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TD 海外事情 10 ⽉ 24 ⽇号 

 
「5. 航空会社、匿名ユーザー理解必要」と「9. 航空業界、データでパーソナル
化の⽅法重視」の⼆つの記事が、航空会社は顧客をもっと知ってパーソナルな
旅の提案をしろと書いている。そして、そのために顧客データを ML や AI など
を使って分析する必要があると⾔っている。 
これらの記事を読んで何だかおかしな気持ちにさせられた。 
 
まずこれは、何も航空会社に限った話ではない。全ての商売のマーケティング
の基礎の話である。次に、果たして航空会社にパーソナルな旅⾏の提案なんて
する必要があるのだろうか？と⾔う素朴な疑問が湧き上がる。この後者の疑問
について少し思うことを綴ってみた。 
 
航空会社の場合は、ある地点からある地点の決められた航空路線の便（座席）
を販売しているのであって、ハナから限定された⼀つのプロダクトを販売して
いる。その上、リージョナル路線を除くと使⽤しているほとんどの航空機はボ
ーイングとエアバスの機種に限られる。同⼀路線を⾶んでいる航空会社は数社
と少なく、サプライヤー間の熾烈な競⾛もあまり存在しない。そもそもチョイ
スが少ないコト消費の商品なのだ。その上、ほぼ全ての旅⾏者は、X ⽇の Y 時
発の Z ⾏き便と、決め打ちで購⼊しにくる。 
 
「チョイスの対象となるアンシラリー販売があるじゃないか」・・・と⾔われ
ても、それはあった⽅が良いに決まっている付帯商品（超過⼿荷物、ラウンジ、
幅広座席・・・云々）の話であって、そこでは、有るか無いか、それと⾼いか
安いかの価格が問題となる。個⼈のニーズに基づいたパーソナリゼーションの
提案なんてハナから必要ないのだ。航空会社が「世界の Amazon のようになり
たい」と⾔うのは、⼟台チョイスがほとんどない商品を販売しているのだから、
Amazon のようになる必要はない（なれない）のであって、少しおかしな話の
ように聞こえてしょうがない。 
 
それとも、航空会社は、それこそパーソナルな提案が必要となる航空以外の旅
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⾏商品を、これから販売していこうとでも⾔うのだろうか？ 
 
誠に好都合なことに、旅の⼿配の実際のプロセスは、ほとんどが航空便の予約
から始まる。だから航空会社の直販Webサイトの訪問者数が、他の誰よりも圧
倒的に多くなる傾向がある。航空会社のサイトは、オーガニックなオンライン
直販が多く、願ってもない販売有利性をハナから備えている。 
これを使わない⼿はない。航空会社は、航空便の販売に加えて⽬的地の TAA
（ツアー、アトラクション、アクティビティ）販売による事業の多⾓化をもっ
と推進してみたらどうだろうか。欧⽶の XX 航空会社バケーションとか、⽇本
の ANA トラベラーズとか JALPAK の旅⾏事業をますます拡⼤して「旅の百貨
店」を建てることを⽬指してみたらどうだろうか。 
 
「旅⾏業法の壁がある」とか⾔って、このような考えを否定する⼈たちがいる
かもしれない。そもそも「業法が存在するからできない」とか「やってはなら
ない」と⾔う考えは全く間違っている。規制が⾰新的な事業を開発するための
⾜枷であってはなら無い。旅⾏業法は、最近では 2017 年に改正されていると
はいえ70 年前の 1952 年に作られたレガシーな法律である。やれやれ、Web 3.0
の時代がやってくると⾔うのに・・・。 
⽇本の旅⾏業者が業法によって規制されているのに対し、⽇本市場で営業する
外資の旅⾏会社がこの規制の対象外となっている、不公平な⽭盾した状態が放
置されている。タイパの時代に、書⾯の交付が必要だとか・・・この業法には
随所に時代にそぐわないと箇所が存在すると⾔う批判がある。 
（編集⼈） 
 
 
⽬次 
1. (TJ) MMT とOYO、競争法違反で罰⾦ 
    (TJ) = トラベルジャーナル 11 ⽉ 21 ⽇号参照ください。 
 
2. 連載⼩説「XYZ・コム」定例「三⾦会」会議 （その３） （第 16 回） 
3. フォーカスライト会議 2022：レンタル業界の成⻑ 
4. WTTCとサステナの協会、環境問題で提携 
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5. エアビー、OMG!ファンド⽴上げ 
6. 航空会社、匿名ユーザー理解必要   閲覧第 5位 
7. Travalyst、成⻑ロードマップ設定   閲覧第 5位 
8. スカイスキャナー、空港旅⾏者漏れ対策 
9. 旅⾏のクリプト（暗号）決済    閲覧第 1位 
10. 航空業界、データでパーソナル化の⽅法重視  閲覧第 3位 
11. イノベーション加速、詐欺の懸念も増加 
12. ブッキング、気候変動で Choooseと提携 
13. 航空旅⾏体験のデジタル化    閲覧第 2位 
14. ⽬的地の旅⾏者の DEI体験⽀援    閲覧第 4位 
15. 10 ⽉ 17⽇の資⾦調達関連記事 
 
 
2. 連載⼩説「XYZ・コム」 定例「三⾦会」会議 （その 3）（第 16 回） 
「この会議の主題である“コンテンツの強化策”の議題に移ろう」との部⻑の発
⾔に促されて、プロジェクトリーダーの G が会議資料のスライドを使って説明
を開始した。 
 
「コンテンツの強化は、当社でパッケージ（PKG）ツアーを造成することによ
って達成します。この当社造成 PKG は、旅⾏者⾃らがツアー組み⽴てるダイ
ナミック PKGと、出発⽇と旅程が決められた従来型の PKGの 2通りのツアー
を作ります。商品名は「XYZ ダイナミック」と「XYZ プレミアム」とします。 
 
ダイナミックは、申すまでもなく DIY型パッケージツアーで、ツアーの出発⽇
と旅⾏⽇数（泊数）を⾃由に選べるようになっています。当社が抱える豊富な
在庫をダイナミカルに組み合わせて作るパッケージです。 
そして我々のものは、他の旅⾏会社（TTA）が販売しているものとの⼤きな違
いが 3 つあります。1 つは、⽬的地の TAA（⽬的地ツアー、アトラクション、
アクティビティ）の予約ができるようになっていることです。 
２つ⽬は、テーマパークの特別ファストパスとか、美術館の早朝貸切りによっ
て、XYZ だからこそできるサービスを提供します。 
3 つ⽬は、旅⾏中にいつでも連絡が取れるコールセンターとコンセルジュサー
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ビスが付いていることです。これは、後で説明する従来型 PKG にも適⽤しま
す。 

 

 
プロジェクトチームで、旅⾏の出発から帰宅までの、エンドツーエンドのコン
シューマージャーニー全てのモーメントにおける旅⾏者のペインポイント（つ
まり痛点）を洗い出してみました。その結果、この 24/7 の顧客サービスを、
我々が作るツアーの必須のサービスにしょうという結論に⾄りました。コール
センターは、旅⾏途次でトラブルに遭遇した顧客を⽀援する緊急サービスを提
供します。コンセルジュは、⽬的地の観光案内を提供します。 
 
次が、従来型の PKG です。これは、コンサート鑑賞とスポーツ観戦のツアー
に限定します。聞きたいコンサートや⾒たいスポーツのイベントの開催⽇時が
特定されているために、それに合わせて出発⽇が FIX されるツアーです。ファ
ンやいわゆる「追っかけ」の⼈たちを対象としています。 
 

コンテンツ強化策
XYZダイナミック

u従来型ダイナミックPKGにTAA

（Tour, Attraction, Activity）販売を追加

XYZ プレミアム
u観劇、スポーツ観戦のツアーを作る
uツアー作り⽀援「旅の窓⼝」を新設
u28⽇以上の⻑期滞在ツアーを作る

u XYZが誇る 13のタブで括られたインベントリーを連結したコネクテッド
トラベル

u 24/7の常時接続顧客サービス「緊急連絡」と「コンセルジュ」を導⼊

u⽬的地DMCやサプライヤーなどとの提携を模索
uスポーツチームの⽬的地対戦相⼿とのマッチング、法⼈旅⾏のテクニカ
ルビジット⼿配、

uコンサートの⼈気歌⼿やプロスポーツ選⼿との現地交流会開催を検討
u美術館や博物館の早朝や閉館後のツアー貸切りを検討

2022/10/24 コンテンツ強化策会議資料 1
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イベントオーガナイザーに対しては、コンサートの⼈気歌⼿やバンドメンバー、
スポーツイベントの場合は監督や⼈気選⼿との現地交流会を、我々と共同で開
催することを持ちかけています。これが実現できれば、“XYZ ならではのツア
ー”が作れることになります。以上がプロジェクトチームの検討結果です」とG
は説明した。 
 
「短時間で、よくここまでまとめてくたね。ありがとう。 
緊急連絡のためのコールセンターとコンセルジュサービスが、我々が作る PKG
の⼤きな差別化の鍵となるようだね。航空会社の突然の運休や⼤幅遅延などに
遭遇してストランドした旅⾏者にとっては、これは⾄って便利なサービスとな
る。急に体調不良になった旅⾏者にもタイムリーに相談に乗ってあげられる。 
それに加えて、ダイナミックでは TTA 販売が、プレミアムでは⼈気イベントの
チケット提供が、我々が作るツアーの肝であり差別化要因になると⾔うことだ
ね。よく分かった。 
 
しかし、難しい問題もある。コールセンターとコンセルジュサービスのコスト
はどうなるのか？ そして TTA のインベントリーと⼈気イベントのチケットは
確保できるのかという問題だ。特別ファストパスとか早朝貸切りなんて、どう
やって実現するのか？ それに、前にも⾔った通り、TTA のオンライン販売が
ものすごく遅れているというじゃないか。その辺りの検討はどうだったのか
ね？」部⻑がポイントを突いた質問をした。 
 
「緊急電話サービスの⽅は保険会社と提携して、旅⾏保険の購⼊と抱き合わせ
で提供します。コンセルジュサービスでは、地元の DMC と提携します。基本
的には無料サービスとしたいところですが、コストの多寡によっては NTT ナ
ビダイヤルにすることも検討せざるを得なくなる。これについては最終的なコ
ストの⾒積もりが出た段階での別途検討です。有料にしてこのコストをツアー
価格に上乗せしても、割⾼になりますが品質重視で⾏こうというのが、我々チ
ームメンバー全員のコンセンサスでした。 
 
ダイナミックのファストパスや早朝貸切り、それに TTA インベントリー確保
は、インベントリー担当の Hさんのところで、引き続き地道にコツコツ各地の
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アトラクションやサプライヤーと交渉して⾏くことしか⽅法がなさそうです。
インベントリー確保については、すでに多くを集めることができています。テ
ック部⾨の協⼒で、TAA ⽤の廉価版 IBEを開発してもらったのが、インベント
リー確保に⼤きく貢献してくれています。嬉しいことに、このツール「簡単ネ
ット」を採⽤する TAA のサプライヤーの数が急速に増えています。 
 
プレミアムでは、確かに⼈気のあるコンサートやスポーツのチケットがなかな
か⼿に⼊り難いという問題がありますが、我が社が過去にチケット販売した実
績を持って、ツアー造成に必要なチケット枚数を確保できないかをイベントの
オーガナイザーと現在交渉中です。これらのイベント参加者の多くは XYZ で移
動⼿段と宿泊を予約してくれているので、このデータから、どのイベントにど
のくらいの参加需要が⾒込めるのか推定できます」 
 
「なるほど、価格競争などに翻弄されずに、⾼品質の PKG を販売すると⾔う
ことか。⾄極正論だ。だけどプレミアムで、観劇やスポーツ観戦のツアーしか
ないというのは、商品の取り揃えで、何か寂しい感じが否めないね」 
 
「そこです、まさに今部⻑がおしゃったことが、プロジェクトチームの中でも
議論されました。 
当社には、プロ級のスポーツマンや⾳楽家、美術家などの芸術家などの⼀芸に
秀でた社員が多く居ます。この⼈たちに⼀役買ってもらい、彼らの⾃分の才能
を⽣かしたパッケージを作ってもらえないかという話がありました。例えばス
キーツアでは、国体のスラローム優勝経験のある C 君がモデルツアーを作りま
す。美術館巡りのカルチャーツアーには芸⼤絵画科を卒業した D君に担当して
もらいます。社内に適当な⼈がいない場合は、今後、フォーカスグループなど
社外から適当なオーガナイザーを探します。 
 
とはいえ、パッケージ造成経験のない⼈たちが、旅⾏者が欲しているパーソナ
ルな旅のエクスペリエンスに合致した売れる商品を作れるのか？という疑問の
声が圧倒的で、結局このアイディアは没となりました」 
 
「なんだ、それではどうしょうもないね」と Y部⻑が呆れ顔をして⾔った。 



TD 勉強会 10 ⽉ 24 ⽇号  2022 年 10 ⽉ 24 ⽇ 7 

 
「待ってください。何もここで諦めたわけではありません。コールセンターに
加えて新たなに旅の相談窓⼝を設けます。そこで⼀芸に秀でた社員たちに、そ
の⼀芸に関連する⽬的地アクティビティーのツアー作りのアドバイザーになっ
てもらうことにしました。このサービスのスタッフ、つまりアドバイザーは、
専属ということではなくて現業をこなしながら従事してもらうということにな
るために、全てチャットベースで相談を受け付けて、72 時間以内に回答を返す
システムを採⽤します。アドバイザーに指名された社員の時間的余裕をとるた
めです。 
 
アドバイスしたツアーが最終的に実⾏された場合は、そのツアーの利益の⼀部
をアドバイザーに還元するインセンティブ制度を儲けるつもりです。 
また、将来、このアドバイスサービスが成功した場合は、ちゃんとした部⾨と
して独⽴させます。そして、ここでの社員たちのアドバイズによって作られた
ツアーを、プレミアムの追加商品として売りに出すつもりです。また、⽬的地
におけるスポーツチームの試合相⼿選びや、特定の趣味の愛好家同⼠のマッチ
ングや、法⼈のテクニカル・ビジットなどの⼿配サービスについても検討する
つもりです。 
 
この他にワーケーションのための、TAA の⼿配を必要としない、移動⼿段と⺠
泊の⼿配だけの 28泊以上の⻑期滞在ツアーも作ります。このツアーでは、当然
のことながらテレワークの施設の完備が必須となります。エアビーでは、⻑期
滞在が継続して増加し、全予約の 20%以上にもなっているそうです」 
 
「そうか。何から何までよく検討したね。君たちは、良くここまで考えたもの
だ。 
ダイナミックとプレミアムの新商品を販売する。そこには 24/7の常時接続顧客
サービスを導⼊する。またプレミアムには、うちの社員がアドバイスする相談
窓⼝も設置する。このほか、今流⾏りのワーケーションに対応した⻑期滞在ツ
アーも作る。また、この新規開発には、何から何まで⾃前で⽤意すると⾔うこ
とではなくて、⽬的地の DMC や、サプライヤーや、はたまた保険会社などと
の提携が重要になるということだね。つまりこれは、XYZ エコシステム作りで
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もあるね。以上が結論だね。間違えないね。 
 
よし、A 君が説明した通りの、この線で具体的に開発体制に⼊ろう。開発期間
は 1 ヶ⽉でいいね。１ヶ⽉後に広報発表する。それまでに全てが完成されなく
とも良い。できたツアーやサービスから販売していこうじゃないか」と総括し
て、Y部⻑は会議を終わらせた。 
 
彼は、会議終了後の昼⾷会には出席せず⾜早に本社を後にした。今⽇から幕張
メッセで ⼀般公開さ れ て い る CEATEC 2022（ シ ー テック 2022）
（Combined Exhibition of Advanced Technologies）を⾒に⾏った。これは、パ
ンデミックで開催中⽌を余儀なくされた後の 3 年ぶりのリアル開催となる。デ
ジタルツインと呼ばれている、最新テクノロジーのメタバースを実際に擬似体
験するのが⽬的だ。 
（続く） 
 
3. フォーカスライト会議 2022：レンタル業界の成⻑ 
投資家は、過去 10 年間で短期レンタル部⾨に約 40 億ドルを注ぎ込んできた。
⾼級別荘や都会のアパートから、地元での短期滞在、仕事と旅⾏を組み合わせ
た数か⽉の旅⾏まで、宿泊を予約する旅⾏者と同じくらい多様なセグメントの
急速な軌跡をたどってきた。しかし、データによると、消費者が滞在のために
レンタルを受け⼊れていることは明らかであるが、セクターはまだいくつかの
成⻑する痛みに取り組んでいる。ホストまたはプロパティ マネージャーとゲス
トの間のコミュニケーションの断絶や、プロパティの説明と現実の不⼀致は、
ゲスト エクスペリエンスを損なう可能性がある。そして現在、消費者がプライ
ベートな空間を求めるようになり、このセクターのブームに拍⾞をかけた 
COVID-19 がさらにリアビューに移⾏している現在、旅⾏者の満⾜度をどのよ
うに維持できるのだろうか? また、優れたゲスト エクスペリエンスを実現する
ためのテクノロジの役割は何か? 
The Phocuswright Conference 2022 では、業界関係者のパネルが短期賃貸部⾨
の課題と機会について話し合う。Jamie Cohenは、12 ⽉に公開市場にデビュー
した Vacasaの CFOである。Brian Eganは、2 ⽉に 1億ドルを調達したデンバ
ーに本拠を置く不動産管理会社 Evolve の共同設⽴者兼 CEO である。また、
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Margot Schmorakは Hostfullyの共同設⽴者兼 CEOであり、5 ⽉に 400万ドル
を調達して、プロパティ マネージャーが流通とゲスト エクスペリエンスを最⼤
化するのに役⽴つソフトウェア プラットフォームを成⻑させた。3 ⼈のパネリ
ストが、Phocuswrightのアナリストである Madeline Listとセンター ステージ
に関するディスカッションに参加する。 
The Phocuswright 2022 
EXECUTIVE PANEL: Growing Pains - The Maturing of Rentals  
詳細と登録については、ここをクリックしてください 
(10/17 https://www.phocuswire.com/phocuswright-conference-2022-maturing-
rentals-
sector?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc
_id=7798E1381467C7B ) 
 
4. WTTCとサステナの協会、環境問題で提携 
World Travel & Tourism Council ( WTTC) と Sustainable Hospitality Allianceは、
ホスピタリティ業界が環境への影響を軽減するために⼒を合わせている。両者
は、両組織がより緊密に連携することを約束する覚書 (MoU) に署名した。 
両組織は、ホスピタリティ業界の持続可能な未来に関して団結し、持続可能性
の⾰新に関する研究プロジェクトに協⼒することを約束している。 
今年、WTTC は旅⾏業界に⼆酸化炭素削減⽬標をより野⼼的にするよう促した。
この組織は、Accenture および国連環境計画と協⼒して実施した Net Zero 
Roadmapレポートで推奨事項を提⽰した。Booking. com と EY Parthenonはほ
ぼ同時期に、2050 年までにネットゼロを達成するには、宿泊施設部⾨が 7,680
億ユーロを投資する必要があると推定している。 
(10/17 https://www.phocuswire.com/wttc-sustainable-hospitality-alliance-mou-
cooperation?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&ol
y_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
5. エアビー、OMG!ファンド⽴上げ 
6⽉、Airbnbは「1,000万ドルのOMG！ファンド」と呼ぶ、100 のユニークな
物件のアイデアに資⾦を提供するサービスを開始した。その⽬的は、デザイナ
ー、建築家、DIY 愛好家がアイデアを実現し、その物件を Airbnb でホストす
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る可能性を⽀援することである。Airbnb は、数万件の応募の中から、23 カ国
から 100 名の受賞者を選び、それぞれ 10 万ドルを与えて、彼らの作品を現実
のものにすることにした。Airbnb によると、受賞したアイデアは「ユニークで
刺激的なデザイン、持続可能な配慮、没⼊型のゲスト体験を提供する斬新な⽅
法」で際⽴っており、受賞者は今後 10 カ⽉間にわたって、2023 年夏までにゲ
ストに提供できるようにスペースを設計、建設、装備することになるそうだ。 
これらの物件は、Airbnb の「OMG!」カテゴリーは、5 ⽉にプラットフォーム
全体のアップデートの⼀環として発表された。OMG! Fund の審査員には、デ
ザインとスタイルのアイコンである Iris Apfel、建築専⾨家の⾼⽥晃⼀、Airbnb
スーパーホストの Kristie Wolfe、Airbnbエクスペリエンス担当副社⻑の Bruce 
Vaughnらが名を連ねている。 
応募作品は深海から SF⼩説まで幅広く、Airbnbによると受賞者の 50%以上が
すでに Airbnbのホストになっているそうである。⼀⽅、このホームシェア⼤⼿
は、ホストの潜在的な騒⾳問題に対処するため、不動産テック企業の Minut と
も提携している。同社によると、Minutは Airbnbと統合する唯⼀の騒⾳監視ソ
リューションだという。これまでは、2021 年 7 ⽉に Airbnb のパートナーであ
る MigoがNoiseAwareを独占的な騒⾳モニタリングサービスとして起⽤した。 
Airbnbのメッセージングツールに統合される Minutノイズセンサーでは、デバ
イスはデシベルが⼀定レベルを超えた場合にのみフラグを⽴て、⾳や会話を記
録・送信しないため、ホストはゲストのプライバシーを保護しながら潜在的な
問題を予防・対処することが可能である。ホストは、掲載ページでデバイスの
存在を開⽰することが求められ、ベッドルームなどのスペースにデバイスを設
置することは禁⽌されている。デバイスが騒⾳を検知した場合、ホストとゲス
トに警告するために、Airbnbのメッセージングツールを介して Minutから⾃動
通知を送信することができる。 
「Airbnb では毎晩世界中で宿泊が⾏われており、その⼤半はホストの家や近隣
に敬意を払い、地域コミュニティと観光の利益を共有している。今回の Minut
とのコラボレーションは、Airbnb での安全で責任ある旅⾏を奨励するという当
社のコミットメントを継続し、不正なパーティーを阻⽌するホストコミュニテ
ィをさらに強化する」と、Airbnb のホスティングのグローバルヘッドである
Catherine Powellは述べている。Airbnbは、60以上の国と地域のホストに無料
の騒⾳センサーと、Minut の騒⾳および占有監視サービスの 3 カ⽉間の無料サ
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ブスクリプションを提供している。このコラボレーションは、パーティ対策技
術の導⼊やグローバルなパーティ禁⽌の成⽂化など、プラットフォームのパー
ティ対策姿勢を強化する⼀連の施策の中で最新のものである。 
(10/17 https://www.phocuswire.com/airbnb-names-omg-fund-hosts-launches-
noise-monitoring-
technology?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly
_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
6. 航空会社、匿名ユーザー理解必要 
あなたの知らないことが、あなたのビジネスに悪影響を与える可能性がある。
私たちの経験では、航空会社のウェブサイトを訪れる⼈のうち、最⼤で 3 分の
2 が未知のユーザーだ。この数字は、クッキーが段階的に廃⽌され、オンライ
ンでのプライバシーを重視する⼈が増えるにつれて増加すると思われる。多く
の未知の訪問者が閲覧しているため、航空会社は匿名ユーザーを理解し、有意
義なつながりを構築し、ビジネスを成⻑させる必要がある。匿名ユーザーのた
めのセールスファネルを開発し、個々の興味に応じたパーソナライズされた体
験を提供することで、航空会社は未知のウィンドウショッパーをロイヤルカス
タマーに変えることができる。これをリアルタイムかつ⼤規模に⾏うには、AI
が動かすパーソナライゼーションの⽀援が必要だ。 
匿名ユーザーを理解することの重要性 
The importance of understanding anonymous users 
⼈々が⾃分の個⼈情報を囲い込むようになり、信頼し、つながりを感じるブラ
ンドとだけ個⼈情報を共有するようになると、電⼦商取引の統計には、匿名の
ウェブサイト利⽤者の数がますます多く反映されるようになる。航空会社にと
ってパラドックスとなるのは、データの管理を重視するユーザーの意思を尊重
しつつ、彼らとの関係を構築する⽅法だ。多くのウェブサイトは、平均的なユ
ーザー向けに最適化されており、表⽰されるコンテンツは、企業の既知のユー
ザーに対する幅広い「キャッチ・ゼム・オール（catch-them-all）」なアプロー
チを反映している。例えば、ある航空会社が、ヨーロッパで⾃社のウェブサイ
トを訪れるユーザーの多くが北⽶⾏きの航空券を探していることを知っていれ
ば、関連する⽬的地を強調するようにホームページをカスタマイズする。 
しかし、⻑期休暇を利⽤して南半球へ⾶びたい⼈はどうすればいいのだろう
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か？あるいは、短距離のビジネスクラスでの旅⾏を考えている⼈はどうなるの
だろうか？あるいは、⼿荷物許容量の追加など、特定の付帯サービスを購⼊の
決め⼿にしている⼈もいるのではないだろうか？平均的なユーザーに向けてウ
ェブサイトを最適化すると、異なる興味や意図を持つユーザーを疎外すること
になる。平均的なユーザーというのは存在しない。ウェブサイト訪問者を「平
均的」な存在として扱うことで、企業は実際、最適とは⾔えないセールスファ
ネルを作り、ユーザーに関連するコンテンツをさらに検索させるか、より可能
性が⾼いことですが、⾒られていない、過⼩評価されていると感じてサイトを
去ってしまうのである。このような状況を打開するために、⼀部のマーケティ
ング担当者や E コマースチームは、地域、サイト訪問時間、検索した⽇付に基
づいて⼈々を⼤まかに分類し、セグメントを作成する。そして、仮定とビジネ
スプロフェッショナルに基づいて、ルールを適⽤する。これでは効果がないの
も無理はない。例えば、学校が休みの時期に航空券を探すとする。本当はビジ
ネスクラスでブリュッセルに戻ってミーティングをしたいのに、家族旅⾏で検
索している⼈たちと⼀緒になってしまうかもしれない。 
セグメントは鈍器（blunt knife）である。⼈々は、セグメンテーションが可能
にする以上に流動的で、箱にうまく収まることはほとんどない。そのため、1
対 1 のパーソナライズされた介⼊が必要なのだ。そのためには、すべてのユー
ザーを個別に理解する必要がある。たとえ匿名のユーザーであってもだ。 
匿名ユーザーを理解する⽅法 
How to understand anonymous users 
匿名のユーザーを追跡することは、ファーストパーティのクッキーであれば、
クッキーを使⽤しても可能である。セッションごとに個別のユーザープロファ
イルを作成し、各訪問者のニーズと要望をよりよく理解することができる。し
かし、真に個別化された体験、つまり市場シェアの拡⼤を可能にする体験のた
めには、ウェブサイトは AI（⼈⼯知能）の⼒を活⽤する必要がある。 
Al は、リアルタイムでユーザーのプロファイリングを⾏い、瞬時に 1:1 のパー
ソナライズされた介⼊を可能にすることができる。Al を利⽤した最適化により、
チケット販売、補助的なクロスセリング、ロイヤリティの確⽴を促進すること
ができる。また、効果的な意思決定プラットフォームは、ユーザーに知的なイ
ンセンティブを与えることで、収益を増加させることができる。また、「⾒て
いる⼈」が「予約する⼈」になるために必要な、ちょっとした⼯夫やインセン
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ティブを、テクノロジーによって識別することができる。⼀⾔で⾔えば、Al-
driven の個⼈利⽤プロファイリングは、航空会社にとって最適化の可能性の世
界を開くものである。これは当然のことである。既存のトラフィックをより多
くコンバージョンさせることが、ビジネスを成⻑させる最も効果的な⽅法なの
だ。マーケティング費⽤を増やして、セールスファネルの最上流にいる⼈々を
引き込もうとする必要はなく、むしろ、すでに⾃社のブランドや製品に興味を
持っている⼈々を惹きつけることにエネルギーを集中させればよいのだ。彼ら
の興味を引き、直接コミュニケーションをとり、価値を感じてもらえるような
パーソナライズされた体験を提供することで、より⾼い確率でコンバージョン
に⾄り、顧客基盤、収益、市場シェアを拡⼤するチャンスが⾼まる。 
著者：Andy Owen Jonesは、BD4 の CEO兼共同設⽴者。 
 (10/17 https://www.phocuswire.com/airlines-anonymous-
users?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_i
d=7798E1381467C7B ) 
 
7. Travalyst、成⻑ロードマップ設定 
Sally Davey それがでっち上げだと思った。2019 年、Tripadvisor でサステナビ
リティ イニシアチブに取り組んでいるときに、ある⼈物から Duke of Sussexの
オフィスにいるという電話を受けた。この電話は、「ケンジントン宮殿に来て、
彼が考えている旅⾏イニシアチブについて彼に会わないか?」と⾔ったのだ。 
疑いはあるものの、彼⼥は実際にその電話が合法であることを知った。また、
Booking.com、Visa、Skyscanner、Ctripの代表者も Prince Harryと⼀緒にテー
ブルに着いた。その会議で、王⼦の旅⾏と持続可能性に関する知識と、プラッ
トフォームや他のプラットフォーム全体で採⽤できる、明確で⼀貫性のある信
頼できる持続可能性評価システムを作成したいという彼の願望に、彼⼥は「圧
倒された」ことを思い出す。 
出席者全員がそのような枠組みの必要性を認め、観光には善意のイニシアチブ
や善意の努⼒が⽋けているわけではないが、「善」を定義する⽅法についてさ
え共通の理解がないことを理解していた。観光の持続可能性を評価するために、
何千もの異なるラベルやスキームが騒がれていたが、ほとんどの場合、オペレ
ーターと旅⾏者の両⽅を混乱させるだけであった。王⼦は、グループが協⼒し
て⼤規模で信頼できるプログラムを作成できるかもしれないと感じたが、潜在



TD 勉強会 10 ⽉ 24 ⽇号  2022 年 10 ⽉ 24 ⽇ 14 

的な課題についての懸念を共有した。まず第⼀に、これらの⾮常に競争の激し
い消費者ブランドは実際に連携できるのだろうか? ⼝先だけではなく、結果を
出せるか。そして、彼らが協⼒して、最終的に持続可能性に関する信頼できる
データを主流にもたらすことができるだろうか? 早いものでそれから 3 年。
Daveyは現在、Travalystと呼ばれるこの取り組みの CEOである。他の 2 つの
パートナー、Googleと Expediaが元の 5 社に加わった。持続可能な慣⾏のリー
ダーとして認められている旅⾏会社である Intrepid Travelの会⻑である Darrell 
Wadeは、グループの会⻑を務めている。 
フレームワークに到着 
Arriving at a framework 
そして、Prince Harryは相変わらず深く関わっている。「彼は問題を理解してい
る。旅⾏の持続可能性に関連するテーマに関する彼の知識は⾮常に深い。彼は 
[⾮営利の] アフリカン パークスの会⻑であり、環境、社会、経済など、複数の
持続可能性の問題にまたがっている。彼は、持続可能性に伴う複雑さを理解し
ており、幅広い問題があることとさまざまな要因によって影響を受ける問題の
スペクトルを理解している」と Davey は⾔う。Prince Harry は 50 ⼈の研究者
のグループを招集して、このトピックを詳しく調査し、彼らは「このサイズの
ファイル」を作成した - デイビーは両⼿を約 5 インチ離してそのレポートを持
った - そして彼はそのすべてのページを読み、すべてのページにメモを書着込
んだ。 
Davey は、3 週間前に終了したこのパイロット プログラムは成功したと考えて
いる。「私たちは、これらの⼈たちをテーブルの周りに集めて、⼀緒にうまく
プレイさせることができること、そして効果的に実装できる意味のあるものを
実際に構築できることを証明した。私たちはそれをフレームワークと呼んでい
る ― 持続可能性を報告するための統⼀されたフレームワークである」と彼⼥は
⾔った。フレームワークは 2 つの部分で構成されている。1 つ⽬は、スコアを
計算するためにプロパティについて収集する必要がある属性または主要なデー
タ ポイントのリストである。2 つ⽬は、属性を評価する⽅法論である。 
Davy は、「例えば、ホテルのエネルギーや⽔の使⽤量、従業員に対する⽅針、
コミュニティへの貢献度などの情報を収集する。そして、この⽅法論を適⽤す
ると、ホテルの計算結果が出⼒される。航空業界では、特定のフライトの排出
量計算をもとに、サステナビリティのスコアを出すこともできる。このプログ
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ラムはすでに Expediaと Booking.comで稼働しており、Travalystが考慮した属
性はホテルのページに掲載されている。プラットフォームによっては、基本的
に、このプロパティは適切な閾値を達成したため、トラベルサステナブルバッ
ジを持っているというラベルが表⽰されるかもしれない。これは、他のすべて
のパートナーのサイトでもまったく同じ枠組みである。そうすることで、消費
者がどこを⾒たり予約したりしても、同じ情報を⼀貫して⾒ることができるよ
うになる」と述べている。 
次のステップ 
Next steps 
次の段階は、誰でも予約サイトにプラグインできるように、オープン ソースに
することだ。「航空分野では、すでに進⾏中である。Google が航空フレームワ
ークをホストしているため、誰でも完全に無料で⼊⼿してプラグインできるよ
うになっている」と彼⼥は⾔う Travalyst の最⾼マーケティング責任者である
Tess Longfield は、他のパートナーも近い将来、これらを⾃社のサイトに展開
するために取り組んでいると述べている。Davey は、GDS、⼤⼿旅⾏代理店、
世界旅⾏ツーリズム評議会 (WTTC) などと話し合っており、来⽉ブリュッセル
で開催されるグローバル ビジネス トラベル アソシエーションのヨーロッパ会
議で、追加のパートナーについて発表する予定であると述べている。彼⼥は、
⼩規模な旅⾏代理店から⼤規模な予約サイトまで、このフレームワークを組み
込んだ企業を思い描いている。彼⼥は、最初の焦点は航空とホスピタリティー
にあるが、⽬標はパートナーと評価の対象の両⽅としてツアーオペレーターを
含む他の⼈を巻き込むことであると付け加える。「成⻑に向けて、⾮常に野⼼
的でエキサイティングなロードマップが待っている」と⾔う。 
これらすべては⾮常に説得⼒があり、希望に満ちているように聞こえる。しか
し、彼⼥は、ホテル、航空会社、さらには⽬的地が「COVID-safe」であるこ
とを証明することを⽬的として、パンデミック中に登場したさまざまなバッジ
や認証が弱体化させたと感じた何かについて懸念を表明した。「私が遭遇した
プログラムのほとんどは、WTTCによって展開されたものでさえ、独⽴した監
査ではなく⾃⼰報告に依存していた。Travalyst はどのようにしてサステナビリ
ティを確認しながら、グリーンウォッシングを防ぐことができるか? 同社は現
在、プロパティの⾃⼰申告に依存している。しかし、私たちのパートナーは、
テクノロジーの総合⼒を活⽤して、これらの問題に初めて⼤規模に取り組む⽐
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類のない機会を⼿にしている。私たちは、テクノロジーパートナーからのレビ
ューなどから、⼤量の予約と節度を利⽤している。今後、これらのシステムを
進化させ続けて、特定の持続可能な慣⾏の証明ポイントを簡単に含めることが
できるようにする予定である。たとえば、エネルギー法案などである。認証デ
ータを活⽤し、以前の⽅法で監査が必要であることが⽰された場合は監査を実
施する可能性がある」と Longfieldは語る。 
Davey は「しかし、ある場所では重要で別の場所では意味のない無数の条件を
技術ソリューションで正確に評価するにはどうすればよいだろうか?」と付け
加える。Davey は、これがまさにその⽅法論が⾏っていることだと⾔いう。そ
して 
「サファリ ロッジやゲストハウスをWaldorfと⽐較することはできないため、
地理的な違いだけでなく、宿泊施設のタイプに基づいたバリエーションも考慮
に⼊れている。これは⾮常に重要なポイントであり、多くの⼈が⾒落としてい
るポイントだ。持続可能性には多くの複雑性があり、最終的には、その複雑さ
はすべて舞台裏にあり、説明する必要がある」と⾔う。 
持続可能性を評価するための統⼀されたビジョンを探すことは、かなり⻑い間
⾄⾼の⽬標であった。2008 年、国連財団の創設者である Ted Turner は、持続
可能な観光基準のためのグローバル パートナーシップを結成した。Travalystの
⽤語は、14 年前にすでに存在していた数百の競合する持続可能な認証プログラ
ムによって作成された混乱と煩雑さを軽減するというパートナーシップの⽬標
を反映している。Turner は、旅⾏における持続可能性の「普遍的な」理解と適
⽤を提供する「枠組み」を呼びかけた。Expedia、Hyatt、Choice Hotels、
Sabre/Travelocity、ASTA、American Hotel & Lodging Associationなどの主要
な旅⾏会社もこの運営委員会に参加した。基準は作成されたが、普遍的に適⽤
されることはなかった。 
振り返ってみると、⽪⾁なことに、包括的であろうとする意欲が、ガイドライ
ンを作成するために 2,500 ⼈の保護活動家、業界のリーダー、政府当局、国連
機関から意⾒を求められ、⽂書が作成される前に 80,000⼈に草案がコメントを
求められた。この豊富なフィードバックにもかかわらず、結果として得られた
レポートには、コンプライアンスを測定するためのベンチマークとデータに基
づくガイドラインが⽋けていた。そのため、Prince Hurry はこのプロジェクト
をたった 5 社のパートナーから始め、この⽐較的⼩さなグループでも⽣産的に
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活動できるかどうかをテストするために、さらに拡⼤する前にパイロット版を
作成したという知恵を働かせた。繰り返しになるが、私たちが⾒ているものが
⼤きなものになるという希望がある。私の注意を引いた無数のプログラムの中
で、これは私が最も注意深く⾒ているものである。 
*この記事はトラベルウィークリーに掲載されたものである。 
(10/17 https://www.phocuswire.com/Travalyst-framework-three-years-
on?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id
=7798E1381467C7B ) 
 
8. スカイスキャナー、空港旅⾏者漏れ対策 
Skyscanner は、旅⾏者がある空港から別の空港への旅⾏を予約する理由を空港
が理解できるようにするための新しいデータ ツールを作成した。Skyscanner に
よると、この「乗客の漏れ(passenger leakage)」データは、旅⾏者がフライト
の空席状況とコストによってどのように影響を受けているか、競合する空港と
どこでビジネスを失う可能性があるかを空港が理解するのに役⽴つことを⽬的
と し て い る 。Catchment Analysis と呼ばれ る こ の ソ リュー シ ョ ン は 、
Skyscannerの Travel Insight Vision ビジネス インテリジェンス ツールの⼀部に
なった。この分析は、Skyscanner の⽉間 9,000 万⼈を超えるユーザーからの地
理位置情報データに基づいており、旅⾏者が検索している主要なルート、出発
地、⽬的地を空港が把握するのに役⽴つ。データは、曜⽇、国、地域、州、都
市の集⽔域などの要因に基づいて分割される。「私たちの調査によると、旅⾏
者の 63%がフライトを予約する際に 2 つ以上の空港を検討している。また、世
界中で航空が回復し続ける中、旅⾏者の注⽬を集め、財布のシェアを獲得する
ための空港間の競争は、これまでになく⼤きくなっている」と、Skyscanner の
データ パートナーシップ責任者である Michael Dochertyは述べている。「当社
の新しい Catchment Analysisソリューションは、実際のユーザーの需要に基づ
いて実⽤的なインテリジェンスを提供し、強⼒なビジネス ケースと戦略を作成
して、競争に打ち勝ち、新しい路線を開拓し、マーケティング パフォーマンス
を向上させる。Travel Insight Visionの特徴と機能を拡張し続け、世界の航空業
界の最新トレンドを理解したいと考えているあらゆる組織にとって最適なソリ
ューションとなる」と⾔う。シャルル ド ゴール空港、オルリー空港、ル ブル
ジェ空港を所有・運営する Groupe ADP の航空開発担当副部⻑、Bertrand 
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Coquant は、レベル。これにより、新しい路線開設の機会について、航空会社
に強⼒なビジネス ケースを提供することができる」と述べている。 
(10/18 https://www.phocuswire.com/skyscanner-helps-airports-understand-
passenger-
leakage?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=9229H9640090J9N ) 
 
9. 旅⾏のクリプト（暗号）決済 
昨年は暗号通貨市場にとって記録的な年であり、2021 年 11 ⽉の短期間にその
価値は 3兆ドルを超えた。特にビットコインは、昨年 2 ⽉に市場価値が 1兆ド
ルに達し、注⽬を集めた。旅⾏で認められた⽀払い⽅法として普及するだろう。
今⽇、市場がインフレと闘う中、ビットコインの価格は⽉曜⽇の時点で 20,000
ドルを下回っており、専⾨家は浮き沈みが続くと予想している。暗号通貨を受
け⼊れる旅⾏業者は、ビットコインや他の暗号通貨の価格が上昇すると、ビジ
ネスも同様に変動するという同様の変動を経験していると述べているが、それ
は珍しいことではないと、CheapAirの Jeff Kleeは述べている。 
2013年にビットコインの受け⼊れを開始したこのオンライン旅⾏代理店の共同
創設者兼 CEO は、「[暗号通貨で⾏われた売上は]歴史的にビットコインの価格
に応じて増減する。たとえば、現在、確実に数ノッチ下がっているが、元に戻
ると予想している。決して完璧な科学ではないが、仮想通貨の価格が 10%上昇
すると、当社の仮想通貨ビジネスは約 5%上昇する。約半分になる傾向があり、
その逆も同様です。[仮想通貨の価格]が 10%下がると、ビジネスは約 5%下が
る」と⾔う。 
2014 年にビットコインを受け⼊れた最初の航空会社であると主張したラトビア
の航空会社 airBaltic は、同様の傾向を指摘している。「現在、市場は調整段階
にあり、それは最近の予約統計にも現れている。現在、暗号通貨を⾶⾏機で移
動するために使うよりも、暗号通貨を持ち続けることを好む⼈が増えている傾
向が⾒られる」と、airBalticのWeb3プロジェクトリーダーArtūrs Garaisは⾔
う。⽐較的、昨年の 9 ⽉に、この航空会社は、2021 年の第3四半期に、暗号通
貨で⽀払われた予約の数は、2020 年の同じ期間よりも 44％増加したと報告し
た。「現在の市場状況では、（暗号）決済は現時点ではあまり普及していない。
しかし、我々は以前にもこうしたサイクルに陥り、回復したことがある。現在
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は全体的な⾦融情勢により若⼲状況が異なるが、暗号通貨は通貨（currency）
以上の存在であるため、⻑期的には回復と成⻑が⾒込めるはずだ」と Garaisは
続ける。 
デジタルジレンマ 
Digital dilemma 
市場のボラティリティはさておき、旅⾏での暗号通貨⽀払いの普及には他にも
障壁がある。1 つには、先進国では、「クレジットカード会社は資⾦調達と⼈々
の⽀払い⽅法をかなり強⼒に⽀配している。あなたが消費者なら、ポイントが
もらえるという事実が好きだ。電話して料⾦をキャンセルできるという事実も
気に⼊っている。もちろん、消費者はクレジット カード サービスにお⾦を払っ
ているが、そのためにいくら払っているかは誰も知らない。それがデジタル通
貨の素晴らしいところである。多くのコストを削減する。しかし、⼈々はその
コストを⽀払っていることに気付いていないため、仮想通貨の価値を理解して
いない」と Kleeは⾔う。 
旅⾏業者にとって、顧客が暗号通貨で⽀払うことを可能にすることは、独⾃の
⼀連の技術的課題を伴う。たとえば、多くのホテルは依然としてインターネッ
ト経由でのクレジット カード決済の受け⼊れに苦労していると、Shiji Groupの
セキュリティおよび統合担当シニア ディレクターである James Montagueは述
べている。「PayPal、AmazonPay、またはその他の代替⽀払い⽅法でさえ、ほ
とんどの⼈にとって負担である。ミニバーや損害賠償などのためにカードを保
持するためにチェックインするときのデポジットプロセス全体も、現在暗号で
⾏う⽅法がないため⾮常に困難だ。デポジットを⽀払うことになるが、その後
払い戻しが⾏われるまでに、その暗号通過の価値は異なる可能性がある。これ
らすべての理由から、おそらく⾮常に少数のホテルを除いて、今後数年間でこ
れが⼤きな問題になるとは考えられていない。旅⾏プロバイダーは、⽀払いを
処理するために、Coinbase や BitPay などの仲介プラットフォームも必要とす
る可能性がある。「[旅⾏プロバイダーは]現在受け⼊れていない、または運⽤し
ていない他の⾮主要通貨を追加する可能性があるため、暗号を追加してい
る・・・そしてほぼ確実に、彼らはその暗号通貨を誰もが知っていて愛する⾮
デジタル通貨の「法定通貨」に変換している ― 通常の現実の世界、為替レート
の変動リスクを回避するためだ。このような決済プラットフォームはすべて、
サプライヤーに少額の⼿数料を課しており、もちろんそのための実装リソース
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が必要となる。また、国や地域によっては税⾦が発⽣するため、特別な会計処
理が必要になる。基本的には、暗号通貨を受け⼊れると、ネット上でより良い
結果が得られるかどうか、⾃問⾃答する必要がある。今はそうではないかもし
れないが、そのうち変わるかもしれない。」と、旅⾏予約テクノロジー プロバ
イダーVibeの共同創設者兼 CTOである Matthew Chapmanは述べている。 
ロイヤルティの活⽤ 
Leveraging loyalty 
とはいえ、現在 1 兆ドル以上が仮想通貨に投資されているため、旅⾏業界はこ
の機会を逃してはいけないと、航空 API テクノロジープロバイダーKyteの創設
者兼 CEOである Alice Ferrariは述べている。「仮想通貨は清算するのが⾮常に
簡単な資産であるため、多くの投資家は仮想通貨資⾦を使って、休暇旅⾏のよ
うな⾼額で⼀回限りのアイテムを購⼊したいと考えている。だから、仮想通貨
で直接⽀払うことを許可することで、購⼊の決定を容易にしてみないか? 
「とはいえ、現時点では明らかに、これは⾮常に需要の⾼い⽀払い⽅法ではな
い。しかし、ステーブルコイン（ドルやユーロなどの現実世界の通貨に価値が
固定されている仮想通貨）の⼈気が⾼まるにつれ、状況は変わる可能性がある。
もしかしたら、今がトレンドを先取りする時なのだろうか？」 
暗号通貨とその背後にあるブロックチェーン技術は、旅⾏ブランドが顧客ロイ
ヤルティを刺激するのにも役⽴つ。AirBalticのGaraisは、ロイヤルティに関し
て、ブロックチェーンが提供する最⼤の利点は譲渡可能なトークンであると述
べている。「現在のロイヤルティ システムでは、友⼈や家族、または流通市場
の誰かに譲渡するオプションが提供されていないため、他の誰かに譲渡できる
ロイヤルティを作成することができる。理想的には、それを保持するすべての
顧客に資産を作成する。NFT テクノロジーを使⽤してパーソナライズされたロ
イヤルティプログラムを作成するオプションもある・・・⾶⾏中の窓側の席や
無料の⾷事などの特典を提供する。もちろん、これは現在のシステムでも可能
であるが、何時間もの⼿作業が必要になってしまう」と Garaisは⾔う。 
Ferrari はまた、旅⾏体験におけるブロックチェーン技術の利点を⽀持している。
「あなたの⾒解に関係なく、仮想通貨と旅⾏について考慮すべき重要な点がも
う 1 つある。その背後にあるブロックチェーン技術は、まもなくあらゆる種類
の旅⾏体験、特にロイヤリティやポイントプログラムが、おそらくユーザーに
は全く知らされていない、ブロックチェーンに基づく NFT になるにつれて、
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その動⼒源として使⽤されるようになるだろう。私たちはまだ始まったばかり
だ。仮想通貨のおかげで、旅⾏では想像もつかないほど多くの⼤きなチャンス
が間接的に⽣まれる可能性がある」と⾔う。 
(10/18 https://www.phocuswire.com/temperature-check-on-crypto-payments-
in-
travel?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_
id=9229H9640090J9N ) 
 
10. 航空業界、データでパーソナル化の⽅法重視 
消費者データ収集の未来は、「ハイパーパーソナライゼーション」または「匿
名パーソナライゼーション」にあるのか? 企業が競合他社のデータを有利に活
⽤するにはどうすればよいのか? これらは、ATPCO が最近開催した Elevate 
2022 カンファレンスの基調パネル「機械学習と AI: 今後 10 年間のイノベーシ
ョンが業界の収益にとって何を意味するか」で議論された重要な質問だ。 
 
「ハイパー・パーソナライゼーション」とは、「顧客の⾏動データをリアルタ
イムで収集し、顧客の要望やニーズに応じて製品、サービス、顧客体験をカス
タマイズする」という概念である。 
（https://martechlab.gaprise.jp/archives/syte/27727/） 
 
データ プライバシー法と消費者⾃⾝のプライバシーに関する懸念に直⾯してい
る航空会社は、「匿名パーソナライゼーション」を採⽤するのが賢明だろうと、
Sabre Labs のエグゼクティブ サイエンティスト兼リサーチ フェローである 
Richard Ratliff は述べている。Ratliff によると、このアプローチでは顧客を好
みに応じて分類する。「匿名レベルで適切に動作し、データのプライバシーを
尊重する、⾮常に洗練されたシステムを作成できると思う」と彼は⾔う。 
PROSのチーフ AI ストラテジストである Michael Wuは、消費者、特にミレニ
アル世代は、⾃分たちが受け取る価値がわかっていれば、データを提供するこ
とに何の問題もない」と⾔う。Wu によると、データが⾼度にパーソナライズ
されると、航空会社はカスタマイズされたオファーを作成できるようになる。
そして「その価値提案を前もって確認することによって、これらの⾮常にパー
ソナライズされたオファーを実際に魅⼒的なものにする⽅法はあると思う」と
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⾔う。Wu は、企業にとってもハイパーパーソナライゼーションの⽅が簡単だ
と主張している。「テクノロジーの観点からは、はるかに簡単だ」と⾔う。 
FLYR Labsの製品、収益管理の責任者である Sam Chamberlainは、航空会社か
ら、顧客に関する詳細を望んでいないと聞いていると述べている。たとえば、
匿名のパーソナライゼーションは、ショッピングやロイヤルティ ステータスに
関する顧客データの収集を可能にする「航空会社にとって嬉しい媒体」である
と彼は⾔う。 
モデルの活⽤ 
Making use of models 
パネリストによると、航空会社は業界全体で共通のデータセットを作成するこ
とからも恩恵を受けることができる。 
パンデミックの間、PROS は数⼗の航空会社のデータを集めて共同モデルを構
築した。航空会社がデータを提供し、PROS がモデルを介してデータを提供す
ると、航空会社または企業は⽣データではなく、出⼒にアクセスできるように
なる。利益の量は異なるかもしれないが、すべての企業はデータを共有するこ
とで利益を得る⽴場にある。Wuによると、PROSでは予測精度が平均 8.2%向
上した。航空業界全体のデータを⽐較する場合、結果は「解釈可能で説明可能」
である必要があると Ratliff は⾔う。そして「よく考えれば、航空会社にとって
も顧客にとってもより良い状況にたどり着くことができると⼼から信じている。
航空会社はさまざまなことを実験しており、それらが実際に機能しているかど
うかを知ることは⾮常に重要だ。したがって、競合他社の洞察を得ること
は・・・⾮常に重要になるだろう」と付け加える。彼は、モデルを⾃動的にテ
ストして再調整できる便利なプラットフォームとして、Google の Vertex AI を
挙げている。結果が「ブラック ボックスではなくグラス ボックス」であること
を確認することは研究者の責務であり、たとえば「価格設定を実際に考慮せず
に収益管理に焦点を当てる」など、1 つの側⾯を孤⽴して⾒ないようにするこ
とが重要であり「モデルがより解釈可能であれば、ユーザーはさまざまなコン
ポーネントをすべて理解しやすくなり、それらをまとめてすべてが調和して機
能していることを確認しやすくなる」と Ratliffは⾔う。 
Chamberlain は最近、航空祭に出席し、⼀⼈のプレゼンターが「⼗分なデータ
があるのでもうデータを送って来ないで欲しい」と述べているのを聞いた。 
彼は、「企業が取得したデータから有意義な洞察を抽出し、業界全体で合意し
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始める時が来た。重要な指標とは何か、そのデータの重要な集計とは何か? 共
通の⽅法でデータをどのように使⽤するか? そして、多くの異なるデータソー
スを収集するだけでなく、多くの時間と労⼒を費やす必要があると思う。これ
で勝つ⼈は誰でも、それで成功する⼈は誰でも、全員が恩恵を受けるウィンウ
ィンのビジネスモデルを本当に必要としていると思う。そして、それは本当の
包括的な市場カバレッジを提供する必要がある。市場の 90%以上に適⽤できる
必要がある」と Chamberlainは⾔う。データ サイエンス、⼈⼯知能、機械学習
は、「私たちが⾏っているすべてのことの基盤を形成している。それが旅⾏業
界、特に価格設定と収益管理の未来を推進するものであると⼼から信じている
からだ」と Chamberlain は⾔う。「航空会社が世界の Amazon のようになりた
いと⾔うのは、ここ数年で少し決まり⽂句になっている・・・しかし、彼らは
よりカスタマイズされた、より洗練されたマーチャンダイザーになろうとして
いる。そして、さまざまな業界でデータ サイエンスがどのように機能してきた
かを⾒て、そこから学んだことを⾃分たちの業界に適⽤し始めることができる
と思う」と彼は⾔う。パネリストは、機械学習がアナリストに取って代わるこ
とはないと述べている。Amadeus のディレクター兼チーフサイエンティストで
ある Thomas Fiigによると、分析モデルは全体像の 90%を描き、機械学習は必
要な調整を予測できる。 
「モデル化が⾮常に難しいランダム性がいくつかあるが、それを⾏うマシンが
ある」と Fiigは⾔う。 
(10/19 https://www.phocuswire.com/future-of-data-collection-for-airline-
industry?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
nc_id=9229H9640090J9N ) 
 
11. イノベーション加速、詐欺の懸念も増加 
⼈⼯知能 (AI) と機械学習 (ML) の⾰新的なブレークスルーは、まだ旅⾏業界を
直接混乱させるものではないかもしれないが、これらは今後数年間でサービス
の提供⽅法を劇的に変える可能性のある新しいテクノロジーの 1 つである。10
⽉ 3⽇から 5 ⽇の 3⽇間のWiT シンガポール 2022カンファレンスのイベント
では、消費者が旅⾏を計画するためのよりスマートな⽅法について議論され、
デジタル領域における詐欺の懸念が⾼まっていることが指摘された。オンライ
ン旅⾏代理店Wegoの最⾼経営責任者兼共同創設者である Ross Veitchは、直線
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的な成⻑を⾒つけるのは簡単であるが、AI や ML などの分野での指数関数的な
成⻑を予測するのは難しいと述べている。彼は、コンピューテーショナル アー
トの急速な発展を指摘し、そこでは AI の創造物が独創的なアイデアで⼈々を驚
かせてきた。クラウド コンピューティング サービスによっても⼤きな変化がも
たらされるだろう。クラウド コンピューティング サービスには現在 AI などの
ツールが付属しているため、⼩規模な企業は競争のためにイノベーション パイ
プライン全体を構築する必要はないと Veitch は⾔う。2030 年までに、多くの
製品が個々の消費者向けにパーソナライズされ、⾃動化された会話エージェン
トが AI を使⽤して⾳声を認識し、合成された⼈間の声で即座に応答するように
なると彼は付け加える。⼤規模な開発チームが作成するのに数か⽉から数年も
かかっていた ITツールの「⺠主化」は、競争に慣れている旅⾏部⾨のイノベー
ションを加速させるだろう、と講演者たちは⾔う。これは、消費者が常に恐れ
てきた不要な摩擦のない新しい体験を求めているパンデミック後の世界では特
に重要だ。Spotnana の戦略およびパートナーシップ担当副社⻑である Johnny 
Thorsen は、将来のデジタル システムの多くは、コーディングを容易にする既
製のツールによってますます作成されるようになると述べている。今⽇、電⼦
商取引サイトを世界中のさまざまな⽀払いシステムに接続するために必要なの
は、「6 ⾏のコード」だけだ。同時に、ますますインテリジェントなシステムに
より、計画から承認までの法⼈旅⾏の管理が合理化されるため、⼿作業による
⼊⼒が少なくなる、と Thorsen は⾔う。「誰かが⼿動で⼊⼒するたびに、エラ
ーが発⽣する可能性があり、それは時間の無駄となる」と彼は⾔う。⽀払いは、
急速に発展しているもう 1 つの分野であると彼は指摘する。たとえば、ブロッ
クチェーン技術によって実現されたスマート コントラクトは、⼈々が事前に設
定された価格で、何の介⼊もなしに⾃動的にチケットを購⼊して⽀払うことを
可能にする可能性がある。フィンテックも決済の⼤きな原動⼒の 1 つであり、
オンライン旅⾏代理店は、顧客がよりシームレスに⽀払いを⾏えるようにする
新しい⽅法を模索している。たとえば、Travelokaでは、インドネシアではクレ
ジット カードの普及率が低いため、インドネシアの顧客ベースの⼤部分は銀⾏
振込で⽀払う。インドネシアに本拠を置く同社の最⾼執⾏責任者である Alfan 
Hendro によると、現在、BNPL (buy-now-pay-later) オプションが顧客の⽅程
式に⼊ってきており、これを使⽤して、より⻑い予約期間を視野に⼊れてチケ
ットを早期にロックすることができる。「BNPL はインドネシアでクレジット
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カードを追い越すかもしれない」と彼は⾔う。⽀払いは、⽀払いを管理するた
めに別の⾦融サービスを設定しているライバルの Booking.com の⼤きな議題で
もある。Booking.co の Trips 部⾨のシニア バイス プレジデント代理である
Matthias Schmid は、世界中の規制の枠組みがより厳しくなる中で、これは世
界規模で安全かつ確実な⽅法で⽀払いを提供するのに役⽴っていると述べてい
る。確かに、デジタル化のマイナス⾯の 1 つは、パッケージの⼀部としてもた
らされる詐欺の亡霊である。パネリストたちは、旅⾏業界はますますリスクを
管理するためのより良い⽅法を⾒つける必要があると述べている。T2Impact
のプリンシパル、Timothy O'Neil-Dunne は、今後の 1 つの⽅法として、ソブ
リン デジタル ID の使⽤が考えられると述べている。そうすることで、消費者
は、オンラインで取引を⾏う際に、⾃分が誰であるかをサービスプロバイダー
にデジタルで証明できるようになる。たとえば、⽶国政府は、推定 456 億ドル
の不正な COVID-19失業保険請求に直⾯していると彼は指摘する。⾔い換えれ
ば、詐欺との戦いは、デジタル化を通じてより便利で持続可能でやりがいのあ
る旅⾏体験を作成しようとしている旅⾏会社にとって、常に懸念事項となるだ
ろう。良いニュースは、国境が再び開かれた今、より多くの⼈々が旅⾏するこ
とが期待されており、彼らは新しい経験を求めているという。Expedia Group
のグローバル航空パートナーシップ担当バイスプレジデントである Julie Kyse
は、次のように述べている。「私たちはそれを⾒逃していた・・・旅⾏の本質
である」Trip.com の国際線事業担当アソシエイト バイス プレジデントである
Ooi Chee Teongは、いつの⽇か、これは単に国境を越える以上のことを意味す
る可能性があると述べている。彼は、⼈々が今⽇空を⾶んでいるのと同じよう
に、最終的には宇宙に旅⾏することを思い描いている。「将来、宇宙はもはや
夢ではない」と⾔う。 
(10/19 https://www.phocuswire.com/pace-of-innovation-pick-up-in-travel-
fraud-worries-
grow?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_i
d=7798E1381467C7B ) 
 
12. ブッキング、気候変動で Choooseと提携 
Booking.com は、旅⾏者の旅⾏選択による環境への影響に対する意識を⾼める
ため、気候変動対策企業の Chooose と提携している。ノルウェーを拠点とする 
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Chooose は、旅⾏予約サイトに統合可能なデジタルツールを構築し、航空券や
宿泊施設、地上交通機関の⼆酸化炭素排出量を⾃動的に計算し、⼆酸化炭素の
影響を最⼩限に抑えるための解決策を提案している。7⽉に Amadeus Ventures
が Chooose に⾮公開の⾦額で投資している。Booking.com との提携では、
Chooose はオンライン旅⾏会社が同プラットフォームでの予約に関連する⼆酸
化炭素排出量について、透明で信頼できる情報を提供する⽅法を決定するのを
⽀援しする。次に、両社は予約フローにカーボンオフセットのオプションを追
加するために協⼒する予定である。「旅⾏者の半数が、気候変動に関する最近
のニュースに影響されて、より持続可能な旅⾏を選択するようになったと回答
しており、旅⾏者が旅⾏の⼆酸化炭素排出量に関して、より多くの情報に基づ
いた決定を⾏えるようサポートすることは、当社にとって最優先事項だ」と 
Booking.comのサステナビリティ責任者 Danielle D'Silvaは、「Choooseと協⼒
することで、より透明性の⾼い情報を提供し、信頼できる気候変動プロジェク
トを通じて、旅⾏者がより配慮された旅⾏決定を下すための別の⽅法を提供す
ることができる」と彼は述べている。Choooseの CEOである Andreas Slettvoll
は⾔います。「Booking.comの最近の調査によると、世界の旅⾏者の 5⼈に 4⼈
以上にとって持続可能な旅⾏が重要であり、50％が気候変動に関する最近のニ
ュースの影響を受けて、より持続可能な旅⾏の決断をしたいと⾔っている。し
かし、多くの⼈が、どこから、どのように始めたらよいのか、まだよく分かっ
ていないのが現状だ。そのため Booking.com と提携することで、世界中の⼈々
が⼆酸化炭素排出量に関する情報にアクセスしやすくなり、最終的に⾏動に移
せるようになることを誇りに思っている。このパートナーシップにより、私た
ちは持続可能な意思をより具体的な持続可能な⾏動に移すことができる」と述
べている。 
Booking.comは 2021 年 11 ⽉に「Travel Sustainable」プログラムを開始し、ま
ずは指定のサステナビリティ基準を満たした施設にバッジを付与している。ま
た、このOTA は 2019 年に Duke of Sussexが設⽴した旅⾏ブランドの⾮営利団
体「Travalyst coalition」の⼀員でもある。4 ⽉に同連合は、旅⾏ブランドが⼀
貫性があり消費者が理解しやすい⽅法でフライト排出量データを収集し表⽰す
る際の指針となるフレームワークを発表した。「Travalyst の創⽴パートナーと
して、私たちは、旅⾏者に炭素影響を含む⼀貫した標準化された情報を提供し、
旅⾏者が情報に基づき、できればより配慮した旅⾏を決定できるようにすると
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いうビジョンを完全に共有している。Chooose と共同でフライトの排出量を表
⽰する計画を進めるにあたり、Travalyst 連合で開発・承認された同じ航空業界
のフレームワークを絶対に使⽤する」と D'Silvaは述べている。 
(10/20 https://www.phocuswire.com/booking-com-partners-chooose-boost-
traveler-awareness-climate-
impacts?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=7798E1381467C7B# ) 
 
13. 航空旅⾏体験のデジタル化 
パンデミックによってデジタル化が加速し、旅⾏会社に対する消費者の期待が
⾼まる中、Lufthansa Group は顧客体験に重点を置いた部⾨を設⽴するという
夢を実現することを決定した。2022 年の初めに数か⽉にわたる分析を⾏った後、
Digital Hangerは夏に誕⽣し、現在は今後 12 か⽉で約 300⼈の⼈材を募集する
ことを⽬標としている。なぜ今なのか、何をするのかだけでなく、どのように
機能し測定されるのか?このイニシアチブの開始により多くの疑問が⽣じてい
る。Digital Hangarのマネージング ディレクターであるOliver Schmittにとっ
て、顧客の期待の⾼まりと、2 年以上にわたるパンデミックの後、同社が「技
術モードに⼊る⼒を持っている」という感覚から、今が適切な時期であるとい
う。「この危機の中で、デジタル製品に対する顧客の需要がどれだけ加速した
かを⽬の当たりにした。私たちはデジタルでリードしていたと思うが、私たち
でさえ時々遅すぎると感じた。現在、ドットコムでの予約はこれまで以上に多
く、直接予約やオンライン予約が多くなっている。コールセンターよりもチャ
ットボットでより多くのセルフサービス取引が⾏われた⽇さえあった」と彼は
⾔う。そして、乗客のデジタル エクスペリエンスを改善して、結果を迅速に得
ることが重要であると付け加える。デジタル流通の上級副社⻑でもある
Schmitt は、さまざまな顧客のデジタルタッチポイントをカバーする「バリュ
ーストリーム」と呼ばれるものに取り組むために、会社の全ての部⾨の⼈々が
割り当てられると述べている。彼はそれを「ほとんどムーブメント（almost a 
movement）」と表現し、時間をかけてカスタマージャーニーのより多くの領域
を取り込んでいくとしている。これを⾏うための別のユニットを確⽴すること
は、従業員をプロセスの中⼼に置き、⽇常業務を中断することなく機敏に作業
することを意味する。「デジタル全般を⾒ると、成功しているプレーヤーとそ
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うでないプレーヤーが分かる。できることは 2 つある。それは、会社全体をア
ジャイルに移⾏することである。これは航空会社には当てはまらない。なぜな
ら、航空会社には反復的で運⽤が必要なプロセスがたくさんあるからだ。また
は、運⽤の⼀部をアジャイルに移⾏することもできるが、アジャイル化しない
と他の組織と連動できなくなるので、ある程度の境界線を設ける必要がある。 
フレームを指定する必要があるので、YES、[Digital Hanger] という会社があ
るが、すべての⼈がその会社で働くわけではない。それはエコシステムであり、
グループの⼈々がそこで働き、システムの⼈々がそこで働く。最も重要なこと
は、それにフレーミング（framing）を与えることである。そうしなければ、
それに使命や働き⽅を与えることはできず、⼈々の考えを変えることはできな
い。最終的には、それがデジタル変⾰の最も成功した部分である」と Schmitt
は⾔う。同社はまた、既存の Lufthansa Innovation Hub (LIH) 内にこのユニッ
トを建設しないことを決定した。Schmitt によると、「実際には、それらは似て
いるというよりは異なっている」からである。彼は、LIH は⾶⾏を超えたイノ
ベーションに関するものであるのに対し、Digital Hanger はコア ビジネスに関
するものであり、ウェブサイト、アプリ、コール センターなどをカバーしてい
ると付け加えている。 
現在、Digital Hanger には、顧客の予約やサービス、セルフサービス エクスペ
リエンスなど、さまざまな分野を検討しているチームがある。Schmitt は、航
空会社が受ける電話のほとんどは、デジタル セルフサービスを使⽤して回避で
きると述べている。「⼈々にセルフサービスを強制するという意味ではないが、
コールセンター以外のオプションを提供する」と述べている。 
2 番⽬のチームは、空港でのエクスペリエンスと、混乱時でも空港をよりシー
ムレスにする⽅法を検討している。「これは来年の夏に向けて⾮常に重要であ
る。これは、フライトが中断された場合にホテルのバウチャーを提供したり、
フライトまでに必要な時間を教えてくれたり、セキュリティ レーンでの待ち時
間を知らせたりして、旅⾏体験に⾰命をもたらすアプリに関するものである」
と⾔う。 
顧客を知る 
Knowing your customers 
Lufthansa Group は、顧客体験と収益を改善するための重要なプロジェクトを
実施している唯⼀の企業ではない。最近の Amadeus Altitude 22 航空会社エグ
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ゼクティブ イベントで、Finnairと American Airlinesを含む航空会社は、デジ
タル ソリューションへの投資の重要性と、オファーと注⽂の管理による最新の
⼩売環境へのより広範な移⾏について話し合った。運賃申請や PNR などの現
在のプロセスからオファーやオーダーへの移⾏に関するセッションで、Finnair
のカスタマー エンゲージメント担当シニア バイス プレジデントである Rogier 
Van Enkは、アプリへの投資について触れている。「私たちは多額の投資を⾏っ
ており、今後も投資を加速していく。私たちは、アプリを旅⾏のコンパニオン
からセルフサービスおよびロイヤルティ プラットフォームに変換したいと考え
ている。ステータスがあり、セルフサービスを強化したいと考えている。また、
継続的な顧客エンゲージメントと定着率の向上にも注⼒したいと考えている」
と彼は⾔う。 
American 航空のマネージング ディレクター、レベニュー マネジメントの
Marcial Lapp は、航空会社が直⾯している最⼤の課題の 1 つは、顧客について
⼗分に理解していないことだと述べている。「私たちはオファーを市場、在庫、
価格設定にプッシュし、誰かに代わってそれを組み⽴ててもらう。つまり、他
のデジタルプラットフォームほど顧客とやり取りすることができないので、問
題はそれをどのように変えるかだ」と⾔う。彼は、顧客はほとんどのデジタル 
プラットフォームにサインインする必要があるが、航空会社のプラットフォー
ムにはサインインしないと付け加えている。「他のアプリでは、アカウントを
作らず、ログインもせず、多くの情報を共有するようなことがある。なぜ、私
たちのビジネスは違うのか？そうであってはならない。過去に私たちは、顧客
喪失のリスクを懸念し、それに触れたくない、リスクが⾼すぎると考えていた。
つまり、私が考える⽅法は、それはオファーやオーダー管理だけではないとい
うことだ。私たちがやろうとしていることは、より顧客中⼼であることである。
それは、私たちが常に真実だと信じてきたことについて、私たち⾃⾝の信念に
挑戦することから始まる」と Lapp は⾔う。イベントに集まった航空会社は、
直⾯している課題を重要度順にランク付けするよう求められた。上位 2 つは顧
客中⼼主義とシームレスなサービスであった。Lappは、顧客がオンラインでチ
ェックインできず、その理由についての情報が提供されていないなどの単純な
ことを挙げて、調査結果に驚いていないと述べている。「サービスになんらか
の混乱が⽣じた場合、多くの顧客はアプリを持っているかもしれないし、持っ
ていないかもしれないし、連絡先の詳細を教えてくれたかもしれないし、教え
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てくれないかもしれない ― デジタル タッチポイントを持っていないのだ」と
彼は⾔う。 
「私たちが必要とするのは、ハブの 1 つを通過する嵐のためのシステムだけだ。
⼤規模なスケジュールの混乱が発⽣し、先に進んで乗客を再収容し、次のフラ
イトに乗せるツールを持っていなければどうなるのだろうか ― 100⼈のサービ
ス ライン⽴っている顧客は、新しいフライトで再調整され、このようなテック
を持っていなかったために再予約されたフライトに乗り遅れる事になる。だか
ら、私が提唱しているのは、顧客の教育も含むデジタル タッチ ポイントである」 
*レポーターの Altitude22への出席は、Amadeusの⽀援によるものである。 
(10/20 https://www.phocuswire.com/lufthansa-digital-hangar-airline-customer-
experience?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly
_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
14. ⽬的地の DEI 旅⾏者の体験⽀援 
2 年余りの間、閉鎖と制限により、地球上の⼤多数の⼈々が旅⾏にアクセスで
きなくなった。制限はほとんど過去のものとなり、旅⾏者は世界中を⾃由に移
動できるようになった今、⼈々はインスピレーション、リラクゼーション、そ
して何か新しいことを体験する機会を求めて、再び旅⾏に⽬を向けている。 
⾔うまでもなく、こうした機会は、⼈種、性⾃認、性的指向に関係なく、すべ
ての⼈に提供されるべきである。私は旅⾏業界に 15 年以上携わっている。この
分野の専⾨家であると⾔う⼈もいる。シスジェンダーの異性愛者の⽩⼈男性と
して、私は特定の⽬的地に旅⾏するときに他の⼈が持つハードルや偏⾒を経験
したことがないことを痛感している。しかし、私は旅⾏が⼈々を結びつけ、隔
たりを橋渡しする⽅法を直接⾒てきた。他の⼈にも同じ経験をしてもらいたい。
旅⾏業界のリーダーとして、すべての旅⾏者が快適に過ごせるようにすること
が私の義務であると感じている。⽬的地のマーケティング組織と協⼒して、⽬
的地が多様な旅⾏者にとって安全で居⼼地の良い包括的な空間をどのように作
成できるかを学んだ。旅⾏マーケターがそのビジョンをサポートできる⽅法を
いくつか紹介する。 
旅⾏者は⾃分の価値を購⼊する 
Travelers will shop values 
他の商品と同様に、旅⾏者は「⾃分の価値を購⼊」している。彼らは、安全で
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歓迎されていると感じられる、包括的でアクセスしやすい⽬的地を望んでいる。
Accenture の最近の調査によると、旅⾏者の約 5 ⼈に 3 ⼈が、旅⾏会社に同様
のダイバーシティとインクルージョンの価値観を共有してもらいたいと考えて
いる。LGBTQ+や少数⺠族が対応したところ、その数は旅⾏者の 4⼈に 3⼈近
くまで増加した。今⽇の市場では、旅⾏者はもはや⾃分の信念に妥協すること
を望んでいない。つまり、⽬的地は、適切な評判を築き、旅⾏の予約を獲得す
るために、多様性と包括性を優先する必要がある。 
⽬的地を包括的にするものは何か？ 
What makes destination inclusive? 
多様性と包括性は、マーケティングをはるかに超えている。それは⽣き⽅であ
り、⽬的地のマーケティング担当者が発信しているメッセージと、どのような
⽬的地になりたいかについて考える必要がある信念体系である。⽬的地と引き
付けたい旅⾏者の両⽅の⽀持者になる必要がある。⽀持者は⼈種や性別だけで
はない。 
また、⾞椅⼦で移動できる場所や⾃閉症の⼈がアクセスできる場所や安全な場
所を作り、すべての旅⾏者の多様なニーズに対応する能⼒も含まれる。何より
も、本物であることが重要だ。このレベルの気概、汗、情熱は、空虚なキャッ
チフレーズをはるかに超えている。旅⾏者は、実体のない⼝説き⽂句を⾒抜く
だろう。 
本物であるための最善の⽅法の 1 つは、オープンマインドな会話をして、包括
的な⽬的地を探している旅⾏者から学ぶことである。思い込みをしたり、旅⾏
者を限定したりするのではなく、⿊⼈、ラテン系、アジア⼈、LBGTQ+の旅⾏
者と直接話し、彼らが本当に求めているものを⾒つけ出し、彼らが誰であるか
を受け⼊れて欲しい。どこにいても旅⾏者は同じことを望んでいる。仲間に囲
まれ、安全で、偏⾒なく⾃由に探検できると感じたいのだ。 
どの⽬的地が成功しているか？ 
Which destinations are succeeding? 
多くの⽬的地は、あらゆるバックグランドを持つ旅⾏者が安全で受け⼊れられ
ていると感じられるように熱⼼に取り組んでいる。ニューヨーク市のWebサイ
トには、The Black Experience からハラール対応のオプションや AAPI リーダ
ーまで、すべての旅⾏者向けのオプションが豊富に⽤意されている。 
ボストンは最近、オールインクルーシブキャンペーンを開始し、ボストンの⽂
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化的多様性についての洞察を提供し、旅⾏者が街中のアクセシビリティの選択
肢を理解できるように⽀援している。今年、クリーブランドはジューンティー
ンスを記念してフリーダム フェストを祝ったが、ボルチモアはその多様な⼈た
ちを祝い続けている。⽬的地に関係なく、さまざまな背景を持つ旅⾏者を歓迎
しながら、多様な⼈々や伝統を紹介する素晴らしい⽅法がたくさんある。 
あなたの旅を始めよう 
Get started your journey 
最善を尽くし、最も包括的な⾜を踏み⼊れるための最善の⽅法は何か？ 
まず、⽬的地にどの旅⾏者が来るかを調べる。さまざまな旅⾏者が⽬的地を訪
れる可能性が⾼いため、彼らが誰で、何を望んでいるのかを調べ、対応し、刺
激を与える⽅法を⾒つけて欲しい。たとえば、LGBTQ+の旅⾏者を引き付けて
いる場合は、LGBTQ+に優しいイベントを開催することができる。これにより、
旅⾏者が⾃然に戻ってきて、新しい旅⾏者を引き付けることができる。これを
⾏う最善の⽅法は、団結することだ。多様性を受け⼊れることは集合的な取り
組みであるため、⽬的地のホテル、レストラン、アトラクションと協⼒して、
旅⾏者がどこに⾏っても同じ包括的な体験ができるようにする。旅⾏者を知り、
協⼒することに加えて、適切なツールキットを⽤意することが重要である。た
とえば、Destinations International は⽬的地向けのダイバーシティとインクル
ージョンのツールキットを作成している。このWebサイトは⽬的地の顔であり、
ツールキットの⼤部分を占めるため、定期的にコンテンツを確認して欲しい。
包括的⾔語を使⽤しているか？ 旅⾏者は訪問時に安全で快適に感じるだろう
か？私は、⼈々を結びつけ、私たちが皆同じであることを認識できるようにす
る業界の⼀員であることを誇りに思っている。旅⾏は、無知と判断の壁を打破
するための最良の武器である。ダイバーシティとインクルージョンを促進し、
すべての⼈々が旅⾏にアクセスできるようにするために、⽬的地のマーケティ
ング担当者が率先して取り組んでいるのを⽬の当たりにすることは、私たちに
インスピレーションを与える。包括的で安全な環境を作り出すことで、DMO
は旅⾏者が私たちの住んでいる世界を探索できるようにするための主導権を握
っている。 
著者：Richard Blackは Sojernの⽬的地担当副社⻑。 
(10/21 https://www.phocuswire.com/how-destinations-can-help-travelers-live-
their-
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value?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_
id=7798E1381467C7B ) 
 
15. 10 ⽉ 17⽇の資⾦調達関連記事 
l eVTOL韓国 Plana 
韓国の Plana社は、ハイブリッド電気垂直離着陸機（eVTOL）の開発のため、
830万ドルを調達した。Planaの最⾼製品責任者である Jinmo Leeによると、今
回の プレシ リ ーズ A 資⾦は 、Schmidt、DSC Investment、Shinhan Asset 
Management、FuturePlay、Dt&Investment、韓国産業銀⾏、Kibo Technology 
Fund、Xenoholdings Asiaから調達されたとのことである。 
2021 年に設⽴されたこのスタートアップは、この資⾦を使って「2023 年まで
にハーフスケールの技術実証機を開発し」、2024 年初頭に初⾶⾏を開始する予
定だと Leeは⾔う。このハーフスケールモデルは、2023年に韓国の国⼟交通省
が主催する「韓国グランドチャレンジ実証プロジェクト」にも展開される予定
です」と、Lee は付け加えている。同社は、最⼤ 350 マイルの距離を安全かつ
安価に移動できる⾃律型航空機を作ることが⽬標だとしている。また、Plana
は⽶国に事務所を開設する予定。⾃律⾛⾏型エアタクシーの構築には、「数々
の試⾏錯誤を乗り越える勇気と、社内外の激しい競争に耐える意志が必要」と
Plana は⾔う。電気⾶⾏機メーカーの Joby Aviation と Skyports Infrastructure
は、「Living Lab」と呼ばれる可動式の旅客ターミナルを開発中で、そこで顧客
が垂直⾶⾏を体験する⽅法を形作るための技術や⼿順をテストする予定。ユナ
イテッド航空は、Eve Air Mobilityに 1500万ドルを投資し、同社の eVTOL 航
空機を最⼤ 400 機購⼊する契約を結んでいる。 
(10/17 https://www.phocuswire.com/plana-lands-funding-for-autonomous-
electric-air-
taxis?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_i
d=9229H9640090J9N ) 
 
l 公共交通CitySwift 
公共交通機関向けのデータと⼈⼯知能のスペシャリストである CitySwift は、
500 万ユーロの資⾦を調達した。シリーズ A への投資により、アイルランドを
拠点とする CitySwiftの総資⾦は 850万ユーロになる。 
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このラウンドは Act Venture Capital が主導し、元 CarTrawler CEO の Mike 
McGeartyや Enterprise Irelandなどの既存の投資家も参加した。 
声明によると、この調達資⾦は公共交通機関が燃料の値上げ、運転⼿不⾜、資
⾦調達の不確実性といった課題に対処するのを⽀援するために使われる予定で
ある。CitySwift はまた、バスの時刻表を作成し、需要と頻度を⼀致させるのに
役⽴つ Evolveや、運送会社全体の問題点を強調するのに役⽴つダッシュボード
を提供する Discover など、多くの新製品を発表した。2016 年に設⽴された同
社は、この製品は輸送による世界的な排出量を削減し、公共交通機関ネットワ
ークをサポートして、⾃家⽤⾞の使⽤よりも公共交通機関を選択する⼈々をよ
り多く引き付けるという同社のビジョンを実現するのに役⽴つと述べている。
同社は現在、ヨーロッパ、⽶国、中東を含む多くの地域に拡⼤している。 
(10/18 https://www.phocuswire.com/cityswift-raises-5m-for-public-transport-
data-
ai?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=
9229H9640090J9N ) 
 
l ⾹港レンタカープラットQEEQ 
⾹港を拠点とし、200 か国以上で予約を提供するレンタカー プラットフォーム
である QEEQ は、Alibaba Group のオンライン旅⾏プラットフォームである
Fliggy から投資を受けた。QEEQ は、この投資を「数千万⽶ドル」と説明して
いるが、⾦額は特定していない。QEEQ によると、今回の資⾦調達は、「国際
的なレンタカー会社のデジタル化を促進し、『レンタカー プラス』モデルの開
発を検討する」ための 2 つの企業間のパートナーシップの⼀環であるとのこと
である。航空券、ホテル、ビザサービス、⽬的地での体験を提供するフルサー
ビスプラットフォームである Fliggy も、旅⾏業界のプレーヤーがデジタル化を
改善するのを⽀援すると同時に、Fliggy の顧客により良い体験を提供するのを
⽀援する戦略の⼀環として投資を⾏ったと⾔う。2021 年、QEEQ はメンバー
シップ プログラムを開始し、現在 250 万⼈以上のメンバーがいる。「今回の資
⾦調達ラウンドは、QEEQがそのグローバル ビジネスを深めるのに役⽴つ。旅
⾏をより簡単にするというブランドの使命を守ることにより、QEEQ は独⾃の
サービスとイノベーションで世界中のユーザーにリーチし、パートナーと共に
世界の旅⾏業界のエコロジカル チェーンを強化し、ユーザーに新しい旅⾏体験
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を提供し続け、なるよう努めている。世界クラスの旅⾏プラットフォームであ
る」とQEEQの CEO Ben LEE⾔いう。 
(10/18 https://www.phocuswire.com/qeeq-car-rental-gets-investment-from-
alibaba-owned-
fliggy?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_
id=9229H9640090J9N ) 
 
l バーケーションレンタル Holidu 
ドイツに拠点を置くバケーションレンタル検索エンジンの Holiduが、1億ユー
ロの資⾦調達ラウンドを終了した。このシリーズ E投資は 83Northが主導し、
Northzone、HV Capital、Vintage Investment Partners、Commonfund Capital
および既存の投資家も参加している。このラウンドには、Claret Capital と
Silicon Valley Bank からの 2,500 万ユーロのベンチャー債権が含まれている。
2014 年に設⽴された Holidu は、バケーションレンタルの予約プラットフォー
ムだけでなく、Bookiply ソリューションを通じてホスト向けの技術も提供して
いる。同社によると、同社の予約プラットフォームには過去 12 カ⽉で 1 億
1000 万⼈以上の訪問者があり、Bookiply が管理する家の数は 5000 軒から約 2
万軒に増加し、Bookiply の収益は 13 倍になったとのことである。Holidu は、
今回の投資により、現地オフィスの開設、既存市場での事業拡⼤、プラットフ
ォームへの投資が可能になると述べている。Holidu は、2019 年にシリーズ C
ラウンドで 4000 万ユーロ、2021 年にシリーズ D ファイナンスでさらに 4500
万ユーロを調達しています。同社は現在、ドイツ、イタリア、フランス、スペ
イン、ポルトガル、ギリシャにオフィスを構えている。 
(10/19 https://www.phocuswire.com/holidu-series-e-
100m?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_
id=9229H9640090J9N ) 
 
l 短期レンタルソリューション Safely 
アトランタに拠点を置く Safely は、短期賃貸住宅向けの保険とゲスト審査ソリ
ューションの成⻑を加速させるため、ベンチャー投資と債権で 1200 万ドルを
調達し た 。 こ の ラ ウ ンドは LAGO Innovation Fund が主導し 、Highgate 
Technology Ventures、Greenlight Re Innovations、その他の既存投資家が参加
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した。2013年に設⽴された Safelyは、個⼈の住宅所有者やプロの不動産管理者
向けに保険を提供しています。Safely は複数の不動産管理システムと統合して
おり、物件や賠償責任の補償が予約に組み込まれるようになっている。また、
宿泊者の名前、⽣年⽉⽇、住所から⾝元調査を⾏い、「リスクスコア」を割り
出すことで、住宅所有者や不動産管理者がどの予約を確認すべきかを判断でき
るようにしている。同社によると、200 万泊以上のデータを蓄積し、短期賃貸
市場や幅広いシェアリングエコノミーにおけるリスク要因を幅広く把握するこ
とができたと⾔う。Airbnb や Vrbo などのプラットフォームはホスト向けの保
険を提供しているが、Safely のウェブサイトによると、彼らが提供する補償は
Safelyのもののような包括的なものではない。 
10/19 https://www.phocuswire.com/safely-raises-12-million-to-expand-short-
term-rental-insurance-
solutions?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
nc_id=9229H9640090J9N ) 
 
l ブロックチェーンホテル販売 Pinktata 
ブロックチェーン ベースのホテル マーケットプレイスである Pinktada は、拡
⼤を促進するために 975,000ドルの投資ラウンドを完了した。Selenean Capital
と“⼀連の富裕層の投資家”がこのラウンドに参加し、これまでに Pinktada に
200万ドルを投資した True Global Ventures 4 Plusと New York Angels投資グ
ループのメンバー数名が参加したとこのスタートアップは述べている。2020 年
に設⽴されたヒューストンを拠点とする Pinktadaは、トークン化に基づいて設
計された、ホテルの部屋のメンバーシップ ベースのプライマリおよびセカンダ
リ マーケットだ。そのオンライン市場では、旅⾏者は特定の部屋を予約し、計
画が変更された場合に予約を交換または販売できる。Pinktada では、旅⾏者が
予約前に 3D で部屋や設備を探索することもできる。プロパティの属性を紹介
する機能に加えて、ホテルは前払いを受け取り、アップグレードおよびアップ
セル機能から追加の収益を得ることができる。 
Pinktada の チ ーフ ホスピタ リ テ ィ オフィ サ ー で あ る Mark Gordon は
「Pinktada は 5 ⽉にハワイとドミニカ共和国に物件を開設し、その後メキシコ、
ニューヨーク、マイアミ、サンフランシスコに洗練されたホテルを追加し、さ
らに 18のホテルをオンボーディング中である。しかし、より重要なのは、ホテ
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ル業界をリードするパートナーの能⼒である」と⾔う。Pinktada によると、マ
ーケットプレイスでのホテル供給の増加により、今年の 8 ⽉には 20%、9 ⽉に
は 40%の会員数の増加が⾒られた。この資⾦により、Pinktadaはマーケティン
グ活動を促進し、技術に投資する予定である。 
(10/20 https://www.phocuswire.com/pinktada-lands-975-k-for-blockchain-
based-hotel-
marketplace?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&ol
y_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
l ホスピタリティテック Breezeway 
ボストンを拠点とするホスピタリティ テクノロジー企業の Breezewayは、運⽤
管理ツールとゲスト エクスペリエンス プラットフォームをさらに開発するため
に、1,500 万ドルの資⾦を確保した。Catalyst Investors がこのラウンドをリー
ドし、2020 年 8⽉に Breezewayの 800万ドルのシリーズ A ラウンドをリード
した既存の投資家である Schooner Capitalが参加した。 
2017 年に設⽴された Breezeway は、バケーション レンタルのホストやホスピ
タリティ マネージャーが、清掃や準備などのタスクを⾃動化することで、施設
全体の品質、安全性、清潔さを維持できるよう⽀援している。同社によると、
Breezeway のソフトウェアとモバイル アプリは、1,800 万件以上のプロパティ 
サービス タスクを促進し、オペレーターが基準に合わせて準備された家で予約
された 5,500万泊以上を提供するのに役⽴った。 
Breezeway の資⾦調達は、ホスピタリティ テクノロジー分野での最近の活動が
相次ぐ中で⾏われた。ちょうど今週、バルセロナを拠点とする Amenitizが eラ
ーニング プロバイダーのOdodoを買収し、GuestlineがNewbridge Softwareを
買収し、ドイツを拠点とするHoliduが 1億ユーロの資⾦調達ラウンドを完了し
た。先⽉、Guesty はスペインに本拠を置くバケーション レンタル ソフトウェ
ア会社 Kigoとオーストラリアの不動産管理ソフトウェア会社 HiRUM Software 
Solutions を買収し、8 ⽉にはヨーロッパのトラベル テック スタートアップ
Shackleが 550万ドルのシード資⾦調達を発表した。 
(10/21 https://www.phocuswire.com/breezeway-raises-15-million-for-property-
care-and-guest-
platform?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_e
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nc_id=7798E1381467C7B ) 
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