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海外事情 7⽉ 4⽇号 

 
直近 5 ⽉までの国内交通量を調べてみた。まだ全てのデータが出揃っているわ
けではないが、⽇本⼈宿泊旅客数（実数）が 5 ⽉に 2019 年の同⽉を 120%近く
も上回っている。その他も、2 ⽉から上昇軌道に乗り始めているようだ。 
新幹線定期の利⽤者数は、あまり増加していない。これだけで、リモートワーキ
ングが増加していると判断するのは時期尚早か。 
予想した通り、⽇本⼈海外旅⾏と外国⼈訪⽇旅⾏者数は、低迷したママが継続し
ている。（出典：国⼟交通省 交通輸送統計） 

 
（編集⼈） 
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3. (TJ) オンラインツアオペ Journee 

(TJ) = トラベルジャーナル 7 ⽉ 25 ⽇号を参照ください。 
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11. 旅⾏新興企業のチャンスはどこにある   閲覧第 3 位 
12. 777 Partners、テック新興企業を使って航空⺠主化 
13. 景気後退、バケーションレンタル供給促進  閲覧第 5 位 
14. 6 ⽉ 27 ⽇の週の資⾦調達記事 
 
 
4. 法⼈旅⾏業界、COVID 以外の課題 
世界的な出張は引き続き好調であり、企業は国内および海外旅⾏を許可し、サ
プライヤーは旅⾏予約の増加を⾒ているが、出張セグメントは、COVID-19 だ
けでなく、依然として多くの課題に直⾯している。 
Global Business Travel Association の 2022 年 6 ⽉の Business Travel 
Recovery Poll によると、現在の状況と経済的懸念が旅⾏プログラムに⼤きな
影響を与えている⼀⽅で、多くの企業は旅⾏の準備が整っていない従業員に対
するポリシーを再考している。旅⾏の購⼊者にとって、プログラムに影響を与
える最⼤の問題には、政府の政策/制限（43％）、COVID感染率（38％）、⼈
員不⾜（33％）、サプライチェーンのボトルネック（30％）、インフレ
（28％）および⽯油価格（27％）である。同様に、サプライヤーは、直⾯する
課題の上位に、⼈員不⾜（51％）、インフレ（37％）、政府の規制（36％）、
COVID感染率と亜種（36％）を挙げている。さらに、サプライヤーは⽯油価
格（33％）、経済の強さ/景気後退のリスク（33％）、賃⾦需要の増加
（31％）を懸念している。しかし、⾒通しは暗いものではない。旅⾏業者の 5
社に 4社以上（88％）が、1 か⽉前と⽐べて楽観的だと感じていると報告して
いる。回復への道について悲観的だと感じる⼈はほとんどいない（4％）。 
予約もリバウンドを続けており、ほとんどのサプライヤーと TMC（84％）
が、予約が前⽉に⽐べて増加したと報告している。GBTA のバイヤーおよび調
達メンバーの 10 ⼈に 9 ⼈（88％）は、従業員が現在の環境で出張することを
「喜んで」または「⾮常に喜んで」いると感じている。⼀⽅、不安(3%)か、あ
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るいは彼らの従業員は現在、出張を希望していない（1％）のどちらかを感じ
ている企業は少数だ。 
(6/24 https://www.phocuswire.com/business-travel-industry-facing-challenges-
outside-
covid?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_
id=9229H9640090J9N ) 
 
5. In The Big Chair: Noam Toister, Bookaway Group 
2018 年にローンチした Bookaway は、断⽚化され主にオフラインの地上輸送
業界がオンライン流通に移⾏するのを⽀援することを⽬的としている。過去 1
年間で 7,000万ドル以上を調達し、ラテンアメリカの Plataforma 10やアジア
の 12Go を含む⼀連の買収を⾏った。フィリピンでの新婚旅⾏中に、創設者兼
CEO の Noam Toister は、地元の観光地へのバスを予約するためのオフライン
プロセスに不満を感じた後、Bookaway のアイデアを思いついた。 
Q: 以前のスタートアップやプロとしての⽣活からどのような経験を旅⾏にも

たらすか？ 
起業家になる前の私の唯⼀の本当の仕事は、キャンピング店を経営することだ
った。私は 21歳のときに約 1 年間バックパッキング旅⾏をした、そして私が
戻ったとき、私は同じ雰囲気と⼼の状態にとどまりたいと思った。それで、私
は機器を売るキャンピング店で働き始めて、数年の間その店を管理することに
なった。Bookaway のアイデアは、私にとって⾮常に直感的だった。それは明
らかに旅⾏者が使⽤するプロダクトであり、以前は旅⾏とは関係のない他のス
タートアップでの経験があり、市場シェアを獲得してお⾦を稼いだいくつかの
製品を構築することで、私は、多くの明らかな間違いをすることなく、この会
社をスタートする⾮常に良い⽴場に⽴つことができていたと思う。 
起業家が犯す明らかな間違いの 1つは、包括的すぎて⼀度に多くの問題を解決
しようとすることだ。私がしたことの 1つは、⾮常にシンプルなプロダクトを
作成することだった。そのため、Bookaway の最初のバージョンは Wix Web
サイトで、⼈々は PayPal で⽀払い、チケットが記載された電⼦メールを受け
取った。それはひどいユーザーエクスペリエンスを備えた本当に悪いウェブサ
イトであったにもかかわらず、それが売れたのでそれがうまくいったことは⾮
常に明⽩で、それで機会があったことは明らかだった。 
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2つ⽬は、⼈々がお⾦を払ってくれるようなものをしっかり構築することだ。 
あなたが「私があなたのために 1、2、3 をするなら、あなたは買ってくれる
か？」と聞き、そして彼らが「黙って私のお⾦を受け取って」と⾔ってくれる
なら、そしてあなたは良い考えを持っている。彼らがあなたに「それがあれば
いいのだが、多分私はそれを試してみる」と⾔うなら、それはおそらく最良の
考えではない。 
Q: Bookaway は、これまでの買収を通じて成⻑してきた。これは今でも戦略な

のか？ 
それは決して私たちの戦略ではなかった。それはチャンスとして浮かび上がり、
私たちと私たちが買収した企業にとって⾮常に理にかなっているものであった。
私たちはプライベートエクイティ会社には向かわなかったが、それについては
⽇和⾒的である。私たちとシナジーを持ち、さまざまな地域やさまざまな需要基
盤で市場シェアを拡⼤できる企業を⾒つけたら、M＆A の経験を積んだ今、間違
いなく買収を検討する。そもそもスタートアップとしての得意分野ではなかっ
たが、今⽇ではその⽅法に⾃信を持っている。 
Q: 投資家は、不況の迫り来る脅威で、創設者に投資を引き締めるよう助⾔して

いる。Bookaway は引き締めるか？  
まず、持続可能な企業を構築しようとしたが、スタートアップが想像できる最悪
の危機を乗り越えた。COVIDが始まったとき、私たちは地理的にアジアに焦点
を当てた旅⾏のスタートアップだったので、ある時点でゼロ近くまで下がった
ことを実際に経験し、それを乗り越えた。だから、私たちはさまざまな危機を乗
り越える能⼒に⾃信を持っている。YES、企業は投資を引き締めて、お⾦を投じ
て成⻑するだけでなく、持続可能な製品を構築していることを確認する必要が
あると思う。これが、私たちが最初に会社を設⽴した⽅法であり、今⽇私たちは
良い⽴場にある。また、市場が崩壊する直前に資⾦調達ラウンドを終了したの
で、それは私たちにとって良いタイミングであった。 
Q: あなたが平均してより⼩さな取引を提供し、それらが旅に必要であるという

事実、そしておそらく顧客層がバックパッカーとより頻繁な旅⾏者であると
いう事実は、次の危機が何であれあなたを助けると思うか？ 

簡単な答えはそうだということだ。多くのルートでより安価な製品を提供する
ことは、危機が発⽣したときに間違いなく利点である。しかし、私たちは今旅⾏
ブームを⾒ている、⾄る所で爆発している鬱積需要は本当にどんな危機も隠し
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ていると思う。危機のせいで旅⾏の減少が起こったとしても、今は⾮常に⼤きな
需要があるので、それを認識するのは難しい。2023 年に⾒られるかもしれない。
それの他の部分は、私たちのサービスがバックパッカーにまったく限定されて
いないということである。私たちがサービスを提供している場所は、世界で最も
素晴らしい場所のいくつかであり、そこには空港がないだけだ。 
私たちのサービスは Kayak が終わるところから始まる。特定の国を旅⾏する⼈
は誰でも、これらの⽬的地に⾏きたいと思っている。したがって、ペルーにいる
場合は、マチュピチュに⾏きたいと思っている。⾮常に⼿頃なバスまたは豪華列
⾞のどちらも Bookaway で予約できる。そのため、ハイエンドのプライベートト
ランスファーと豪華列⾞を⽤意している。そしてバックパッカー⽤のバスやバ
ンを⽤意している。ポイントは、それが市場のギャップのようなものだというこ
とだ。ホテル、フライト、そしておそらく体験など、他のすべてをオンラインで
予約されているけれども、オンラインで予約するのはまだ簡単ではない。ハイエ
ンドの旅⾏者であるかバックパッカーであるかは関係ない。 
Q: 過去 1 年間だけで約 7,000万ドルの資⾦調達を⾒つつ、さらなる買収は⽇和
⾒主義的であると⾔ったが。特定のギャップがあるのか？ 

最強ではない地域がたくさんある。私たちはアジアに強く、ラテンアメリカにも
かなり強いが、まだ北⽶には到達しておらず、⻄ヨーロッパについてはこれまで
あまり考えていない。アフリカも⼤きなチャンスがある。それ以外にもテクノロ
ジーの部分がある。市場を⾒ると、私たちがやろうとしていることのほとんど
は、市場をデジタル化することである。私たちは、オンラインで販売できるよう
にするための適切なテクノロジーをオペレーターに提供しようとしている。し
たがって、これらのテクノロジーの機会は常に私たちにとって興味深いもので
ある。 
Q: 異種の企業を購⼊し、それらを別個のブランド/プラットフォームとして提
供し続けることの課題は何か？ 

いくつかの課題が存在する。それらのいくつかは、M＆A で経験する課題だが、
私たちにとっては、COVIDのためにそれらが激化している。ズームでそれらを
⾏った。私たちは、買収後かなりの時間が経過するまで、買収したか提携した起
業家たちに会わなかった。さまざまな地域の企業を買収する場合、⽂化的なギャ
ップ、⾔語のギャップ、考え⽅のギャップを埋める必要があるため、課題は⽂化
的な課題から始まる。また、⾮常に注意深く管理し、ビジョンが会社の幹部のビ
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ジョンと⼀致していることを確認する必要があるという期待のギャップがある。
あなたはあなたが⽬指していること、彼らもそれを信じていること、そしてあな
たが彼らと⼀緒にそれを彼らの従業員に伝えることができることを確認する必
要がある。M＆A 以来、従業員の解雇率が⾮常に低いため、⾮常にうまくいくこ
とができた。その後、異種ブランドを管理するという課題がある。これは、
Expedia でさえその戦略で最近取り組んだことだ。それはジレンマだ。なぜなら、
⼀⽅ではその権威と強さを持ち、市場で認められているブランドを持っており、
他⽅では異なるチームがあり、異なる⼦会社で同じ製品に取り組んでいるため、
基本的に 2 回作業を⾏っており、資⾦をあまり効率的に使⽤できていない。私
たちのアプローチ、 ― そしてそれは、企業ごとに異なる⽅法で解決できるとい
う私たちのアプローチであり、私たちの⼈⽣のこの時点では、効率よりもスピー
ドの⽅が重要であるということである。私たちは、意思決定のほとんどを下位レ
ベルに任せることで、会社の動きがはるかに速くなり、従業員とマネージャーに
所有権と責任感がはるかに⼤きくなると信じている。明らかに、私たちには⽬標
と KPI、および戦略的に調整されたものがあり、それらのいくつかは技術的でも
あるが、各ブランドが可能な限りそれ⾃体を管理できるように努めている。 
Q: 陸上輸送をオンラインにする上での最⼤の課題は何だと思うか？ 
最⼤の課題は、おそらくオペレーターへの接続である。オンライン旅⾏代理店に
接続できるオンラインシステムでそれらを動作させる。今⽇の市場のほとんど
は、どのオンラインテクノロジーにも機能していない。そこではソフトウェアで
動作するが、ソフトウェアは何にも接続しない。または、接続する場合、市場で
期待されるものとは異なる⾔語で話すため、接続するのは⾮常に困難である。こ
れは、ほとんどの企業が今⽇⾏っているプロセスだ。 
Q: オペレーターはテクノロジーに対してオープンか？彼らはオンラインに⾏
きたいか？ 

彼らはそれにとてもオープンだと思う。地域やオペレーターの規模によって異
なるが、オペレーターの解約はない。オペレーターが私たちと⼀緒に仕事を始め
たら、彼らがやめる唯⼀の理由は、彼らが顧客に⼗分なサービスを提供していな
いと私たちが判断した場合である。オペレーターは私たちと協⼒することで⼤
きな恩恵を受ける。彼らは新しい顧客を獲得し、よりスムーズな運営を獲得し、
ビジネスをより効率的に管理できるので、それに対する需要は確実にある。今ま
では、彼らに合った商品の供給に問題があった。 
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Q: 最近の資⾦調達ラウンドで、新しい財務モデルに向けて資⾦を投⼊すると発
⾔した。あなたはそれによって何を意味しようとしたにか？ 

あまり詳しく説明することはできない。私たちは、ソフトウェアを提供してより
多くの顧客を獲得するだけでなく、より多くの⽅法でエコシステムを⽀援しよ
うとしている。私たちは過去に、COVIDの困難な時期を経験した⼀部のオペレ
ーターに対して、延期されたサービスに対して前払いを提供するのを⽀援して
きた。このようなものを拡⼤して⾏きたいと考えている。それほど不思議ではな
い。さまざまな B2B市場を⾒ると、そのサプライヤーまたはオペレーターの売
上がどうなるかを予測できるため、最終的には市場がさまざまな⽅法で供給側
を⽀援できることがわかる。それが分かれば、サプライヤーや事業者の事業拡⼤
や季節変動に対応するためのさまざまな⾦融サービスを提供する⼒が⽣まれる。 
Q: パンデミックがなかったとしたら、Bookaway は今どう違ったのだろうか。 
引き⼾のようなものだ（kind of sliding door）。パンデミックが発⽣せず、
Bookaway がオーガニックなペースで成⻑し続けた宇宙があると思う。前年⽐ 3
倍の成⻑を遂げており、それを外挿すればと、おそらくオーガニックなペースで
成⻑して現在と同様の⽴場にあると思う。 
Q: あなたをワクワクさせる陸上輸送は何か？ 
これが実は旅であり、旅⾏なのだ。⾶⾏機は⾶⾏機。それはワクワクしないし、
喜びもない体験だ。ホテルはホテルで素晴らしいものだが、あちこちに⾏くのが
実際の旅⾏体験だ。あちこちに⾏くわけだが、そこで何が⾒つかるかわからな
い。Bookaway では、最終⽬的地までどのように⾏くのか分からないという不安
を減らし、楽しさや好奇⼼を⾼めるような体験を提供しようと考えている。私に
とって、バス、フェリー、電⾞は旅⾏だ。 
Q: 分散型市場やメタバースフィッティングなどの新しいテクノロジーが陸上

輸送へフィットすると思うか？ 
これらのテクノロジーは⼀般的に、そして間違いなく旅⾏では⾮常に早いと思
う。今⽇⾮常に興味深いブロックチェーンに関連するアイデアが 1 つか 2 つあ
るかもしれないが、私たちのセグメントに到達する前に、最初にフライトで実装
する必要があると思う。私たちのセグメントは⾮常に後⽅にあるため、ブロック
チェーンに到達する前にバスに乗るためのQRコードを取得する必要がある。 
Q: 旅⾏で⼤きな可能性を秘めている新しいテクノロジーは⼀般的に⾒られる 

か？ 
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それが新しい技術かどうかはわからないが、それは⾰新（innovation）である。
Airbnb が⾏っていることは⾮常に賢く、おそらくさまざまな業種への道を⾒つ
けるだろう。これは、物事を検索するためのより優れた、より精選された⽅法で
ある。ホテルであろうとバスであろうと、サービスに関する多くのデータを取得
して、サービスをさまざまな特性に分解すると、顧客が望んでいるがどう探せば
いいのかわからなかったものを提供することができるようになる。たとえば、来
年は「これがタイで最も豪華な交通機関の体験である」と紹介することができる
ようになる。この種のキュレーションと組織化は、おそらく旅⾏のさまざまな分
野にやってくるものだと思う。 
Q: Bookaway でスイッチを⼊れて、すぐに何かを変更できるとしたら、それは
何か。 

もし私が市場を 5 年先に瞬時に進め、すべてのオペレーターに私たちのソフト
ウェアを使ってシームレスに接続してもらうことができれば、私たちは⾶躍す
るだろう。 
Q: もしそうしたら、あなたはまだビジネスモデルを持っているだろうか？その

時、あなたは何に取り組むか？ 
ここが、私たちがすでにビジョンを実現していた場所のはずです。今⽇の市場は
主にオフラインで販売されており、10〜20％はオンラインで販売されている可
能性があるため、購⼊するのは困難である。すべてが接続された後でも、さまざ
まな市場で、オンラインで購⼊するように顧客を教育し、それがより良い体験で
あることを顧客が理解していることを確認する期間が必要だが、それはすぐに
は起こらない。ラテンアメリカの市場を⾒ると、以前よりもはるかに多くの接続
性があるが、それでもオンラインでチケットの購⼊は、ホテルのオンライン予約
ようではない。それは成⻑しているが、それはより多くの時間がかかるので、そ
れが接続された後でも、市場教育にはまだ数年かかると思われる。 
(6/27 https://www.phocuswire.com/ceo-interview-noam-toister-bookaway-
group?oly_enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
6. Cloudbeds、ゲストエンゲージメントソリューション Whistle 買収 
ホスピタリティマネジメントプラットフォーム Cloudbeds は、ホテル向けのメ
ッセージングソフトウェアを提供するロサンゼルスを拠点とする企業である
Whistle を買収した。買収の条件は明らかにされていない。Cloudbeds によると、
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Whistle のテクノロジーを統合することで、ホテル経営者にすべての連絡先を管
理するための単⼀のプラットフォームを提供しながら、ゲストの旅の摩擦を取
り除くことができる。 
「⾮接触型という⽤語は、ホスピタリティと同義になりすぎている。宿泊施設と
そのゲストの間で、⽬的のあるタッチポイントを作成し、質問に答え、ゲストジ
ャーニー全体を通じてガイダンスを提供するために、より多くの連絡を取りた
いと考えている。調査によると、熱⼼なゲストはより多くの費⽤を費やし、より
良いレビューを残し、⼤多数はデジタルチャネルを介したコミュニケーション
を好む ̶ Whistle 予約エンジンのチャットであろうとフロントデスクのテキス
トリクエストであろうと、Whistle は Cloudbeds の顧客を発⾒から滞在後までの
ゲストの旅の⼀部として位置付け、予約や肯定的なレビューを妨げる可能性の
ある障壁を取り除く」と、Cloudbeds の共同創設者兼 COOである Richard Castle
は述べている。2015 年に設⽴された Whistle の現在のクライアントには、チョ
イスホテルズ、アコー、インターコンチネンタルホテルズグループ、フォーシス
ターズインがある。「私たちの⽬標は、宿泊施設のビジネスに、コミュニケーシ
ョンの⽅法を簡素化および合理化する、ユニークで使いやすいソリューション
を提供することである。Cloudbeds には、統合されたプラットフォームを介し
て、より優れた、より摩擦のないホスピタリティ体験を構築するという明確なビ
ジョンがある。⼀緒になって、私たちはゲストだけでなく、不動産スタッフや宿
泊事業⾃体にも利益をもたらす業界に⼤きな影響を与えることができる」と、
Whistle の共同創設者兼 CEO である Christopher Hovanessian は述べている。
これは、Cloudbeds が 1億 5,000万ドルのシリーズ Dラウンドを調達した昨年
11 ⽉以来の 3 回⽬の買収。今年の初めに、イタリアを拠点とする D-Business と
オレゴンを拠点とするホスピタリティマーケティングプラットフォームである
Odysys から AdsHotel を買収した。Cloudbeds によると、昨年のサイズはほぼ 3
倍になり、この 2022 年の第 3 四半期にはさらに多くのソリューションを展開す
る予定だ。 
(6/27 https://www.phocuswire.com/cloudbeds-acquires-guest-engagement-
solution-
whistle?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=9229H9640090J9N ) 
 



海外事情 7 ⽉ 4 ⽇号  2022 年 7 ⽉ 4 ⽇ 10 

7. 悪⽟チャットボットによる旅⾏ブランド被害 
旅⾏会社が COVIDから浮上し、顧客数が減り、顧客サービスへの関⼼が⾼まる
につれ、チャットボットは⾮常に貴重なものになる可能性がある。しかし、悪い
チャットボットは害を及ぼす可能性があるのか？今週ロンドンで開催される
TravelTech Show でのセッションに先⽴ち、 Chatbot International のゼネラル
マネージャーである Guillaume Laporte が、ブランドがどこでうまくいかないの
かと、旅⾏会社がチャットボットをうまく統合する⽅法について説明した。 
Q: TTS でホストしているセッションは、「悪いチャットボットがブランドを破
壊する⽅法」と呼ばれている。悪いチャットボット体験の例と、ブランドが
うまくいかない場所をいくつか挙げてくれるか？ 

旅⾏会社のチャットボットのエクスペリエンスを悪くする、旅⾏会社がよくや
っている（またはやっていない）ことについていくつかのガイダンスを与えるこ
とができる。旅⾏市場での典型的な悪いチャットボットは次のいずれかだ。 
• Facebook メッセンジャーFAQチャットボット。 
航空会社がこれを開始することは⾮常に⼀般的である。これは、イノベーシ
ョンチームにとって「クイックウィン」と⾒なされているためだが、ビジネ
ス価値と顧客エクスペリエンスの向上が⾮常に限られている。その主な問題
は次の 2つのとおりである。 
① Facebook Messenger のみを使⽤することにより、Facebook Messenger に
ログインしているユーザーのみが関与できるため、リーチの点で制限が
ある。 

② ボットは情報コンテンツに焦点を当てているため、キャンセル、変更、
アップグレードなど、PSSまたは NDC の API 内でアクションを実⾏す
る機能を必要とする最も⼀般的なカスタマーサービスのユースケースの
⼀部を解決していない。 

• エージェントハンドオーバー機能のないボット。 
チャットボットを試したことがある⼈なら誰でも、ある時点でチャットボッ
トが適切に応答できないことは明らかである。これはいつも起こることであ
り、可能性のロングテールは⾮常に⼤きいため、多くのユーザーはボットが
答えられない特定の質問や問題を抱えている。 
この場合、チャットボットは、ライブチャットを介してエージェントに転送
する（そして、顧客が問題を繰り返さなくても済むようにコンテキストをエ
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ージェントに転送する）か、コールバックのスケジュールを設定する可能性
を提供する必要がある。チャットボットとカスタマーサービスツール
（Zendesk、Salesforce ServiceCloud、Genesys など）間の接続を構築するこ
とは重要であるが、それを達成するのは困難である。そのため、多くの航空
会社、代理店、運輸会社はそれを実装していない。 

Q: 彼らが将来間違いを犯さないようにするつもりなら、チャットボットをカス
タマージャーニーに統合するためのあなたのトップ 5 のヒントは何か？ 

旅⾏会社向けにチャットボットを正常に統合するための推奨されるヒントを次
に⽰す。 
① ビジネスケースと ROI に焦点を当てる。ボットは、顧客サービスの効率を
向上させたり、予約プロセスを容易にしたり、顧客の再購⼊と維持のために
顧客をアクティブ化することができる。適切な部⾨が関与することで、これ
らの⽬標の 1つに焦点を合わせる。 

② ⼩さく始める。最初のユースケースを数週間のうちに迅速に実装し、すぐに
公開する。ボットは限られた範囲しか処理できないが、少なくともユーザー
からすばやく学ぶことができる。 

③ 地上で働く⼈々を巻き込む。多くの場合、チャットボットは旅⾏会社の「デ
ジタル IT AI製品」として認識されているため、多くの IT リーダー、開発
者、データサイエンティストが関与している。ただし、チャットボットは実
際の旅⾏者とやり取りするため、カスタマーサービスエージェント（顧客が
何を求めているかを知っている）またはフライトアテンダント（顧客と⽇々
を過ごす）は、顧客に正しい情報を、正しい⽅法で伝達するための資産とな
る。 

④ カスタマーサービス/コンタクトセンターツールを接続する。理想的には、
最初の数週間/数か⽉の限られた機能に対処するために、チャットボットに
エージェントハンドオーバープロトコルを実装できるソリューションパー
トナーを選択する。顧客が迅速かつ簡単な⽅法でカスタマーサービスエージ
ェントに連絡する可能性を与えることは、どんな状況でもより良い経験を提
供する。 

⑤ 「ノーコード（no-code）」ソリューションを使⽤する。⼤規模な ITプロバ
イダー、または開発者優先のプロバイダーと協⼒することで、組織はボット
を展開するために⼤規模で複雑な ITプロセスを適⽤する必要がある（スコ
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ーピング、コーディング、テスト、ステージング、実稼働前、実稼働、およ
びすべてを元に戻す）反復）。「ノーコード」のソフトウェアを選択すること
を強く勧める。これにより、組織はより機敏になり、適切と思われる⽅法で
構築および展開できるようになる。 

Q: 彼らはどうやってそれを「⼤⾦」を払うことなくできるのか？ 
チャットボットの使⽤量に応じて、年間 25,000 ドルから、年間 250,000 ドルま
でのライセンス料を請求している、優れたソフトウェアプロバイダー（Mindsay 
/ Laiye を含む）が存在する。これにより、組織は使⽤状況に応じて、時間の経
過に伴うコストを予測できる。「実装が容易」なソリューションを選択する必要
がある。ソリューションが複雑すぎて実装できない場合、実装と管理に数百時間
の ITサービスが必要になり、総所有コストが耐えられなくなるためである。 
(6/28 https://www.phocuswire.com/tts-chatbot-
preview?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=7798E1381467C7B ) 
 
8. AI、アトラクションとリゾートの採⽤困難救う 
アナリストは 2022 年を「リベンジ旅⾏」の年として語っている。消費者は 2 年
間のパンデミックによる注意と恐怖の後、リベンジの思いで休暇を取っている
（そして COVID-19に「復讐」をしている）からだ。⾮常に悩まされていたホ
スピタリティおよび観光産業が最終的に利益を享受するのは当然のことだ。 
しかし、何百万⼈もの⼈々が動物園、⽔族館、テーマパーク、スキーリゾートに
戻り、彼らが移動するのを助けるのに⼗分な従業員がいない場合はどうなるの
か？これらの仕事に⼈員を配置することは、パンデミックと「⼤規模な辞任
（Great Resignation）」の前でさえ⼗分に困難であり、そして今、本格的なタレ
ント不⾜の危機が存在する。それほど遠くない将来、⼈⼯知能（AI）は多くの業
界の組織図と⼈員配置を再構築する。これは、AI を活⽤して今⽇の⼈員配置の
課題を軽減し、将来の運⽤構造をオーバーホールできる観光およびホスピタリ
ティセクターに影響を与えると考えている。問題は、彼らが、準備ができて⾏動
できるかどうかである。 
アトラクション業界での採⽤が⾮常に難しい理由 
アトラクションやリゾートの運営者に聞いてみて欲しい。いくつかの理由から、
採⽤は常に最⼤の課題であった。まず、これらのビジネスは季節的な傾向がある
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（国のどの地域で事業を⾏っているかによって異なる）。第⼆に、⼈材プールは
⼀時的なものであることが多く、主に学⽣や⻑期滞在するつもりのない⼈々で
構成されている。COVID-19 は、採⽤パターンと従業員の態度の両⽅を揺るが
し、これらの企業の採⽤計画に新しい⼀連のしわを追加した。全体的な全国的な
労働⼒不⾜を混ぜ合わせると、最悪の状況になっている。 
すでに配員の少ないスタッフに作業負荷に追加することは問題であり（そして
⼗分に悪いことであり）、それは従業員の⼠気と就労維持を損なう可能性がある。
スタッフ不⾜のためにアトラクションが完全に機能したり、ゲストに適切にサ
ービスを提供したりできない場合、それはまったく別のレベルの問題である。否
定的な⼝コミは彼らのビジネスに⾮常に有害である可能性があるため、所有者
（proprietor）はゲストが悪い経験をしたと感じたままにされることを望んでい
ない。これらのダイナミクスのいくつかがこの過去の冬に発揮されたのをすで
に⾒た。National Ski Areas Association は、平均降雪量よりも少ないにもかかわ
らず、⽶国のレポートは、記録的な 6,100万⼈のスキーヤーの訪問を報告した。
これは、COVIDのおかげで 2 年間厳しい状況に耐えてきた業界にとって素晴ら
しいニュースになるはずである。しかし、スキー場のなんと 81％がスタッフ不
⾜を報告しており、場所ごとに平均 75 のポジションが採⽤募集のドアが開いた
ままになっている。スキーヤーにとっては、結果として、⻑い列、混雑したロッ
ジ、個々のリゾート（またはスポーツ⾃体）でのネガティブな結果（takeaways）
が発⽣することがあった。パンデミック前の「ノーマル」の状況下でさえ、アト
ラクションの仕事のためにスタッフを募集し、維持することは困難であった。ト
レーニングは、現在のスタッフの注意を必要とし（スタッフ不⾜のためにそれは
不⾜していることが多い）、知識の伝達が常に⼀貫しているとは限らないため⾯
倒な場合がある。 
これに加えて、アトラクションの従業員は、多くの場合、雑⽤から、ゲストに促
された様々なトピックについて⾟抱強く知恵を授けることまで、あらゆること
をこなすことを期待されがちで、これは誰にでもできることではない。採⽤を切
望しているアトラクションオペレーターにとって、⾃動化は天の恵みのように
⾒えるかもしれない。しかし、顧客体験は彼らのビジネスにとって最も重要であ
り、顧客は⼈間との対話を望んでおり、期待していることを覚えておくことが重
要だ。その秘訣は、さまざまなタスクを⾃動化し、顧客が時間を最⼤限に活⽤で
きるように⽀援するという価値の⾼い作業を従業員が⾏えるようにする AI ソリ
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ューションを⾒つけることである。 
AI が現在の⼈員配置の課題にどのように役⽴つか 
短期的には、AI を活⽤して、従業員の仕事の「案内所(information booth)」の
側⾯の多くを⾃動化することができる。たとえば、モバイルチケットガイド、飲
⾷物ファインダー、Animal Assistant などの会話ガイド付きのエクスペリエンス
は、顧客の質問に対応し、アトラクションの従業員の負担を軽減するのに役⽴
つ。AI を使⽤して、ゲストの動線パターンをより適切に管理し、カスタマーエ
クスペリエンスを向上させることもできる。アトラクションオペレーターは、AI
を利⽤して従業員のトレーニングを加速することもできる。最近、あるスポーツ
チームから、従業員が会話型 AI アシスタントに質問して、顧客の質問に対する
答えを判断するのに役⽴っているという話を聞いた。 
全体として、従業員の神経をほぐし、燃え尽き症候群を引き起こす可能性のある
カスタマーサポートの仕事を引き受けることで、会話型AI エンゲージメントは、
アトラクションの仕事の魅⼒を⾼めることができる。 
AI が⻑期にわたってこれらの業界をどのように刷新できるか 
最終的に、テクノロジーが業務に不可⽋になるにつれて、アトラクション中⼼の
企業は、公園のレイアウトとエクスペリエンスをどのように設計するかを再考
できるようになる。⾷事や活動の経路探索など、多くの機能をデジタル化するこ
とができ、全体的な⼈員配置がより効率的になるはずである。さらに、アトラク
ションビジネスがビッグデータベンチャーになるほど、顧客がタイミングと準
備について決定するのを助けることができる。アルゴリズムは、⼀部の組織が他
の組織よりも「重要」な顧客とのやり取りを判断するのに役⽴ち、努⼒に優先順
位を付け、ゲスト全体としてはるかに優れたエクスペリエンスを作成するのに
役⽴つ。肝⼼なのは、⾃動化はアトラクションビジネスにとって重要な⼿段であ
るが、慎重に⾏う必要がある。ビジネスの中核である顧客体験のための⼈間の相
互作⽤の重要性を、けっして忘れないで欲しい。適切なレベルの AI テクノロジ
ーを採⽤することで、スタッフが学習と管理を担当する責任の幅が広がり、最も
重要で収益性の⾼い顧客とのやり取りに集中できるようになる。従業員はその
ような仕事がはるかにやりがいのあるものであると感じるはずであり、それは
所有者の顧客維持と収益性を助けるはずだ。 
著者：Don White は、Satisfi Labs の共同創設者兼 CEO。 
(6/28 https://www.phocuswire.com/ai-for-talent-crisis-in-theme-parks-ski-
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resorts-attractions?oly_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
9 旅⾏業界の識者、流通・パンデミック・新⽣テックを語る 
パンデミックの学習は、旅⾏業界がそれらを適⽤する準備ができている場合に
のみ有効である。地球のためだけでなく、リセットしてより良く戻る機会が失わ
れるという懸念はすでに存在する。旅⾏ビジネスの構築に⻑年の経験を持つ
⼈々は、変化のペースが遅いことが多いことを今振り返り、旅⾏の基本的な流通
（plumbing）のいくつかに依然として失敗やギャップが⾒られるという。 
Phocuswright Europe 2022 での Pundits and Predictionsセッションは、業界が
直⾯している多くの課題と挑戦者たちをザーッと俯瞰した。2050 年のネットゼ
ロの⽬標は⾮現実的であると⾮難されたが、持続可能性が議題になった。 
⼀部のパネリストは、ブロックチェーンやメタバースなどの新しいテクノロジ
ーは「無関係」で「冗談」だと⾔っていた。議論の対象となるトピックには、デ
ータと、それを消費者にとって意味のあるものに変えることの重要性も含まれ
ていた。Phocuswright の Lorraine Sileo が司会を務めたパネルには、Veltra の取
締役で Viator の創設者である Rod Cuthbert、Agoda の企業開発担当副社⻑であ
る Tim Hughes、T2Impact のプリンシパルである Timothy O'Neill-Dunne。  が
含まれていた。 
(6/29 https://www.phocuswire.com/phocuswright-europe-pundits-and-
predictions?oly_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
10. VIDEO: Phocuswright Conference Europe の Launch Pitch優勝者 
ITʼS July! は、家族の旅を、アクティビティや体験のホストとなる他の家族とつ
なぐことで変えたいと考えている会社だ。アクティビティの例には、⾷事、ハイ
キング、⼯芸活動などが含まれる。家族たちは、ホストまたはゲスト、あるいは
その両⽅として ITʼS July!プラットフォームにサブスクライブする。ITʼS July! 
の共同創設者兼 CEOの Tamar Lieberman が、Phocuswright Europe 2022 での
Launchコンテストで会社を紹介した。会社は People's Choice Award を受賞し
た。 
(6/30 https://www.phocuswire.com/its-july-launch-pitch-winner-phocuswright-
europe-
2022?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_i
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d=7798E1381467C7B ) 
 
11. 旅⾏新興企業のチャンスはどこにある 
⾦融市場が流動的である中で、旅⾏スタートアップの現在の資⾦調達の状況は
どうなっているのか？今週アムステルダムの Phocuswright Europe で講演した
投資家によると、旅⾏の新興企業は良好な状態にあり、パンデミック前よりも強
⼒になっている。 
COVID-19 危機はかなりの課題をもたらしたが、投資家が利⽤した新しい機会
が利⽤可能になった。特に、旅⾏業界の B2Bセグメントは、同じレベルの資⾦
調達が利⽤できない新しい B2C ブランドと⽐較して、有望に⾒えると投資家は
述べている。パネルでスピーチしたのは、Amadeus IT Group SA の Amadeus 
Ventures の責任者である Suzanna Chiu、HV Capital ゼネラルパートナー。
Phocuswright のリサーチおよび製品戦略担当シニアバイスプレジデントである
Charuta Fadnis が、このセッションの司会を務めた。 
(6/30 https://www.phocuswire.com/where-is-the-opportunity-for-travel-
startups?oly_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
12. 777 Partners、テック新興企業を使って航空⺠主化 
航空投資会社 777 Partners は、最近、AeroCRSと WorldTicket という旅⾏技術
会社 2社を買収した。この 2社は、Air Black Box、Bonza、Flair Airlines、Value 
Alliance などの航空会社や旅⾏関連技術企業の拡⼤するポートフォリオに加わ
る。この投資会社は、新たな商取引チャネルを創出し、次世代の⼩売、流通、イ
ンターライニング、旅客接続を改善する破壊的な旅⾏技術ソリューションを提
供することで、旅⾏業界の回復を⽀援するために 1億ドルを出資している。 
WiT では、777パートナーズの Aviation and Travel Group の CEOである Adam 
Weiss に、同ファンドの航空分野での野⼼について話を聞いた。 
Q: 過去 2 件の買収の背景にはどのような考えがあったのか？なぜその 2 社な

のか？ 
777 Travel Group のビジョンは、航空業界の根強い課題である、レガシーシス
テムのジレンマと⾮効率性を解決することである。航空会社が使⽤しているこ
れらのシステムの中には、1960 年代から 1970 年代に構築されたものもあり、
他の業界の近代的な技術インフラと⽐較して、いくつかの⼤きな⽋点が共通し
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ている。まず、これらのシステムはサイロ化されており、機能横断的なプロセス
の存在を許さない。コードベースが柔軟性に⽋けるため、俊敏な変更ができな
い。また、航空会社が今⽇の厳しい市場の要求を満たすために、独⾃のパラメー
タで修正やカスタマイズを⾏うことはでない。 
第⼆に、これらのレガシーソリューションが構築された当時には存在しなかっ
たビジネスモデルである LCC や ULCC のニーズに対応できていない。具体的
には、より広いネットワークと低い IT投資でより多くの顧客にリーチし、航空
会社の顧客に従来の補助的な収⼊チャネルを超える機能を提供する必要がある
ということだ。 
そして最後に、旅⾏者の視点に⽴ち、旅程や様式を超えた旅⾏の計画と実⾏を効
率的に⾏うためのデジタル・リテールのフレームワークと⼀致するユーザー体
験を提供することである。このような柔軟性へのニーズは、レガシーシステムで
は満たすことができない。この課題を解決することは、私たちが情熱を注いでい
る課題であり、私たちが達成できると確信している⽬標である。 
また、航空会社予約システムの上位 1％、つまりたった 4社の⼤⼿企業が、世界
の航空輸送量の 75％をコントロールしている。しかし、下位 50％は残りの 1％
を管理しているにすぎない。その 1％のうち、業界全体の PB成⻑を牽引する地
域航空会社や新興航空会社が、圧倒的なシェアを占めているのである。私たち
は、適切な企業を買収し、それらを当社のポートフォリオに統合することができ
れば、第 3 層と第 4 層における当社の⾜跡を強化し、ネットワーク効果を次元
化し、より統合された販売機会を創出できると考えていた。Air Black Boxの買
収、そして最近では WorldTicket と AeroCRSの買収は、この戦略を実⾏するた
めのものである。 
WorldTicket と AeroCRSの製品の多くは、航空会社が複雑さやリスクを増やす
ことなく、グローバルな販売網を拡⼤できるよう⽀援することに重点を置いて
いる。WorldTicket には、航空会社が関連するコストや複雑さを伴わずに GDS 
に参⼊できるようにする W2 製品があり、AeroCRS には、Tier 3 および 4 の
航空会社が新しい顧客により広く販売し、収益の増加を促進するためのネット
ワークおよび補助市場環境がある。Air Black Boxと当社独⾃の技術を組み合わ
せることで、これらの製品は、あらゆる規模の航空会社が流通・⼩売戦略を⾒直
し、改善する際に役⽴つ包括的な製品ポートフォリオを構築している。 
WorldTicket と AeroCRSの 2社は、120社以上の航空会社の顧客、幅広い差別
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化された製品群、国際的な事業展開、多くの有能な従業員を有し、成⻑への基盤
が整っている。 
Q: この 2社の買収により、旅⾏グループは、アンシラリー、⼿荷物管理、予約
およびホスティング・ソリューション、ディスラプションおよび IROPs 管
理、流通、⽀払および決済サービス、世界中の航空会社や旅⾏会社に対する
チケット販売などのサービスを提供することができるようになった。何が⾜
りないのか？次の地平線には何があるのか？ 

777 の使命は、航空会社、空港、その他の旅⾏会社がビジネスモデルを進化させ、
乗客との関係を再びコントロールできるように、買収と⾃社開発を通じて相互
運⽤可能なモジュール式製品のプラットフォームを構築することである。私た
ちは、航空会社がレガシーシステムの制約から解放され、より多くのコントロー
ルとパワーを⼿に⼊れる⽅法を⾒つけることに重点を置いており、このビジョ
ンに賛同する志の⾼い企業を常に探し求めている。それが、既存のポートフォリ
オと共通点を持ち、より⼤きく、より強く成⻑するための買収なのか、それとも
777 Travel Group の能⼒を拡⼤する新しい機能、新しい技術、新しい商品の形
を取るのか、それはまだわからない。ただ、ロイヤリティ、フィンテック、デジ
タルウォレットが融合することで、⼤きなビジネスチャンスが⽣まれることは
確かだ。 
Q: 軍資⾦はいくら残っているのか？また、777 は 1億ドルからどのようなリタ

ーンを期待しているのか？これまでのところ、777 が期待していたような、
また他の投資分野で慣れ親しんでいるようなリターンが航空・旅⾏業から得
られているのか？ 

W2（WorldTicket）と Air Black Boxを組み合わせた価値提案（value proposition）
で、⼤きな牽引⼒があることを伝えることができる。この分野では、航空会社や
旅⾏会社がネットワークとオーディエンスを拡⼤し、最⼩限のコストと複雑さ
で世界の GDSエコシステムに在庫を流通できる、単⼀のシームレスな接続を提
供する唯⼀のプロバイダーである。また、ガルフ・エア、TAP、ロイヤル・ヨル
ダン航空、サウジアラビア、エチオピア、ガルフ・エア、ブルー・エアといった
有名航空会社と WorldTicket の重要な顧客獲得を達成し、さらにドイツの⼤⼿
鉄道会社 Deutsche Bahn とキャセイ、エミレーツ、エティハド、ルフトハンザ、
カタール、シンガポールといった世界のフルサービス航空会社 50社のネットワ
ークで WorldTicket マルチモーダル製品の⽴ち上げを成功させることができ
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た。AeroCRS 側では、南アフリカのリフト社やケニアのサファリリンク社など、
90 社以上の航空会社を顧客にしている。また、私たちは、投資先企業から次々
と⽣まれるイノベーション、つまり業界に変化をもたらすイノベーションに興
奮している。私たちは、旅⾏技術における重要な構造的変化の始まりにいると固
く信じている。 
最終的に、私たちには勢いがあり、⼤規模な顧客獲得が可能で、技術スタックと
製品プラットフォームがあるため、パンデミック後の旅⾏業界のダイナミクス
にうまく対応できるのだ。この分野への⻑期的な投資家として、私たちは⾃信を
もってコミットしている。 
Q: パンデミック時、航空・旅⾏関連への投資はどうなったか？ポートフォリオ

をサポートするために何をしたか？また、具体的な例を挙げて欲しい。 
旅⾏業界に携わる多くの企業と同様、事実上業務が「停⽌」している間、私たち
は将来に向けて考え直し、再建するために時間を使った。仮想インターライニン
グ・プラットフォームを、航空会社が求めていた機能を備えた統合ソリューショ
ンに再構築するため、多⼤な投資を⾏った。 
また、業務が滞っている間に、プロセスや技術の改善と再構築を求める顧客（航
空会社）からも恩恵を受けた。例えば、AeroCRS は、ワンストップ・ソリュー
ションを求める多くの新興航空会社や、流通や技術のパートナーを再検討して
いる航空会社から関⼼を持たれていた。 
Q: エコシステムを構築するために多くの新興企業を買収する際、創業者はそれ

らのビジネスの継続的な成功に⽋かせない存在だ。創業者のモチベーション
を維持し、より⼤きなエコシステムに組み込まれるようにするための最⼤の
課題は何か？ 

777 が投資しているどの分野でも、私たちのシェアードサービスアプローチが
⽣きていることが分かる。起業家が最も重要なこと、つまり価値を⽣み出すこと
に集中できるよう⽀援し、私たちは⼈事、資本、ソフトウェアエンジニアリング、
データサイエンスといったサポート側の機能に集中することで、彼らのビジネ
スが次のレベルに到達できるため、多くの起業家が私たちに参加したいと望ん
でいる。 
Q: 航空・旅⾏業界ではかなりの新参者だが、パンデミックを通じて学んだ最⼤

の教訓は何か？ 
旅⾏は、計り知れない⼤きさの⼈間的側⾯を持つ磁⼒産業（magnetic industry）
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である。私たちは、それを⺠主化するためにインパクトのある役割を果たすこと
を決意している。格安航空会社は経済を活性化させ、トラベル・テクノロジーは
より良い顧客体験を可能にし、航空会社にとっては低コストで収益を増やすこ
とができる。私たちは、航空業界の変化の速さを、特にパンデミック（世界的⼤
流⾏）の時に学んだ。私たちの会社にとっても、航空会社や旅⾏会社にとっても、
構造改⾰を⾏う機会を⽣かすべき重要な時期だった。 
私たちは⽐較的新しい会社だが、私たちのチームは、経験豊富で熟練した投資の
専⾨家、有能なソフトウェアエンジニア、航空会社の幹部で構成されている。彼
らは、私たちが築いているものを信じて、垂直移動の⼤きな機会にもかかわら
ず、その地位を捨て去った。 
Q: パンデミック時に起こった航空業界最⼤の技術⾰新は何ですか？ 
歴史的に停滞している業界において、ソフトウェアへの関⼼はイノベーション
を構成するものである。私たちは、ソフトウェアに多くの関⼼を寄せている。 
Q: 特に Air Black Boxの進展は、バリューアライアンスや東南アジアの航空会
社の復旧に⼒を発揮していたが、このプロジェクトとパートナーシップの状
況はどうか？この 2 年間、ABB ではバリューアライアンスをサポートする
ために、また⼀般的にはどのような投資が⾏われたのか？ 

ABB の Air Black Boxは、より統合されたプラットフォームとして再構築され、
航空会社は付加価値を⾼める機能を利⽤できるようになった。ご存知のように、
アジア全域の航空会社はパンデミックによって特に⼤きな打撃を受けた。バリ
ューアライアンスの航空会社とは、当社の技術のクロスセリングとコネクティ
ビティに⽀えられたローコストキャリアのアライアンスの可能性を最⼤限に実
現するために協働している。 
Q: 新しい航空会社であるノーザンパシフィック航空は、アラスカ経由で北⽶と

アジアを結ぶフライトを開始し、2022 年後半までに就航させる予定だ。 
北⽶からアジアに⾶ぶ航空会社を⽴ち上げる計画があったが、その計画につ
いて最新情報はあるか？ 

航空会社側の計画は今のところなく、カナダの Flair と、2021 年 10 ⽉に買収し
たオーストラリアのスタートアップ航空会社である Bonza のサポートに注⼒し
ている。 
Q: 2018 年に Flair Airlines に投資したが、パンデミックを通じてその投資はど

うなったか、また、超低価格航空会社の運営で学んだ最⼤の教訓は何か。そ
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のモデルは他の場所でも通⽤するのか？ 
顧客⾏動に基づくローカル市場のニーズに柔軟に対応した共通のプレイブック
（戦略）と、競争⼒学が、成功する ULCC の核⼼である。座席以外の収⼊は⾮
常に⼤きな機会であり、パンデミックを通じて重要な役割を果たし、市場をリー
ドする地位を築き続けている。成功したすべてのローコストキャリアから学ん
だことがあり、それを地域の顧客とニーズに適応させる必要がある。 
フレアは、より多くの選択肢、競争の激化、低価格を提供することで、パンデミ
ックからより強く回復し、カナダの航空業界の変化から構造的な勝者となるこ
とが期待されている。私たちは、Flair がカナダの⼈々の⽣活に与えた⼈的影響
を⾮常に誇りに思っている。航空会社の⼀員となることで、これまでコスト的に
困難であった空の旅とその体験をカナダの多くの⼈々に提供できるようになっ
たことは、⾮常に意義深いことだと考えている。 
Q: 旅⾏が世界的に回復していく中で、他に注⽬している技術や旅⾏に関するト
レンドはあるか？ 

旅⾏に関するあらゆるトレンドのニュースに⽿を傾けているが、特に⾃動化、サ
ステナビリティ、ブロックチェーン、フィンテック、地⽅空港や国内空港の成⻑
に注⽬している。 
* この記事は WebInTravel に掲載された。 
(7/1 https://www.phocuswire.com/777-partners-eyes-tech-startups-to-
democratize-
aviation?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_en
c_id=7798E1381467C7B ) 
 
13. 景気後退、バケーションレンタル供給促進 
私たちが不況に向かっているというのは、当然の結論である。景気後退を公式に
宣⾔している国家経済研究所 (NBER) は、景気後退を、通常は実質 GDP、実
質所得、雇⽤、⼯業⽣産と全⼩売販売に⾒られる、経済全体に広がる経済活動の
⼤幅な低下と定義している。JPMorgan Chase の CEO、Jamie Dimon は 5 ⽉の
⾦融会議で「嵐の雲があると⾔ったが、それを変えるつもりだ…ハリケーンだ。
現時点では状況は「良好」に⾒えるが、ハリケーンがマイナーなものなのか、ス
ーパーストームサンディなのかは誰にも分からない…。⾃分をしっかりと⽀え
たほうがいい」と述べている。 
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⼤不況時の成⻑   Growth during the Great Recession 
私は、この世代がこれまでに⾒た中で最⼤の不況の 1 つで、2007 年から 2008
年にバケーションレンタル管理ビジネスである Vantage Resort Realty を開始し
た。住宅ローン市場は崩壊し、住宅バブルは崩壊し、⾦融システムは崖ぷっちま
であと数インチ以内の所まで追いやられた。このような悲惨な状況にもかかわ
らず、私たちはマーケティングにかなり積極的に取り組み、メリーランド州オー
シャンシティである 10 マイルの砂浜にあるほぼすべてのバケーションレンタル
所有者をターゲットにした。次の 1、2 年の間、私たちの管理プログラムにサイ
ンアップした不動産所有者の多くは、これまで賃貸したことがなかったことが
分かった。実際、私たちの新しい所有者の約 25％は、私たちが「First Time Frank」
と名付けたペルソナから来た。⼤不況に⾄るまでの数年間、これらの⼈々は⾃分
たちと家族のための隠れ家として 2 番⽬の家を購⼊し、それを貸すつもりはな
かった。私たちの事例データは、HomeAway と Savills のレポートによってのみ
確認された。このレポートによると、バケーションレンタルの住宅所有者の 49％
は、友⼈や家族以外の⼈を招待するつもりはなかった。しかし、2008 年の暴落
（crash）後、同じ⼈々はしばしば別荘の費⽤を⽀払う余裕がなく、別荘の売却
が⼤きな損失を被ることを意味する不況の不動産市場に直⾯していることに気
づいた。報告書によると、賃貸を期待していなかった別荘の所有者のグループの
うち 42％が、今⽇の物件を賃貸するだけでなく、賃貸を通じて家の全費⽤をカ
バーし、28％が安定した利益を上げている。 
歴史は繰り返す  History repeats itself 
2020 年に COVIDが発⽣した直後、私は、私たちの顧客がサービスを提供して
いる市場に新しいバイヤーが流⼊しているのを⾒た。多くのバイヤーが都市や
郊外を脱出し、セカンドハウスを購⼊するのを⾒た。しかし、それらのほとんど
はレンタルとしてそれらを使⽤しなかった。多くの⼈が、それを直接の家族のた
めの隠れ家として使っていた。これらの住宅は信じられないほど低い料⾦で購
⼊され、連邦政府がシステムに投⼊した数兆ドルの資⾦で賄われていた。不況に
陥る中、2008 年と同じように、これらのセカンドハウスの多くが短期のバケー
ションレンタル在庫に変わると強く信じている。 
成⻑はすでに始まっている  The growth has already begun 
実際、このトレンドはすでに始まっていると思う。5 ⽉に、⽶国は 84,000 の新
規リストを追加し、残ったプロパティを差し引いた後、57,000 のリストの純増
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加を⾒た。Airbnb と Vrbo で賃貸可能なユニークなリストは 134 万件あり、こ
れは前年⽐ 24.7％増加しており、⽶国でのリストとしては過去最⾼を記録して
いる。多くの市場では、すでに前年⽐で供給が⼤幅に増加している。テキサス州
ヒューストンでは、過去 12 か⽉で供給量が 55％以上増加し、テキサス州オース
ティンでは 42％増加し、ラスベガスのフェニックス/スコッツデールとフロリダ
州フォートローダーデールはすべて 30％の範囲にある。 
急襲を狙っている機関投資家  Institutional investors waiting to pounce 
短期バケーションレンタル供給の成⻑は、個⼈の住宅所有者だけでなく、住宅市
場が収縮する（deflate）のを待っている数⼗億ドルの現⾦や現⾦同等物を持つ機
関投資家からも加速されるだろう。私たちの前に差し迫った⾦融の「ハリケー
ン」があり、ますます多くの⼈々が彼らの家を売ることを余儀なくされるだろ
う。この不動産の購⼊者の多くは、プライベートエクイティ、ヘッジファンド、
REIT などの機関投資家から来ている。Blackstone Group、Davidson Kempner 
Capital Management、Harrison Street などの資本の豊富な投資家は、彼らの研
究に精通している⼈々によると、代替のホスピタリティ宿泊施設へのエクスポ
ージャーを開発したいと考えている。短期賃貸不動産事業者である AvantStay は、
不動産アドバイザリーおよび資産管理会社である Saluda Grade が資⾦を⽀援し、
不動産資産を保有する会社を設⽴するために 5 億ドルの資⾦調達ラウンドを終
了した。何⼗億ドルもの現⾦を持ち、急襲するのを待っているだけだ。これは新
しい概念ではなく、都市や郊外の⻑期賃貸市場で何⼗年にもわたって⾏われて
きた。しかし、現在、これらの⾦融に精通した機関は、短期バケーションレンタ
ル市場に投資する準備ができている。彼らはより⾼い利回りを求めており、バケ
ーションレンタルはそのボックスをチェックする。プライベートエクイティや
REIT から数⼗億の不動産を取得し、短期のバケーションレンタルに転換するこ
とで、全国の供給が⼤幅に増加する。 
結論  Conclusion 
差し迫った不況は、短期バケーションレンタルの供給を⼤幅に増加させるだろ
う。この供給は、これまで賃貸したことのない第⼆の住宅所有者と機関投資家に
よって⽀えられる。しかし、本当の問題は、この追加の供給がバケーションレン
タル市場全体にどのような影響を与えるかということである。それは料⾦を引
き下げるのだろうか？追加の供給はゲストにとってプラスになるのか？管理会
社、OTA、住宅所有者を含む他のすべての利害関係者にどのような影響があ流
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のか？時間だけが教えてくれる。 
著者: D. Brooke Pfautzは、Vintory の創⽴者兼 CEO 
(7/1 https://www.phocuswire.com/why-recession-will-boom-vacation-rental-
supply?oly_enc_id=7798E1381467C7B ) 
 
14. 7 ⽉ 4 ⽇の週の資⾦調達記事 
l 電気スクーターZipp Mobility 
ダブリンを拠点とする Zipp Mobility は、電⼦スクーターと⾃転⾞の事業を拡⼤
するために 610 万ユーロを調達した。この資⾦調達ラウンドは、英国を拠点と
する資産運⽤会社である Fasanara Capital が主導し、多くの既存の投資家からの
追加投資が⾏われた。資⾦調達は、エクイティとデットを組み合わせたものであ
る。Zipp Mobility の CEO兼創設者である Charlie Gleeson は、資⾦注⼊は「こ
のアプローチをより多くの都市にもたらし、アイルランド、英国、ヨーロッパ本
⼟のより多くの⼈々に持続可能で安全なコミュニティ中⼼のマイクロモビリテ
ィソリューションを提供するのに役⽴つ」と述べている。 
2019年に設⽴された同社は、英国、アイルランド、ポーランドの 9 つの都市で
電動スクーターと電動⾃転⾞を運営している。Zipp Mobility は、以前は多くの
個⼈投資家やエンジェル投資家から、Spark クラウドファンディングプラットフ
ォームでのクラウドファンディングキャンペーンを通じて 210 万ユーロを確保
したと述べている。 
(6/24 https://www.phocuswire.com/zipp-mobility-6-1m-e-scooter-e-bike-
expansion?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_
enc_id=9229H9640090J9N ) 
 
 
 

+++++ 
 


