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情報 19 は、PhoCusWright の“Hotel & Lodging Commerce 

2002-2005”の第１章のみを抜粋したものである。	 全レポートを希

望する人は、勉強会まで連絡ください。 

 
 

 
 
 

目	 	 次  
 
 
 

第1章  エクゼクティブ	 サマリー：迷路の航海  P 2 

第2章  プロパティータイプ：組織と市場の分類  P12 

第3章  オンライン市場の規模と重要性    P23 

第4章  仲介業者  の  変  貌      P31 

第5章  オンライン旅行社 :市場シェアーの争奪戦  P50 

第6章  ホテルと仲介業者、流通迷路の航海   P63 

 

 

筆者	 紹介	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  P99 



情報	 19  TD勉強会 3 

 
 
 



情報	 19  TD勉強会 4 

Chapter 1  

Executive Summery: Navigating The 
Maze 
エクゼクティブ	 サマリー：	 迷路の航海  
 

Introduction	 はじめに  
 
ホテル流通に劇的な変化が起こりつつある。	 e-コマースの成長、新テクノロジーとその経
済活動の全てが、変化の担い手となっている。	 ホテルオンライン予約は、ホテル全予約

の 9％（ 2002年）から、4年間で、20％（ 2005年）に拡大するだろう。 
この 4 年間に、ホテル流通網、―	 個々のホテル、ホテルチェーン、GDS、コールセンタ
ー、オンライン旅行社、オフライン伝統的旅行社	 ―	 のビジネスモデルと、その重要度

（ their prominence）が根本から変わるだろう。 
 
オンライン旅行社である Hotels.comや Expediaの成功は、マーチャントモデル或いはホー
ルセールモデル（この章の定義を参照）によるホテル販売で、利益を上げたためである。	 

広告とマーチャンダイジング販売がミックスを加えている。	 旅行社と GDSは、彼等の経
済モデルを根本から変えつつある。	 オフライン旅行社は、ホテルの特定トランザクショ

ンに対するコミッションの劇的な減少、さらには消滅に備える為に、サプライヤーが支払

うコミッションから、顧客の手数料ベースのモデルへ転換しつつある。	 Sabreは、既にオ
ンラインマーチャントになっているが、その子会社の Travelocityは、最近、自身のオンラ
インマーチャントレート	 プログラムを発表した。 
 
相次ぐ合併、提携と買収が、特定のオンライン旅行社と GDSを繋ぎ合わせている。	 世界
最大のホテル	 フランチャイザーである Cendantは、１） GDS＝ Galileo、２）スイッチ
と流通サービス会社＝ WizCom、Trust International、３）オンライン旅行社＝ Cheap 
Tickets、Trip.com、Lodging.com等、幾つかの最近の買収により、ホテル流通上に自分達
の所有ホテルを集結させている。	 さらには、Hotels.comと Expediaの大株主であるメデ
ィア会社の USA Interactive は、オンライン旅行社のホテル市場の半分をコントロールし
ている。 
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このような背景に対し、ホテルチェーンは、ホールセール契約によってオンライン旅行社

に取られつつあると彼等が言っている、価格とインベントリーとカスタマーリレーション

のコントロール権を得る事に躍起となっている。	 彼等は TravelWebと呼ばれる Pegasus
と共同して立ち上げたサイトを通じて、唯一対抗している。	 レジャー、規定外ビジネス

（ unmanaged business ）、法人、イベントゲストのランドスケープの＄ 70B （≒8 兆 4
千億円）の市場が、シェアー争奪戦の戦場である。 
 
この戦場の基本的な資産は、豪華ホテルからエコノミーホテル、リゾートや B&Bと、異な
るホテルプロパティーの集まりである。	 同一ホテル内でさえも、異なったタイプの客室

やサービスレベルやパッケージが、お互いにゲスト収入獲得を競い合っている。	 ホテル

の管理と所有は、分割されている。	 幾つかのケースでは、所有と管理が同一である｡	 そ

の他のケースでは、不動産投資トラスト（ real estate investment trusts/REITS）、所有会
社、管理会社、フランチャイザーと、それらのコンビネーションによるものを含む、経営

と財務的アレンジメントによって分けられる。 
 
ホテル経営者の市場の見方も異なっている。	 ある者はビジネスを生み出すチャネル別に、

すなわち、直販、チェーン CRS、GDS、ホールセラー、旅行社別に。	 他の者は、顧客タ
イプ別に、すなわち、法人、規定外ビジネス、レジャーとグループ別に。	 それ以外の者

は、顧客ロイヤルティーに基づき市場を見ている。	 そしてほとんどの市場は、それらの

コンビネーションによるものである。 
 
顧客とホテルサプライヤーを繋ぐ流通システムは、当惑するほど複雑な多くのいろいろな

代替経路を含んでいる。	 （ Table 1.1参照）	 ヒューマンと電子的な仲介業者の迷路によ
り、客室とゲストが一緒にされる。 
これらの仲介業者は、 
□	 ホテルのサービスとプロパティーを、描写し、表示し、値付けし、比較し、 
□ 予約、取消し、再予約、コンファーム、アップグレードを行い、 
□ ゲスト、仲介業者、チェーン、管理会社やその他の為の、インボイスとアカントを精

算し、 
□ ゲストに対し付加価値を提供する一方で、	 サプライヤーのより効率的で利潤発生可

能な取引のために、実績の把握と予測を提供する。 
 
個々のプロパティーは、いろいろな仲介業者を通じて顧客にリーチする。	 選ばれた道は、

オキュパンシー、ADR (average daily rate)、トランザクション	 コスト、価格、インベン
トリー、アベイラビリティーとカスタマーリレーションに密接な関わりを持つ。 
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Key Findings 	 キーファインディング  
 
キーファインディング、トレンドとまとめは以下の通りである。 
 
□ 旅行者と旅行プランナーとビジネスそのものは、オンライン購入志向に継続してシフ

トしつつある。	 2002年には、オンラインホテル販売は、＋ 49％成長し US$6.3B（≒
7 千 6 百億円）に達するだろう。	 2005 年には、米国では、5 部屋の内１部屋は、オ
ンライン予約となるだろう。 

 
□ ホテルは継続して自社サイトの直販拡大に成功するだろうが、その成功はオンライン

旅行社の犠牲によるものではない。	 レジャー旅行者は、オンライン小売業者が提供

するプロパティーの品揃えと選択を単に好みはするが、ホテルWebサイトは、フリー
クエント客（ビジネス客）の使用により、オンライン旅行社を凌駕するだろう。 

 
□ 主要チェーン、GDS、TravelWebは、現在のオンライン小売業者とホールセラーに挑

戦を試みるだろう。	 ホテルは、継続して投資し、直販Webサイトを改善するだろう。	 
GDSと TravelWebは、プライベートラベルのディスカウント	 アウトレットとしての
彼等の役割を拡大するだろう。	 一般的には、オキュパンシーの上昇は、マージンと

ホールセール販売のニーズを減少させるだろう。 
 
□ チェーンに属さない宿泊施設（タイムシェアー、ビラ、バケーションレンタルなど）、

イールド管理エンジン、ダイナミックパッケジングと広告やメディアサービスのよう

な付加価値サービスを提供する事によって、GDSは自己改革する潜在力を有している。 
 
□ 仲介業者に対するホテルのコミッションの支払は、シェアーシフトとその他の付加価

値サービスのための、出来高払い制プログラムに取って代わられるだろう。 
 
□ 大手の伝統的旅行社、GDSと DSP（ Distribution Service Provider ）の役割は、大

量のパッケジング、情報、マージン管理、その他のホテルが関連する法人とレジャー	 

サービス、を提供するために拡大し、統合し、或いは協働（ collaborate）するように
変化するだろう。 

 
□ オンライン旅行社と GDS は、その成長の為に、中小企業（年間$3M≒3.6 億円以下の

出張旅費を支出する SME＝ Small and Medium-sized Enterprise）市場に対するサ
ービス提供と販売に焦点を当てるだろう。	 チェーンは誰もが欲しがるが捕らえ難い
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これらの市場の獲得に挑戦するだろう。 
 
□ 会議市場では、場所とプロパティーの検索と、参加者管理、調達、予約、ポリシー	 コ

ンプライアンス、データ分析の如くの主要な機能の遂行のために、インターネットの

使用が増加するだろう。	 しかし現在は、会議市場の極一部のみがオンライン化され

ているに過ぎないので、その変化は遅いだろう。 
 
□ 殆どのチェーン幹部は、ホールセールとマーチャントモデルの利点は、インベントリ

ーを動かすための手段であると認識しているが、価格のダイリュージョン効果と、ADR
へのネガティブな影響については、その略誰もが懸念している。 

 
□ 流通は益々複雑化するので、多くの流通チャネルの中で、ホテルは、価格、アベイラ

ビリティー、コンテント、メディアとディスプレーポジショニングを、より効率的に

管理するだろう。	 既存の DSPや新規参入者は、チェーンのこれらの目標を達成する
手助けをするだろう。	 より多くの情報とオキュパンシーの上昇（経済の回復の後押

しにより）により、1987年以来見られていない RevPar（ revenue per available room
＝ ADRとオキュパンシーの関数―function―である）の下落の反転の為に、ホテルは
ゆっくりではあるが、安定的に、価格とインベントリーのより多くのコントロール権

を得るだろう。 
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