
平成 15 年 2 月 20 日 
 
 
 
 
 

TD 勉強会 情報 89 
 
 
 
 
 

 

1. 旅行社 GDS 規制緩和楽観論否定にも拘らず 旅行社元気 

2. 2004 年開発トラベル・テクノロジー 

3. 2003 年の期待はずれのテクノロジー 

4. GDS 規制緩和、急速に市場に受け入れられるのか？ 

 

情報 89  （平成 16 年 2 月 20 日）  TD 勉強会 1 



Agents: TDR, February 16, 2004 

1. Travel Agents Keep The Faith Despite Their Optimism 
About GDS Deregulation Decisions Equal Denial 

旅行社 GDS 規制緩和楽観論否定にも拘らず 旅行社元気 

ASTA は、GDS 規制緩和を大きな勝利と言っているが、旅行社は、依然として収入とコン

テントの喪失するかも知れない規制緩和に喜んでいられるのだろうか？ 旅行社は楽観的

であるが、あるエクスパートは、これらのシナリオはありそうもない事では無いと言って

いる。 旅行社は決して競争を恐れてはいないと、Stratton Travel（Oakland, NJ.）の社

長の Terry McCabe は言っている。 フリーマーケットでは、市場が市場自身で自己管理

すると彼は考えている。 旅行社にとって、完全な規制緩和は、多くの旅行社の収入源で

ある GDS インセンティブを規制する筈だった DOT のルール・メイキング案（notice of 
proposed rule making=NPRM）よりよっぽどマシだ、と旅行社は言っている。 旅行社コ

ミュニティーは、旅行社にとって壊滅的な影響を与えたであろう、この NPRM にこぞって

反対していた。 我々は彼ら（DOT）が旅行社と CRS 業界の周りに人工的に築こうとして

いるフェンスの中に閉じこまれるのを好まない。 我々は公平な競争条件を欲している。 

しかし自分たちが望んでいる事には注意が必要とも McCabe は言っている。 
 
Watch Out For Those Airlines 
エージェントは、旅行社は憶測する事を嫌うが、完全規制緩和の環境下に於けるエアライ

ンと GDS の行動を占う業界ご意見番には事欠かない。 多くの“否定論者”は、エアライ

ンが、GDS への運賃提供を中止するかも知れないと心配している。 旅行社にとって、情

報へのアクセスは必須である。 特にその都市が特定のエアライン 1 社に依存している場

合は、情報へのアクセスは不可欠である。 GDS と旅行社のサブスクライバー複数年契約

は、旅行社のナンバーワン・エアラインが GDS から居なくなったからと言って、破棄は出

来ない事になっている、と Carlson Travel Franchise Group の CTC の Roger Block 上級

部長が言っている。 多くの契約は、依然としてある一定の予約セグメント数を生み出す

事を旅行社に義務付けている。 エアラインが本当に GDS から離脱するかどうかは、まだ

良く分からない。 多くの人々と話したが、皆何が起こるか予想がつかないと言っている。 

不吉な事を予想している人達が、人々をその気にさせてしまっているにも拘らず、McCabe
はこれに半信半疑で、旅行社は、エアラインの座席販売にとっては鍵となるディストリビ

ュターである、と言っている。 
 
一方殆どのGDSは、主要キャリアのコンテントへのアクセスを、次の 3年間確保している。 

問題は America West の様な小さなキャリアで、彼らは GDS の選択に慎重になるだろう、

と OnlineTravelReview.com の編集者の Jared Blank が述べている。 
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伝統的キャリアは、GDS を必要としている、と彼は明言している。 America West は、

どの路線に、幾らの運賃を、どのチャネルで提供するのかを真剣に検討している。 America 
West が、GDS との関係を変える最初の候補となると思うと Blank は言っている。 
 
Beware Of GDS Cost-Cutting   
旅行社と GDS の関係は強固なものであり続けるだろう、と旅行社は楽観的な意見を述べて

いる。 エアラインと違って、GDS は何時も旅行社コミュニティーと真のパートナーシッ

プを持ってきた。 American Express は、同様の意見の持ち主で、今までの良い関係を今

後も全ての GDS と持って行くと言っている。 変化は、革新的ではなくて、漸進的なもの

になると考えている、と AMEX は語っている。 
 
しかし本当にそうなのだろうか？ 
 
規制緩和が固まる以前から、エアラインは、殆どの GDS に圧力をかけ、Sabre の Direct 
Connect Availability Three-Year Option の如くの、運賃のフルアクセス提供の見返りに、

ブッキングフィーの値引きに成功している。 既に GDS にとって大きな変化 ―― 即ち

高価な（高いツケとなる）―― の舞台の幕が開かれている。 
 
GDS は、旅行社に支払っているインセンティブについて、確実に検討している。 Sabre
や Galileo は、広範囲なディールをカットし、Worldspan はエアラインとの幾つかのディー

ルをカットしている。 誰かがこのツケを支払わなければならない。 そのツケは旅行社

に回される事になるだろう。 
 
これがまさに問題で、GDS は、旅行社のバリューを認めてはいるが、結局は旅行社が割を

食うかも知れない。 エアラインと GDS と旅行社間の経済的均衡は変化するだろう、と

Block が言っている。 
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Technology: TDR, February 16, 2004 

2. Travel Technology To Take Off (Slowly) In 2004 

Trends in 2003 help forecast the coming year – Part Ⅱ 

2004 年開発トラベル・テクノロジー 

 
テクノロジーは、絶え間なく発展する旅行流通産業にとって不可欠なものである。 最も

ホットなテクノロジーのトレンドについて、エクスパート達は次を挙げている。 
 
Search And Reporting Tools 
昨年は、サーチ・エンジン・テクノロジーが大きな焦点であった。(John Bray  Sapinet)     
それに加えてショッピング・モデルがドラスッチックに変化し、より柔軟性に富んだもの

に変わっている。(Greg Webb  Sabre Holdings)    昨年は、インターネットと GDS の

レート検索ツールが目撃された年でもあった。(John Burns  Hospitality Technology 
Consultant) 流通環境の急速な変化に伴って、旅行流通業者は、流通のオプションの理解

と、使用しているオプションの頻繁なリフレッシュに長けていなければならなくなって来

ている。 旅行業界は、インターネット流通チャネルで起きているオートメーションを求

める様になるだろう。 それは、これから大きくなる、まさにロボティックなショッピン

グとレート検索ツールである。  コンテント管理プロダクト（オンライン･ジャーナルや

blogs に使われている）の旅行分野への適用を考える必要がある。 コンテント管理プロダ

クトは、廉価で、機能的で、たくさんのリンクを張り、異なった方法で多数の情報を同時

に配給するので、検索エンジンの運営方法を変えつつある。 旅行では、Yahoo やその他

の検索エンジンの、フロントやセンターで見せている物を変えるだろう。 これは重要な

事を意味している。 このテクノロジーは、オンライン、プリント、TV ブランディングと

その他のアセット間の関係を管理するビジネスを支援するだろう、と Bray が述べている。 
 
 
Channel Management 
2003 年は、チャネル管理（多数の流通チャネル上の、レートとアベイラビリティーの頻繁

な修正とコントロール）の重要性が、広く認識された年でもあった、と Burns が言ってい

る。 旅行産業は、誰と取引し、インベントリーをどれだけ配分し、そのインベントリー

をいくらで売り、どのような関係をベンダーと保有するか、を決定する産業として成熟し

つつある。 サプライヤーは、全てのチャンネルで販売出来ない事に気が付きつつある。 

2004 年は、より選択的に、より成熟している収入管理とチャンネル管理の、二つのシステ

ムの統合を模索するべきである、と Burns が語っている。 
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Open Source 
全産業に於いて、アップフロントや、コストが掛かるアプリケーションとアプリケーショ

ン・サービスから、コストの低い、或いは無料のアップフロント・オープン・ソース・テ

クノロジーへの動きが存在する、と Datalex のマーケティング・コミュニケーション部長

の David Smith が言っている。 Datalex は、顧客に、オープン・ソリューションを使う

か、伝統的な重いソリューションを使うかのオプションを提供することを考えている。 オ

ープン・ソース・プロダクトは、テクノロジー愛好者達のグループによって開発されたプ

ロダクトで無料が基本。 幾つかの団体では、無料のオファリングのトップに、このサー

ビスを提供している。  オープン・ソース・テクノロジーは、旅行業界にとっては比較

的新しいものであるが、Datalex は、アプリケーションをオープン・ソースで作るパイオニ

アになりつつある。 オープン・ソース・テクノロジーのオプションの動きは、確実に増

加するだろうと、Smith が言っている。 
 
 
Workflow/POS Agent Tools 
テクノロジー会社が、旅行社のエージェントを、過去のやり方に囚われない販売エージェ

ントにする事を試みている。 エージェントに、標準のチェック、顧客情報の取得を確実

に実行させ、旅行保険のような旅行のアドオン販売を確実に行なわせる指示（prompting）
を出す、強力なワークフロー・ツールを開発している。 Prompting ( 指示  )と
active-listening ( 確実な実行) は、売上増加とサプライヤー契約のクオータを達成しなけ

ればならないエージェントにとっては極めて重要である。 
エージェントは、全てのデータとツールを、直ぐ使える手の届く所に置く必要があるが、

業界は、現時点では単一画面上に全てを提供出来ないでいる。 Sabre は、旅行社コミュニ

ティーの為に、全く新しい point-of-sale ツールを、2004 年に開発する予定である、と Webb
が述べている。 
 
 
Timeframe and Reach 
2003 年は、データ・メッセジングの標準化と、来るべき将来の、よりダイナミックなビジ

ネス活動の基盤となる、inter-operable systems である Web サービス導入の為の初期的段

階の年でもあった、と Webb が言っている。 現在このテクノロジーが最終的に導入され

たので、よりダイナミック方法で、より早いペースでファンクショナリティー変更のアプ

リケーションが見られ始めるだろう。 しかしながら、景気の回復に対する慎重な見方に

加え、自己戦略追及よりも、依然として保守的な定型パターンへのビジネスの執着の傾向
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があるので、進展はあるものの、スピードは余り速くないかも知れない、と彼は言ってい

る。  
 
そして何もテクノロジーの進展だけが重要なのではない。 地理的な展開も重要である、

と Smith が言っている。 米国と欧州に誰もが目を向けているが、現在、中近東に於ける

大躍進（特に Emerites と Saudi Arabia Airlines）が存在する。 この地域では、アラビア

語のインターネット予約システムの需要が極めて強い。 テクノロジーが全世界を席巻し

始めている、特に中近東とアジア太平洋地域への展開が注目されている。 
 
 
 
Technology: TDR, February 16 2004 

3. TRB Looks At Technology Let-Downs  
Experts reveal their biggest disappointment 

2003 年の期待はずれのテクノロジー 

 
2003 年の、一般的な流通テクノロジーに対する評価はポジティブなものであるが、何処に

でも“レバタラ”の議論（would-have-could-have-should-have scenarios）が存在する。 

以下は、業界エクスパート達が指摘する、2003 年の期待はずれのテクノロジーである。 
 
1. Where’s the consumer data 
CRM に対する失望が続いている、と Sapinet の John Bray が指摘している。 多くの会

社がロイヤル・カスタマーの獲得に興味を示しているが、顧客の行動を測り、モニターし、

顧客に影響を与える事が出来るテクノロジーへの投資は余り見られていない。 CRM のテ

クノロジーは、既に実証された、効果的な、使える物となっている。 CRM のフロント・

ランナーである Carlson や Harrah’s は、リセッションへの対応もシッカリ出来ている。 
 
2. Why are hotels still relying on intermediaries? 
サプライヤーやホテルは、彼らの顧客を、彼らのブランドのベスト・プライスに呼び込む、

真の、より影響力ある方法を考えつく事が出来ないでいる。 仲介業者をバイパスする事

が進んでいるが、そこでの CRM の欠如が問題となっている。 CRM 無しのサプライヤー

は、仲介業者なしで顧客を捕まえる有効な手立てに不足している、と Bray が述べている。 
 
3. Where’s the Expedia and Orbitz for Business beef? 
McDonald の獲得のビッグなニュースがあったが、その後、全てのオンライン旅行社の、法
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人セルフ予約ツールに勢いが見られない。 多くのメディアで騒がれた割には、本当の意

味でのボリュームと市場の占有の実態が存在しない。 伝統的旅行社は、これらのオンラ

イン・プレイヤーの進出に憂慮しているが、両者の戦いは先の話になるようだ、と Bray が

述べている。 
 
4. Are there some genuinely effective technologies for the hotel arena? 
Hospitality Technology Consulting の社長 John Burns は、ホテル業界の中で、効果的な

テクノロジーが見られなかったと言っている。 現実は、殆どのプロダクトが動いていな

い、と Burns は嘆いている。 多くのプロダクトが立ち上がっているが、良いソリューシ

ョンを望んでいる人々に莫大な妥協を強いている。 残念な事であるが、全てのプロダク

トは初期の開発目論見に到達していない。 
 
One explanation: 
現実を直視しなければならない。 ホテル業界は、インターネットを取り入れた最初の業

界ではない。 ホテル業界は、エアラインと違ったユニークなプラクティスを持っている、

と Datalex の David Smith が述べている。 ホテルは、①レート・ストラクチャーと、②

インベントリー管理と、③セリング・コンテントとマッピング・テクノロジーとを関連さ

せたルールを取り扱わなければならない。 これらの全てが深く理解されていない。 で

あるから、会社が欲しがっている既製品のソリューションが動かない事になる。 彼らは、

彼らのリクァイアメンエトを明確にしていないし、彼らのリクァイアメンエトを良く理解

していない、と Smith は述べている。 
 
 
 
Sounding Board: TDR, February 16 200 

4. Will Deregulation Really Mean Rapid Market Adaptation? 
Insiders share their conflicting opinion on GDS transformation and 

impact 

   GDS 規制緩和、急速に市場に受け入れられるのか？ 

Sabre Holdings のプロダクト・マーケティング部長 Gregg Webb と、Sapinet の旅行とホ

スピタリティーの社長 John Bray が、GDS の再編成とその影響について、異なった意見を

述べている。 以下が両者のコメントである。 
 
Gregg Webb senior vice president of product marketing for Sabre Holdings: 
規制緩和は GDS 間の自由な競争環境を作り、GDS の効率的なサービスの提供を可能にす
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るだろう。 イノベーションとテクノロジーの発揮の余地を拡大し、GDS を、よりサプラ

イヤーと旅行社に密着させるだろう。 そしてＧＤＳが産み出すトランザクションに、多

くのバリューが確実に付け加えられるだろう。 ショッピング・パスにおけるより柔軟性

の提供など多くの開発が行なわれている。 規制緩和は、変化の速い市場への迅速な我々

の対応を可能にするだろう。 
Sabre の Jurni Network は、顧客の予約から、購入履歴と、顧客の人口統計データ

（demographic data）を収集している。 ロイヤル・カスタマーの獲得競争が激化してい

るので、これらのデータは重要になって来る。 我々は長い間ベーシックな問題の実行で

他社とイーブンになる様に努めて来たが、今度は、他の GDS 使用に対して競争上有利なも

のを、Sabre が如何に提供し続けるかが問題になる。 
 
John Bray, vice president of travel and hospitality at Sapient: 
伝統的旅行社は市場で低迷するだろう。 複雑な旅程を保有し、多くのサービスを必要と

している VIP 旅行者が取り残されてしまっている。 従って、旅行社にとっては、これら

の旅客のニーズに対応するコンセルジェ・サービスの如くのビジネスの機会が存在する。 

しかしながら、このサービスは未だ立ち上がっていない。 
GDS は、旅行社のデスクトップにコンテントをローディングし、エアーのみだと 350 ドル

だけど、エアー ＋ カー ＋ ホテル では 400ドル、の様な商売を積極的に展開するだろう。 

旅行社は、旅行社と競合してしまう、GDS のこの商売を中止させる術を上手く見つけ出せ

ないでいる。 
GDS 規制緩和は、大きな影響を与えるだろう。 皮肉的なことに、GDS が、全ての運賃集

め、ソーティングし、ノンバイアスで表示する、長年にわたって開発してきたテクノロジ

ーは、今度は全て元に戻されてしまう事になる。 
優先表示は未だセットアップされていない。 エアラインがバイアスを望んでも、それは

何時可能になるのだろうか？ これらの全てには時間がかかる模様である。  
彼らを、彼らの強みを発揮出来る、異なった市場で競争させる事は、顧客にとって良い事

であると同時に、サプライヤーや規制緩和された四 GDS の全てにとっても、非常に良い事

だと言いたいが、楽観はしていない。 
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