使用して社会的
責任の 4 つの柱であるコミュニティ・ビジネス・文化・環境をサポートするこ
とに根ざした新しい考え方と戦略が作られている。
「旅行は今でも良い力である
が、収益性とビジネス面のバランスを取り、環境や地域社会、そしてここに住
む住民にとって最善のものを見つける必要がある。地元への影響を軽減するだ
けでなく、注意が必要なものを強化することでもある」と 4VI の社長兼 CEO
である Anthony Everett は述べている。
「5 年前はこのように考えていなかった
し、それを優先していなかっただろう。今ではそれが完全に私たちの優先事項
となっている。私たちは、そのバランスを見つけることに全力を注いでいる」
と語る。この組織は 4 月 13 日の Vancouver Island Tourism Conference でニ
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ュースを発表し、Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism に署名し、
来年中に島の気候行動計画を発表することとした。Travel Foundation の CEO
である Jeremy Sampson はこのイベントに出席し、組織が社会的企業に移行し
たというニュースで彼の「顎がほぼ床に落ちた」と述べている。これは、彼が
知っている DMO の最初の動きである。
「観光のコミュニティへの影響を管理し
ながら、目的地が地元の人々に公平な利益を提供するというますます複雑化す
る課題に取り組んでいるため、DMO モデルは大幅に改革を必要としている。
Vancouver Island の大胆な変化は、変化するパラダイムを反映している。つま
り、経済指標のみに焦点を当てるのではなく、ポジティブな社会的影響をもた
らすという主要な目標に向けた観光の管理とマーケティングだ。4VI は、シス
テムイノベーションの真の灯台の例になると確信している」と Sampson は言う。
Everett は、これが長い変革の第一歩に過ぎないことを知っていると述べている
が、40 年近くの観光業での仕事の中で、これまで以上に興奮して熱狂的になっ
たことはないと述べている。最優先事項の 1 つ ― 彼が「夜も眠れない」と言
うもの ― は資金を見つけることである。4VI は、たとえばコンサルティング、
マーケティング、調査、その他のサービスを提供するために、地域コミュニテ
ィや政府機関との契約によって資金が提供されている。Everett によると、今年
の組織の予算は 650 万カナダドルで、これには、構築するための優れた基盤と
なる複数年契約が含まれている。社会的企業活動が活発化するにつれて、
Everett は組織の利益の約 4 分の 3 を社会的責任活動に投資することを目指して
いると言う。
「私たちの計画は、以前は成長と収益性に重点を置いていた。現在、
私たちが提供する契約を結んでいる要素は、完全に目的地の管理に関するもの
である」と彼は言う。現在進行中の最初のプロジェクトには、海洋ゴミの浄化
活動と責任ある観光機関の設立が含まれる。また、計画では ― これらすべて
のクルーズ船の影響についての議論が含まれる。
「それは間違いなくかなり二極
化したトピックであるが、私たちが参加したいのは、コミュニティ、企業、そ
して地球にとって何が最善かについての健全な議論である」と Everett は言う。
(4/22
https://www.phocuswire.com/from-dmo-to-social-enterprise-the-next-step-insustainable-tourism?oly_enc_id=7798E1381467C7B )
14. 4 月 18 日の週の資金調達記事
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l

バイクタクシー Rapido

バイクタクシー会社 Rapido は、シリーズ D 資金として 1 億 8,000 万ドルを調
達した。インドのベンガラルを拠点とする同社への投資は、フードデリバリー
プラットフォームの Swiggy が主導し、TVS Motor Company や既存の投資家で
ある Westbridge、Shell Ventures、Nexus Ventures も関与した。
LinkedIn で資金調達を確認した Rapido の共同創業者 Aravind Sanka は、同社
の最終目標は、プラットフォームを通じて 1 億人の顧客に「さまざまな交通手
段」を提供することだと語る。2015 年に設立された同社は、3 億件以上のタク
シー注文を実施し、毎月 90 以上の都市で 2,000 万件を取り扱っているという。
今回の資金は、Rapido のバイクタクシー、自動車、デリバリーの 3 つの事業部
門すべてに投入され、さらなる技術開発や新規採用のために使用される予定。
Rapido は昨年 8 月に 5,200 万ドルを調達しており、今回の資金調達で総資金額
は約 3 億 1,000 万ドルに達している。
(4/19
https://www.phocuswire.com/Rapido-180M-series-D?utm_source=eNL&utm_
medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=7798E1381467C7B )
l

キャンプ場マーケットプレイス Campspace

これは、2,000 以上のキャンプ場のためのプラットフォームで、30 カ国で展開
している Campspace の買収とシード投資ラウンドの記事である。2017 年に設
立され、オランダを拠点とする同社は、VNV Global が主導するデビューラウン
ドで 300 万ユーロの資金を獲得した。David Vismans（以前は Booking.com の
チーフプロダクトオフィサー）と Andrea Carini は、エンジェル投資家として
ラウンドをサポートしてきた。
Campspace は同時に、キャンプ予約部門のドイツの競合企業である Pop-Up
Camps の買収を発表した。同社は、投資と買収したブランドを使用して、ドイ
ツ市場やヨーロッパの他の場所に進出すると述べている。また、旅行者が宿泊
施設の選択に持続可能な選択肢を検討する傾向が高まっているトレンドに対応
し、これは、消費者の 81％がより環境に配慮したホスピタリティタイプを選択
すると主張する最近の Booking.com の調査を強調している。CEO 兼共同創設者
の Hugo van Donselaar は、「現在、旅行業界は世界の CO2 排出量の約 10％を
占めている。継続的な人口と繁栄の成長により、観光客の数と私たちの環境へ
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の悪影響は増加するばかりである。隠れたアウトドアステイを家の近くに開放
することで、観光をより持続可能にし、次世代の旅行者のニーズに応える。私
たちは人類の歴史の中で最もつながりのある時代に生きているが、人から人へ
のレベルでは信じられないほど接続されていない。私たちのプラットフォーム
は、人々にユニークな体験と思い出を提供するが、地球や地域社会を犠牲にす
ることはない」と述べている。
発 売 以 来 （ van Donselaar は 創 設 チ ー ム の Merijn Straathof と Jeroen
Wielaards が加わった）、Campspace は年間 300％の割合で成長したと主張し、
パンデミック後のアウトドア旅行の人気の急上昇は「まだ減速していない」と
述べている。
(4/21
https://www.phocuswire.com/Campspace-pegs-3-Million-acquires-German-co
mpetitor-Pop-Up-Camps?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_cam
paign=Daily&oly_enc_id=9229H9640090J9N )
l

短期レンタル新興企業 Lyric

COVID-19 の大流行の間に壁にぶつかった、大規模な支援を受けた短期賃貸ス
タートアップである Lyric は、Wheelhouse として知られる B2B ビジネスとし
て浮上し、新たな資金獲得を積み上げている。
同社は NEA と Highgate Ventures が主導する 1,600 万ドルの資金調達ラウン
ドを成功させ、Signalfire、Fifth Wall、Tishman Speyer、01 Advisors、Certares、
RXR、PAR Capital もこれに参加している。
Wheelhouse は、代替宿泊施設セクターの不動産管理会社向けの収益管理および
ビジネスインテリジェンスサービスとしての地位を確立している。同社は本質
的に元の Lyric ビジネスのスピンオフであり、2019 年に社内で開発された
Wheelhouse Pro システムに再び焦点を合わせている。COVID-19 の大流行が完
全に発生する前でさえ、最初の週または 2020 年 3 月に、Lyric は 25 人の従業
員をレイオフし、レンタルユニットの 3 分の 1 を縮小することで小型化した。
それは、共同創設者の Joe Fraiman の辞任を含む、元の事業を閉鎖するプロセ
スの始まりであった。しかし、CEO の Andrew Kitchell は、スケルトンスタッ
フと Wheelhouse Pro のテクノロジーを使い続け、最終的には元の投資家の多
くの目に留まった新しいビジネスを構築した。今回参加しなかった支援者の 1
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人は Airbnb で、2019 年 4 月に 1 億 6,000 万ドルのシリーズ B ラウンドを Lyric
に導いた。
「旅行者も居住者も、どこにでも住み働くことができる柔軟な旅行と
レンタルのオプションを探し続けると信じている。Wheelhouse は、何処にでも
滞在して仕事ができるようにする。私たちのスペースでのビジネスの繁栄を支
援するテクノロジーを開発しているため、ゲストや居住者にユニークで素晴ら
しい体験を提供できる」と Kitchell は言う。
Wheelhouse は、この分野の競合他社の多くと同様に、Tripadvisor、Hostfully、
Guesty、Airbnb などと接続して、動的な価格設定、市場レポート、競合分析ツ
ールを提供している。
(4/21
https://www.phocuswire.com/Pandemic-hit-Lyric-spins-off-Wheelhouse-raise
s-15-Million?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily
&oly_enc_id=9229H9640090J9N )
l

機械学習の新興企業 Jarvis ML

2021 年 に 設 立 さ れ た 機 械 学 習 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の Jarvis ML は 、 Dell
Technologies の グ ロ ー バ ル ベ ン チ ャ ー キ ャ ピ タ ル 投 資 部 門 で あ る Dell
Technologies Capital が主導するシード資金として 1,600 万ドルを調達した。
同社によると、このラウンドには Shakti をはじめ、10 人以上の“シリコンバ
レーのベテラン技術者やビジネスリーダー達”も参加しているという。
この新興企業は、この資金を、ホスピタリティ部門や、研究開発、販売、マー
ケティングチームの成長に充てるとしている。
Google Ads と Google Payments の機械学習運用プラットフォーム開発を率い
た Rakesh Yadav は、機械学習機能を、より活用できるデータを持つあらゆる
ビジネスで簡単に利用・展開できるようにするため、Jarvis ML を設立した。
同社がターゲットにしている業界のひとつに、短期レンタルがある。Jarvis ML
で Predictive Hospitality を担当する Evan Dolgow は、機械学習のメリットは
Airbnb や Booking.com、Expedia などの大企業に限られるべきものではないと
言う。
「データのカオスが、不動産管理会社のスケーリングを妨げている。CRM、
PMS、マーケティングクラウド、スマートデバイスなど、複数のシステムに分
散した大量のデータを持っており、それを活用する方法を知らないのだ。すで
にあるデータの中にどれだけの価値があるのか、気づいていないのだ」と彼は
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言う。Jarvis ML は数日以内にすべてのデータベースを相互接続し、Web サイ
トやマーケティング・コミュニケーションにおいて、ゲスト一人ひとりに合わ
せた予約ジャーニーのパーソナライズを開始する。
Dell Technologies Capital のマネージャー・ディレクターである Daniel Docter
は、
「基本的に、どのようなステージやセクターであっても、すべてのビジネス
が成功するにはデータドリブンである必要がある。Rakesh は、企業がこのニー
ズを解決するのを支援することに、飽くなき意欲を持っている。彼と彼のチー
ムが Jarvis ML で、1 年未満で達成したことは印象的であるが、驚くには値し
ない。世界最高水準の機械学習をビジネス上の問題解決に応用することに関し
ては、Rakesh は事実上、この分野で手本を示す存在だ」と述べている。Docter
は、このスタートアップの取締役に就任する予定。
(4/21
https://www.phocuswire.com/machine-learning-startup-will-use-16m-fundin
g-to-grow-hospitality-offering?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_
campaign=Daily&oly_enc_id=9229H9640090J9N )
l

旅行の誘いと計画アプリ Out of Office

旅行のスタートアップ Out of Office は、旅行のインスピレーションと計画アプ
リのために 3.5 ドルを調達した。Hyde Park Venture Partners がラウンドを主
導し、Cameo CEO Steven Galanis、前 Orbitz chief product officer Chris
Brown、元 Havenly COO Jessie Dixon などがこのラウンドに参加した。2021
年 8 月に開始された Out of Office は、旅行者に、友人が過去に旅行した場所に
基づいたインスピレーションと計画のヒントを提供する。アプリを介して、ユ
ーザーは旅行を作成したり、場所を追加したり、友達と共同作業したり、ホテ
ルを予約したり、レストランのテーブルを予約したりできる。 ユーザーは、
3,500 を超える都市で 50,000 を超える推奨を行っている。この資金提供により、
Out of Office は来年には人員を 2 倍にする予定である。同社はシカゴを拠点と
している。
(4/22
https://www.phocuswire.com/trip-planning-app-out-of-office-takes-off-with-4
M-in-funding?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Dail
y&oly_enc_id=7798E1381467C7B )
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