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序論および市場展望

2017 年の世界の旅行総取扱額は 1.6 兆ドルに達し、旅行業界は世界で最大かつ最も急
速な成長を遂げつつある業界の一つになっている *1。間接的な経済効果も含めると、旅
行・観光業界は世界の GDP の 10.2％を占める大きな存在となっている *2。

過去 20 年間で、世界の海外旅行者数（出国
者数）は約 6 億人からその倍以上の 13 億人
に膨れ上がった（図 1 参照）*3。新興諸国から
の旅行者の多くは生まれて初めての海外旅行
に出かける人たちで、何十億ドルもの新たな
旅行需要をもたらしており、旅行業界が世界
の GDP 成長率を上回るペースで拡大する要因
となっている *4。2018 年以降も成長は続く見
込みで、旅行業界はますます隆盛をきわめる
ことになるだろう。

図1：世界の海外旅行者数（出国者数）
（1996～2015年）
1.6
1.4
単位： 億人

世界的な経済力の高まりが市場拡大の大きな
原動力となっている。毎年、新興国と先進国
双方から何百万人もの消費者が新たに旅行人
口に加わり、その数を押し上げている。その
多くは、可処分所得が増え、初めて世界を体
験できるようになった人々である。眠れる巨
大市場は完全に目を覚ました。その影響を過
小評価することはできない。
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米国の旅行市場は、世界の旅行人口拡大の恩
恵を最も享受している市場の一つである。国
外から米国を訪れた旅行者数（入国者数）は
この 2009 年から 2016 年にかけて 5,500 万
人から 7,590 万人へと 38％拡大した *5。こう
した訪米外国人の消費支出にその他の主要な
押し上げ要因が加わり、航空、宿泊、レンタ
カー、クルージング、鉄道、パッケージ旅行
の 6 部門で構成される米国の旅行市場の規模
は 2017 年、過去最高の 3,530 億ドルに達し
た *6。2018 年も 5％という高い伸びが予想さ
れており、年末までに 3,700 億ドルの大台に
乗る見込みである *7。
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2018 年における米国旅行業界の主な成長要因
• 好調な個人消費：米国経済の足元の動向は拡大基調が続くことを示
しており、2018年を通じて2.0～2.5％の成長率が維持されると予想さ
れている*8 。その大きな原動力となっているのは消費者である。労働
市場が堅調に推移し、インフレ率が低い水準にとどまるなかで所得が
上昇しており、消費者は引き続きその恩恵を享受している。2017年に
米国の失業率は過去最低の4.2％を記録し、この1年間、毎月平均約
14万8,000人分の新たな雇用が生み出された*9。住宅価格が上昇し、
株式市場が活況を呈していることから、家計資産も上昇している。こ
れらの動向は消費者意欲を高める方向に働いており、地政学的側面
や経済政策面で若干の不確実性があるものの、2018年を通じて旅
行支出の堅調な伸びに拍車をかけることになるだろう。

リスクを軽減し、成功に向けた計画を構築する
すばらしい 1 年に向けて舞台は整ったかに見えるが、2017 年は、巨大
でありながら崩れやすい旅行業界のエコシステムの脆弱さをはっきりと
思い知らされた年だった。米国、メキシコ、カリブ諸国に大惨事をも
たらした強烈なハリケーンや山火事、地震からバルセロナやラスベガス
で起きた無分別で恐ろしい襲撃事件まで、さまざまな外的事象によっ
て連鎖反応が引き起こされ、業界全体が混乱に陥る可能性がある。誰
もがうらやむ保養休暇を失いたくない旅行者は、広義の旅行関連業界
とともに、苦難の時を耐え忍び、復活する強靭な粘り強さを発揮して
きた。時折不運な事件が起きて業界に衝撃を与えるが、その衝撃はた
いてい、世界を体験し、友人や家族と有意義な思い出をつくりたいと
いう消費者の強い願望に打ち消される。とはいえ、旅行会社が直面す
る不確実性を踏まえると、戦略的な全社的リスク管理（ERM）は長期
的成長戦略と密接に結びつけ、サイバーセキュリティや食の安全のよ
うに注目度が高く、変化し続けるリスクへの警戒を主眼とするものでな
ければならない。

• 競争が激化する航空業界：格安航空会社（LCC）や外国の航空会社
からの激しい攻勢は、燃料価格の低下も相まって、2018 年も引き続
き航空運賃を押し下げる要因となるだろう。より高い利益率を目指す
従来型の航空会社にとっては試練であるが、低価格の航空運賃は、
ホテルやレストランをはじめとする旅行事業以外の部門における消費
2018 年は、イノベーションが火付け役となり、業界全体に否応なく成
拡大につながる可能性がある。航空運賃の大幅な引き下げはしばし
長と変化をもたらすことになるだろう。既存の大手旅行会社はいつで
ば人々を旅行に駆り立てるからである。
も機敏に対応できるよう注意を払うべきだが、少し大胆になる必要も
• 堅調な出張需要：力強い経済は企業活動を活発化させる。2018 年 あるだろう。拡大する旅行市場に魅せられて、希望に満ちた新興企業
は企業の出張需要が好調に推移すると予想されている。世界的に不 が次々と参入しているが、各々が業界の現状を変えるための大胆なアイ
透明感が漂う中、出張需要は 6.1％増という 2011 年以来の高い伸び デアを持っている。世界の旅行業界全体で巨額のイノベーション投資
率が見込まれている *10。
が行われていることを軽んじるべきではない。この 2 年間で新興の旅
行会社は合わせて 300 億ドルの資金調達を行ったが、これはほぼ過
• 支出はモノから体験へシフト：旅行需要はモノの需要を上回るペース
去 10 年間に調達された資金の総額に相当する *12。こうした新規参入
で伸びている。個人消費支出の過去の推移を見てみると、消費者生
事業者のいずれかが業界の力学を完全に変えることになるのは確実で、
活関連の主要品目である車、ソファ、冷蔵庫、家電製品などの耐久
問題はいつそれが起きるかということである。陸上交通やホスピタリ
消費財への支出がここ 10 年あまり減少傾向にあることがわかる。衣
ティといった分野では、すでにそういう事態が起きている。
料品支出でさえも下がっている。かわりに、レクリエーション、旅行、
外食など体験型の支出が増加傾向にある *11。
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ホスピタリティ業界：成長のハードル
景気後退後の力強い拡大は収束しつつあるようだが、ホテル業界は
2018年も5～6％の伸び率を維持する見込みで、ホスピタリティ業界全体
の総取扱額は過去最高の1,700億ドルを達成することになりそうだ*13。ビ
ジネス需要・レジャー需要ともに好調に推移しており、ピーク時の平均
客室単価（ADR）
（2017年の年初来10月までで＋2.4％）や1日1室当た
りの客室売上高（RevPAR）
（同＋3.0％）など、力強い基礎的指標の達
成に寄与している。客室稼働率は66％前後で推移しており、ピークに達
したようである*14。

しかし、一部の業界アナリストは、ホテル業界が長期にわたり好調を維
持していることを懸念要因と受け止めている。従来、ホテル業界は周期
的に拡大と低迷を繰り返してきており、拡大期が長く続いた後は激しく
落ち込むことが多かった。直近の低迷期は2010年で、特に市場の周期
が概ね10年であることから、市場がいつ軟化してもおかしくないと考え
る向きもある。しかし、一部に不透明感があるものの、今後のホテル業
界のパフォーマンスについては、強気な見方をする向きの方が多いよう
だ。

ホテル業界全般としては引き続き明るい兆候を示しているが、一部の地
域は2018年も大きなハードルに直面することになるかもしれない。例
えば、ニューヨークやシカゴでは、供給が増えすぎて、各ホテルは宿泊
料を引き上げるのに四苦八苦している。実際、ニューヨーク市内に立地
するホテルの数は、2008年以降55％増えて634軒、11万5,000室に達し
ている*15 。ホテル経営者は増加する民泊との競争にすでに晒されてお
り、稼働率100％を目指すには魅力的な宿泊料を設定しなければなら
ない。こうした市場状況は成長力を弱める要因となっており、供給過剰
に対処するために、サービスや維持管理のための出費を抑えたり、市の
職員に固定資産税改革を働きかけたりするホテル経営者も出始めてい
る。

中級ホテル体験を刷新する
ホテル業界全体の先行きは概ね明るいが、イノベーションを怠れば市場
シェアを失うことにもなりかねない。今日の消費者は、旅行アプリで何
度かスワイプするだけで、これまでよりはるかに多くホテルや民泊施設
を比較検討できる。しかし、選択肢がかつてないほど増えれば、同様に
期待もかつてないほど増え、旅行者は「ありふれた」ホテル体験を良し
としなくなる。指先を滑らせるだけでホテルのレビューを読み、バーチャ
ルツアーを楽しめるので、旅行者は、真に独創的で印象に残るものがな
く「大きいだけの」ホテルを簡単に嗅ぎ分ける。

ホテル経営者は急速に体験型志向にシフトしつつあるが、ほとんどのイ
ノベーションは高級志向の客層を対象としており、中級ホテルは体験型
への改革が待ったなしの状況となっている。2018年にホテル開発業者
の注目を集めるセグメントがあるとすれば、それは中級ホテルである。
先見の明のあるホテルはすでにこの機をとらえて、高価なライフスタイ
ルホテルの外観、雰囲気、体験を部分的に楽しめるパッケージプランを
手頃な価格で提供している。中級ホテル体験を刷新する手法としては、
現代的なデザイン美の追求、より充実したインターネット環境の提供、
F&B（飲食）のイノベーション、共用空間の再考などが考えられる。中級
ホテルは投資案件としても魅力的である。開発費用が高級ホテルやラ
グジュアリーホテルに比べて安く、大勢の運営スタッフを抱える必要も
ない。
2018年は中級ホテルの競争が激化することになるだろう。これを機会と
とらえる意識は高まっており、先進的なホテルは新たなブランドを速い
テンポで立ち上げている。多くの中級ホテルの建設が進められており、
2018年はより価値重視型のライフスタイルホテルが登場することにな
りそうだ。
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航空業界：未来の空の旅に投資する

航空会社にとって、2018年は次世代の空の旅のあり方を見出すために
前進する機会が訪れる年になるだろう。500億ドルを超える損失を出し
た苦難の10年は過去のものになろうとしている*16。燃料価格の低下、搭
乗率の上昇、新たな販売戦略、業界再編を追い風に、米国の航空大手
6社は連続して利益をはじき出し、事態を好転させつつある。米国の航
空各社はこの上昇気流をとらえるべきである。そのためにはまず、ここ
何年か業界全体が競争圧力にさらされ、なおざりにされてきた重要な
インフラと技術への投資を行う必要がある。
多くの航空会社は正しい方向に進みつつある。インフラ面については、
大手各社が大規模な空港設備投資や保有機数拡大の計画を相次いで
発表している。いずれも増大する旅行需要を取り込むためには必要不
可欠である。また、航空各社は、旅客の高まる期待に応えるべく、座席
のリニューアル、衛星Wi-Fiサービス、頭上荷物棚の容量拡大、電源の提
供など切要な機内設備の拡充にも取り組んでいる。航空機リース市場
は競争が激しいことから、航空各社にとって好条件で必要な資金を調
達しやすい状況が続き、2018年も保有機数の拡大が可能と思われる。

航空管制改革は2018年を通じて重要なインフラ関連議題となり、航空
業界に大きな影響を及ぼすことになるだろう。航空管制の民営化を支
持する人たちの中には、予算審議の不確実性は、FAAが遅れを取らぬよ
うテクノロジーをアップデートする能力に制限を掛けていると考える向
きもある。テクノロジーアップデートの具体例として、空の交通の過密化
が進むなか、飛行経路の最適化に大幅に貢献すると考えられる衛星ナ
ビゲーションやデジタル通信などがある。

航空を支える次世代テクノロジー
空港ターミナルの車寄せに降り立った瞬間から搭乗口を通り抜け目的
地に着くまでの体験を徹底的に変える必要がある。顧客満足度という
点では、航空業界は現在、43業種中37位で、航空各社は無線電話サー
ビス会社や保険会社と同レベルに甘んじている*17。その根本的な原因
を理解するのは困難なことではない。何百万人もの乗客を飛行機で世
界各地に運ぶ航空事業というビジネスは、航空券の発券・予約システ
ム、空港、航空機、ゲート、手荷物処理システムからなる複雑なネット
ワークに支えられている。これらのシステムは、混雑や統合問題だけで
なく、気象状況や設備故障が原因で支障をきたすこともある。複雑な
運航業務は航空会社の最新技術の導入を妨げてきた。これを示す典型
的な事例として、10年も20年も前に導入した古いシステムを使い続けて
いる航空会社があることが挙げられる。
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いくつかの新しい技術を組み合わせることで、航空業界に驚くべき解決
策を生み出すことができる。もっと具体的に言えば、セキュリティチェッ
クポイント、手荷物処理システム、飛行経路最適化、混雑した空港内で
の誘導、気象状況による遅延や設備故障の影響の軽減など、問題が指
摘されている点への対応ができるようになる。航空機の誤作動の原因
となるさまざまな問題を解消するために、モノのインターネット（IoT）、
ロボティクス、3Dプリント、アセットトラッキング、スマート人材といった
技術がどのような効果をもたらし得るかを示すシナリオを以下に紹介す
る*18。
• 飛行中のトラブルの検出・伝達：モノのインターネットにつながった
航空機部品が飛行中、正常に機能していない場合はこれを検出す
る。当該機より機能不良の部品があることを地上に連絡し、到着後
直ちに修理する。
• オンデマンド型サプライチェーン：修理に使う部品は当該機到着後直
ちに交換する必要があるため、到着前に到着空港の3Dプリンターに
信号を送り、部品を準備する。

• コネクテッドな自律走行式駐機場作業車両： 3Dプリンターで出力し
た部品は到着ゲートに届けなければならない。自律走行車が部品を
ピックアップして所定の場所に届ける。

• コネクテッドな作業員：整備士はメガネ型ヘッドアップディスプレイ
でクラウドから取り込んだ書類を参照する。ワイヤレスタブレットに
接続したボアスコープを使って、別の場所にいるエンジニアにライブ
画像を送り、その知識を修理や検査に活用できるようにする。
この機体の運航を中止して、旅客を遅延で苛立たせるのではなく、予定
通りの時刻に目的地に向けて出発させる。この事例は、さまざまな技術
基盤を組み合わせることで生み出される相乗効果がいかに大きな威力
を発揮するかということだけでなく、航空機の運航と顧客経験が切って
も切れない関係にあることを示している。
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価格競争に対抗する
従来型の航空会社と格安航空会社の全面的な価格競争
は2018年も続く見込みで、前者が収益を拡大する上で課
題となっている。従来型航空会社の最大の武器の一つは、
商品とサービスの品質と価格を絶妙なバランスで組み合わ
せることで、できる限り幅広い顧客層を惹きつけ、できる限
り高い価格で販売することである。大手のホテルがずっと
前から認識しているように、唯一の正解というものは存在
しない。むしろ、多様なブランドポートフォリオを持つこと
が、格安なエコノミーから高価格なアップスケールまでさま
ざまな価格志向の消費者につながる機会をもたらす。
多くの従来型航空会社はホテルを手本にしている。しか
し、ホテル経営者が自由な発想で新たなブランドを立ち上
げているように見えるのに対して、航空会社は航空機の客
室という決められた枠の中で何とか最大限の結果を出そ
うとしている。これまで以上に多様な商品やサービスレベ
ルの差別化で客室の細分化を図る一方、ベーシックエコノ
ミークラスという新たな価格帯を導入して価格に敏感な顧
客の獲得に躍起になっている。航空各社にとって2018年
は、引き続き、保有する航空機の価値を余すことなく引き
出すためにさまざまな新しい販売戦略を打ち出していく1年
になるかもしれない。
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レストラン業界：
新たな競争の時代で成功する
より多くの時間を仕事に費やし、ますますバラエティ豊かな食事やデリ
バリーサービスを目にするようになったアメリカ人は、外食の比率が増
えており、現在、食品支出1ドルにつき44セントを外食に費やしていると
推定されている*19。こうした外食志向の高まりは、2018年にレストラン
業界が全体として適度な成長を遂げる上で追い風になると思われるが、
その一方で、シェア拡大を目指すレストランブランドには相応の困難が
待ち構えている。衰退しつつあるドットコム時代から抜け出るための戦
略を求めていた銀行や未公開株式投資会社は、2000年代初めに、レス
トラン業界に巨額の資金を投入し始めた。米国には現時点で62万を超
える飲食店舗があり、その数は人口増加率の約2倍のペースで増加して
いる*20。

従って、レストラン業界ではかつてない激しい競争が起きている。こうし
た状況下で成功をおさめるには、2018年以降の業界勢力図を決定づけ
る数々の戦略要件に力を入れる必要がある。

• 顧客体験を取り込む：競争の激しい今日の外食市場においては、お
いしい食事を手頃な価格で提供するだけでは成功できない。食事と
ともに差別化された顧客体験を提供する必要がある。とはいえ、差
別化はそう簡単ではない。顧客体験のあらゆる側面でやるべきことを
適切にやらなければならない。すなわち、価値、メニュー、質、そして
これらの要素を束ねて提供する優秀なマネジャーと従業員がすべて
揃っていなければならない。

• 従業員のエンゲージ（参加）を推進する：成功をおさめている事業者
の多くは、戦略的な従業員エンゲージメントプログラムを実施するこ
とが顧客体験の再定義と転換を図り、ブランドロイヤルティを高め、
市場シェアを拡大するための基盤になることに気づき始めている。意
欲が高く積極的に仕事に取り組む従業員は優良な顧客体験を提供す
る上で中心的な役割を果たしている。例えば、顧客が来店するとき、
持ち帰りの品をピックアップするとき、自宅でデリバリーサービスを受
け取るときの対応や言動、注文した食事がどれだけ迅速かつ手際よ
く用意され、提供されたかなどがある。当社が最近実施した顧客体
験調査では、気さくで親切な従業員の存在がレストランにおける好ま
しい体験に最も必要な要素であるという結果が得られた*21。
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• デリバリーサービスを制する：フードデリバリー注文アプリの波が押
し寄せた結果、いつどうやって食事をとるかについての消費者の期待
は恒久的に変わった。一部の事業者にとって、第三者が運営するデジ
タル配送への移行は、膨大な数の消費者に認識され、大量の注文を
獲得する機会となり得る。それ以外の事業者は、収益の減少は言う
までもなく、顧客との直接取引を通じて好みを把握し、より良い関係
を構築する機会を失うことになる。

• 従来とは異なる事業者と競争する：混雑をきわめるショッピングモー
ルのフードコートを大勢の人たちが行き来する時代は終焉を迎えつつ
ある。他では味わえない食体験、その土地ならではの食べ物、便利さ
を求める傾向の強まりは、従来型の飲食店から客足を遠のかせてい
る。あちこちの路上に現れる屋台やフードトラックから高級スーパー
内のレストランや会員向け食材宅配サービス、果てはシェアリングエ
コノミーが可能にした個人主催の食事会までさまざまな形態のサー
ビスが生まれ、従来型の飲食店とは異なる食体験を探索する人々が
増えているからだ。従来型のレストラン事業者はこれまでの戦略に固
執することのリスクを検討すべきである。
• 優れた運営とコンプライアンス：多くのレストラン事業者は、より優
れた技術の実用化を通じて優れた運営の実践を強化し、チームメン
バーの能力向上を実現するために、早急に店舗運営を強化する必要
があることを認識しつつある。これを行うことにより、店舗の業績改
善、顧客ブランド体験の向上、法令順守の強化を実現することが可能
となる。

ウォール街はレストラン業界への投資攻勢を強めており、業界として
は、2018年を通じて競争が激化し、イノベーションの水準が高まると考
えておくべきだろう。未公開株式投資会社は言うに及ばず、より広く投
資業界を見渡しても、実績のある大手のレストラン事業への安全確実
な投資に限定しようという姿勢はもはや見当たらない。メニューや技術
やサプライチェーンに関する大胆で革新的なアイデアを持つ比較的小
規模なレストラン事業者に投資家は注目を高めている。巨大資本はイノ
ベーションとチャンスを探し回っている。資本投資と新たなアイデアの
ぶつかり合いが業界全体にかつてないディスラプション（破壊的創造）
を引き起こし続けることになるだろう。

業界展望 2018︱旅行・ホスピタリティ
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より大きなエコシステムの構築：
周辺領域の力を解き放つ
旅行・ホスピタリティ業界の総取扱額の大部分はホテルと航空会社に
よるものであるが、飛行機に乗って、ホテルの部屋で時間を過ごすため
に旅に出る人はほとんどいない。異国情緒あふれる浜辺でくつろぐにし
ても、初めて食べる料理を試すにしても、古代遺跡を巡るにしても、旅
は経験がすべてである。今日の大手旅行事業は、既成概念にとらわれ
ない発想をすることが利益につながり、そうすることで、顧客の旅行体
験全体を通じてより必要とされる存在になる方法を見出すことができ
る。多くの事業者にとって、これは、航空券やホテルの手配のような中
核業務の外側に目を向け、周辺領域の力を探求することを意味する。

健康のおもてなし：健康志向の消費者を取り込む
健康とウェルネスは、旅行・ホスピタリティ事業者にとって、ますます
増える健康志向の消費者の旅行体験をよりすばらしいものにする大き
な機会となる。次なる1兆ドル産業とされる健康・ウェルネス産業は、
フィットネスや健康的な食事からスパ・エステ、職場におけるウェルネ
ス、代替医療、美容、アンチエイジングまで、ありとあらゆるものに関わ
る*22。多くのホテルは注目し始めており、健康・ウェルネス分野におけ
る刺激に満ちた新たな成長機会に乗じて自社のブランドを押し出そう
と、さまざまな戦略を導入している。

健康・ウェルネスの最前線は健康に特化したリゾートにある。これらの
リゾートは何十年も前から健康のおもてなしを提供してきたが、ここへ
きてサービスの成熟度が一気に増している。最新鋭のウェルネス体験
を提供するために、医師や看護師、栄養士、理学療法士、行動健康の
専門家など、医療に関するあらゆる分野の専門家を配置し始めている。
彼らの専門知識によって、朝のヨガクラスと健康的な食事というありふ
れたウェルネスサービスの枠を超えて、総合的な医療診断を行い、個々
の顧客のニーズに応じた健康生活プログラムを次の段階に引き上げる
ことができる。
健康・ウェルネス関連事業の拡大を目指すホテルチェーンには、乗り越
えるべき重要な課題があるかもしれない。例えば、上記のような健康・
ウェルネスリゾートはたいてい驚くほど高額な料金を設定している。大
規模なホテルチェーンとしては、何とか工夫して、もっと幅広い層の消費
者を対象とするパッケージプランを提供するための方法を見出す必要
があるかもしれない。同じく困難な課題であるが、健康な生活に関する
消費者の考え方や好みは千差万別で、幅広い顧客基盤を持つ大規模ホ
テルチェーンは、ブランドポートフォリオ全体から容易にサービスを選
べるようにすべきだろう。一部の消費者は旅先での健康オプションを歓
迎し、中には積極的に追い求める人もいるだろうが、健康オプションが
あることで足が遠のいてしまう人もいるかもしれない。
さまざまな課題はあるものの、多くのホテルチェーンが健康・ウェルネ
ス関連事業に進出しつつある。一部のホテルチェーンはリゾートやスパ
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を買収したり、フィットネスにヒントを得た新たな独自ブランドを立ち
上げたりしている。こうした戦略の場合、他の自社ブランドの印象に影
響を及ぼすことなく、健康・ウェルネス分野に直接進出することがで
きる。一方、目標とする体験を自社のすべての手持ちブランドに対して
横断的に導入している事例も存在する。例えば、空気清浄機、室内に
フィットネス器具やビタミンが注入されているシャワーヘッドなどが備
え付けてある特殊仕様の客室へのアップグレードなどがある。
今日、健康・ウェルネスプログラムはホスピタリティ関連分野でより広
範な広がりを見せているが、将来的には旅行業界のさまざまな分野に
広がり、旅行体験の重要な要素になるだろう。

現地ツアーとアクティビティ：
オンライン旅行会社に残された最後の未開拓領域
現地ツアーとアクティビティは、旅行会社にとって周辺領域を活用する
もう一つの大きな機会となる。旅行業界はともすれば規模の大きな分野
（ホテル・航空）にばかり関心が向かい、アクティビティ消費は見過ご
されがちである。トラベルアクティビティ（旅先でのツアー、アクティビ
ティ、アトラクション、イベントに費やした合計額）は旅行業内の部門と
しては3番目に大きく、世界全体の旅行収入の10％を占めている（レンタ
*23
カー市場の約2倍の大きさ） 。その規模は2020年までに1,830億ドル
に達すると見込まれており、ホテルやオンライン旅行会社にとっては、
現地ツアーやアクティビティを自社のデジタルエコシステムに取り込む
とてつもなく大きな機会となる*24 。現地ツアーとアクティビティは新た
な収入源となるばかりでなく、顧客の好みや興味を見るまったく新たな
視点を旅行会社に提供することになるかもしれない。
しかし、現地ツアーやアクティビティに関する機会がこれまでほとんど
見向きもされなかったのには大きな理由がある。この市場はきわめて
細分化され、標準化が進んでおらず、デジタル化にも立ち遅れている。
事業者の多くは小規模（大半は年間売上高25万ドル未満 *25）で、依然
として電話と紙のチケットで商売をしている。実際、この業界の総取扱
額の80％超はオフライン事業者によるものである。在庫の一元管理や
世界規模でのオンライン販売に必要なデジタル化はまだ起きていな
い。

こうした市場の状況は急速に変わりつつある。現地ツアーやアクティビ
ティに関する情報収集サイト（アグリゲーター）がこの問題を引き受け、
少数の特定事業者が大きく躍進している。旅行会社にとっては、現地ツ
アーやアクティビティの分野で適切な提携先と組むことが、事業領域を
拡大し、自社の保有資産や主要サービスの枠を超えた顧客体験を生み
出すための大きな足掛かりとなるかもしれない。

業界展望 2018︱旅行・ホスピタリティ

未来の旅行のあり方を形作るテクノロジー
人工知能
「新たな電気」ともてはや
される人工知能（AI）は、
より高性能のバーチャルア
シスタントの構築からビッ
グデータ関連技術まで、新
たに開発されている、さま
ざまなテクノロジープラッ
トフォームの背後にある動
力源となっている。

オンライン旅 行 サイトは
個々の旅行者の好みに合っ
たプランを提 案 できるよ
う「学習」を重ねている。
チャットプラットフォーム
は各事業者がより優れた
サービスを提供する助けと
なっている。機械学習は、
旅行事業者が写真やビデ
オ、ソーシャルネットワー
ク上のデータ、自然言語な
ど、自社の事業と関連性の
ある膨大で 体系化されて
いない情 報を理 解するの
を助けてくれる。

重要なポイント

人工知能はまだまだ先が
長い。2018年は、旅行者
が 実際に体 験するよりも
多くのことが水 面 下で起
こることになるかもしれな
い。旅行事業者と技術事
業者は引き続き、そのため
の技術開発と問題解決に
取り組んでいる。

モノのインターネット（IoT）
より適 切な機 内サービス
を提供するために、乗客の
不安、体温、水分量を測定
するコネクテッドな座席を
想像してみてほしい。ある
いは宿泊客の好みに応じ
て室温を自動調整するホ
テルの客室を思い描いてみ
てほしい。さまざまなセン
サーや機器や機械がネット
につながることで、物質世
界との新たな対話のあり方
が生み出され、各事業者は
顧客体験を向上できるよう
になった。

音声技術
人工知能と関係の深い音
声対話は、家庭向けデジタ
ルアシスタントの普及が進
むなか、画面を見るという
行為にすでに取って代わろ
うとしている。

IoTのコスト（急速に下がっ
ているものの）と、サイバー
セキュリティ問題は依然と
して大きな課題となってい
る。サイバーセキュリティと
IoTを取り巻く規制環境の
強化は、早い段階でIoTを
導入した事業者にとってリ
スクとなる可能性がある。

音声 技 術については、レ
ジャー目的よりもビジネス
目的の旅行販売の方が先
に影響を受けることになり
そうだ。出張 旅 行 者は必
要なものが決まっており、
予約するのにさほど多くの
情報を必要としない。初期
段階の音声による旅行予
約サービスを試す良い市場
となる。

モノのインターネットは航
空会社にとてつもなく大き
な影響を及ぼすが、2018
年は、さまざまなスマート
ホーム技術を取り入れ、コ
ネクテッドなホテルの客室
が 旅行 体験を大きく向上
させる年になるだろう。

消費者が対話形式のやり
とりを通して 旅 行を計 画
し、旅 行中も旅 行 会 社と
やりとりを行 うように な
れば、旅行者の「検索」―
「買い物」―「購入」の行
動パターンは変化すると考
えられる。2017年は、全客
室への人工知能アシスタン
ト導入に踏み切った大手
ホテルチェーンが初めて出
現した。音声技術はまだま
だ成長の余 地がある。旅
行は複雑な行為で、自然言
語処理は容易くない。しか
し、2018年は大規模な投
資によって大きな前進がも
たらされることになるかも
しれない。

オートメーション
オートメーションは、ソフト
ウェアとハードウェアを組
み合わせてあらかじめプロ
グラムされたルールに基づ
いて作業やワークフローを
デジタル化し、実質的に人
間の介在をなくそうとする
ものである。

旅行業界におけるロボティ
クスとプロセスオートメー
ションについては、これま
でに接客業務と後方支援
業務への導入事例がいくつ
かあるが、陸上運輸が最も
大きな影響を受けることに
なるだろう。2020年までに
1,000万台の無人自動車が
道路を走行するようになる
*26
と見込まれており 、陸運
業界に近年で最も大きな
変化をもたらすことになる
だろう。

労働力の自動化は世界中
の労働者の概ね10人に1人
を雇 用するこの業界で問
題化しつつある*27。旅行会
社には、人材の置き換えで
はなく、人材への再投資と
いう視点で自動化に取り
組む機会がある。

ブロックチェーン
旅行業界において暗号通
貨 技 術はもはや単なる流
行語ではなくなっている。
大手も新興事業者も一様
に、オンライン販売の合理
化やロイヤルティプログラ
ムの見直しなど、業界が抱
えるさまざまな問題を解決
する方法をブロックチェー
ンに見出そうとしている。
暗号通貨技術は旅行代金
の支払い、決済、詐欺にも
影響を与えている。

ブロックチェーンは 銀 行
を含む一部の業界を大き
く揺るがしているが、旅行
業 界においては、依 然と
して、ブロックチェーンが
もたらすディスラプション
（破壊的創造）の度合いに
ついて憶 測が飛び 交う状
態が続いている。

ブロックチェーンは過剰評
価と革新の間に位置づけ
られる技術といえる。この
技術によって旅行 会社が
倒産することはないかもし
れないが、一 部の事 業 者
はビジネスモデルの転換を
迫られることになるかもし
れない。
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将来展望：
データを軸とするパーソナライゼーション
旅行業界は、顧客とブランド（事業者）の関係が真にリアルタイムで意
味のあるものになる新たな時代に向けて大きく飛躍しようとしている。
人工知能や機械学習、モノのインターネット、近距離無線通信（NFC）
などさまざまな技術が成熟してきており、依然として多くの我慢や障害
を強いられ、お仕着せの商品やサービスに満ちた旅行体験において、
意味があり喜びを与えてくれるパーソナライズされた時間を創出する可
能性を持ち合わせている。旅行会社はこれまでパーソナライゼーショ
ンを慎重に避けてきたが、2018年は重要な進展が見られるかもしれな
い。

パーソナライズされた重要な場面とはどのようなものを指すのか？それ
はブランドとして、オンラインもしくはオフラインでのやりとりで、率先
して個人のニーズや好みに応じた体験やサービスを提供しようとする意
気込みを見せるということである。出張で頻繁に飛行機を利用する乗
客が乗り込んできたときに名前を呼んで挨拶し、好みの飲み物を座席
に用意するということである。ホテルの宿泊客が部屋に入る前に室温を
好みの温度に設定しておくということである。あるいは、音楽の生演奏
が大好きな宿泊客に街中で開催されるジャズ演奏会の案内を、割引チ
ケットのリンクと合わせて自動配信するということである。今後、さらに
技術が進歩すれば、年間数百万人もの旅行者を相手にする大手の事業
者でも小規模事業者のように個々の顧客に対応できるようになる。

顧客対応のパーソナライゼーションは顧客体験の向上に加え新たな収
入源をもたらし、事業者はマーケティングや販売でより統合的なアプ
ローチをとりやすくなるかもしれない。機内サービスの別料金化を進め
る航空会社のための解決策を考えてみよう。預け入れ荷物の無料サー
ビスのオンラインプロモーションは、1日だけの会議に出席するために
ほとんど荷物を持たずに搭乗するビジネス目的の乗客には関係ないか
もしれないが、海外で2週間のバケーションを楽しもうと意気込む4人連
れの家族にとっては非常に魅力的なオファーかもしれない。パーソナラ
イゼーションがさらに進み高度化すれば、適切なプロモーションと情報
配信を適切な旅行者に仕掛けることができるようになる。

もちろん、データを軸とするパーソナライゼーションを進めるには大き
な壁を乗り越える必要がある。旅行会社とその提携先の技術事業者
は、これまで何年もかけてビッグデータ分析に投資し、経験を積んでき
ており、最新の複雑なデータの流れを分析する力が熟練されてきてい
る。問題は、どうやってその分析をリアルタイムで日々の業務に落とし込
み、適切なデータや情報を取り出し、顧客に影響を与えられそうな場
合にオンライン経由もしくは従業員を通じて窓口担当者に伝達するか
である。機械学習の進化は必然的にパーソナライゼーションの動きを
加速化するが、先駆者たちはすでに第一歩を踏み出している。例えば、
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一部の航空会社はチェックイン時に法人顧客を見分ける認識プログラ
ムを導入し、客室乗務員が乗客の名前を呼んで挨拶できるようにしてい
る。さらに、法人顧客名で予約された座席が表示された座席マップを
客室乗務員の携帯端末に送り、機内でも認識できるようにしている。
レストラン業界でも次世代型顧客関係管理（CRM）システムを使って同
様のイノベーションが起きている。この技術を導入したレストランは、予
約を受けた時点で詳細な顧客情報を確認できる。給仕長もしくはフロ
アマネジャーは、夜の忙しい時間帯のいかなる時点でもアプリを立ち上
げてフロアプランを視覚的にとらえ、テーブルをクリックすることで、初
来店のときのディナー、アレルギー、これまでに注文した料理など、顧
客に関する情報を確認できる。また、このシステムは、高額を支払うVIP
客の来店や高額ワインの注文といった重要な出来事があるとレストラン
の支配人に自動的に通知する仕組みになっているので、テーブルに赴い
て関係づくりができる。

これらの事例から明らかなのは、将来における顧客中心の価値創造を
可能にするのはデータであるが、その効果はオンライン上の接点にとど
まるものではなく、多くの場合、従業員と顧客の間により有意義な人間
関係を構築する原動力にもなるということである。

デロイトが提案する顧客体験フレームワークはパーソナライゼーションに
焦点を当て、
「個客（カスタマー・オブ・ワン）」戦略を取り入れている*28。
図2では、新たな技術を活用することでいかに旅行体験における重要な
瞬間を増やすことができるか、具体的な事例で検討する。

業界展望 2018︱旅行・ホスピタリティ

図2：デロイトが提案する顧客体験フレームワーク

私の関心を引いて

旅行者と親しみを持って本気で関
わり合う。
手厚く誠実に対応し、人と
して接する。事業者は、合図や近距
離無線通信やWi-Fiを使って、携帯
メールもしくは自動配信による特
別仕様のメッセージ通信とリアルタ
イムの状況データに基づいて、到着
時に旅行者を出迎え、グレードアッ
プ商品の購入を促す特典を提示す
ることができる。

私のことを覚えて

私に決定する力を与えて

個々の旅行客とその好みを記憶
し、ニーズを予想する。顧客デー
タを活用して、商品やプロモー
ションに関する情報配信を微調
整し、各旅行者の好みやその日
に旅行をする理由に応じた内容
の案内が届けられるようにする。

私を楽しませて

旅行者の記憶に残り、他の人に共有した
いと思うような期待値を大きく上回るす
ばらしい時間を創出する。航空会社やホ
テルのロイヤルティプログラムは、旅行
者の所在地や傾向や好みに関する膨大
なデータを活用して、旅先での交通機関
利用料金やコンサートチケットの割引な
どのサプライズギフトをアプリで提供でき
る。

出典：Deloitte Consulting LLP

旅行者にリアルタイムの正確な
情報を提供し、意思決定できるよ
うにする。旅行者からのフィード
バックを大切にし、適切に対応す
る。運航の遅れを単に携帯メー
ルで知らせるのではなく、ワンク
リックで予約変更するか、予約変
更せずに引き続き更新情報を受
信するかを選べるようにする。

私の声を聞いて

状況を把握していることを示し、旅行
者のニーズを認識する。個々の旅行
者の事情に耳を傾ける。航空会社は
RFIDトラッキングを使って、到着後、預
け入れ荷物が遅れていることを乗客
に伝えたり、配送予定を連絡したりで
きる。乗客が必要とするサービスを自
分で選択できる形式で提示し、意思
を伝達させることによって、主導権を
握っているという感覚を持たせる。
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顧客獲得競争

取引額の高額化が進むホテルセクターを中心に、各種旅行関連サービ
スの直接販売業者（サプライヤー）とオンライン仲介業者（OTA）の絶
え間ない競争は2018年を通じて激化することになるかもしれない。ホ
テルのオンライン予約はオフライン予約を上回るペースで伸び続けて
いるが、その中で、OTAはその力量をますます発揮しつつある。米国で
は2016年にOTAの宿泊売上高がホテル市場全体の5倍近い伸びを示
した*29。ここ何年もの間、OTAは目覚ましい成長を遂げてきたが、つい
にホテル業界に重大な転換期がもたらされた。OTA経由のホテル予約
が初めて、ホテルが運営するウェブサイト経由の予約を上回ったのであ
る。

OTAの強力な攻勢は弱まる気配がない。集中的な業界の再編統合を経
て、OTA市場では上位2社で90％を優に超えるシェアを占め、まさに二
強対決の様相を呈している*30。需要がそれほどまでに集中しているとい
うことは、両社が強大な交渉力を持っているということである。さらに
追い打ちをかけるように、OTAは技術基盤への積極的な投資を続け、他
に追随を許さないオンラインでの旅行計画体験を創出している（一部
のOTAは年間10億ドルを超える技術投資を実施）。OTAはその果実を
手にしている。米国の消費者のダウンロード数に基づく旅行アプリ人気
ランキングを見ると、OTAが上位を占め、ホテルはまったく見当たらな
い*31。
販売合戦がますますオンライン仲介業者優勢に傾くことになれば、ホ
テルは一段と高まる手数料を心配しているだけでは済まなくなる。OTA
は、単により幅広い消費者を勢力範囲におさめつつあるだけでなく、民
泊、ツアーやアクティビティ、レストランの予約などにも進出し、事業領
域を拡大させている。こうして得られる購入や予約に関する多様なデー
タの蓄積と新たな技術への巨額な投資は、顧客の旅行体験全体のパー
ソナライゼーションに向けたOTAの新たな展開への扉を開けることにな
るかもしれない。
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サプライヤーの反撃
OTAは目覚ましい成長を遂げているが、ホテルは販売合戦でまったく打
つ手なしというわけではない。直接予約キャンペーンとメンバー限定料
金の合わせ技で旅行者を自社のウェブサイトに呼び寄せようと、リスク
覚悟で投資を増やしている。今のところ、こうした戦略の効果のほどは
定かではないが、直接予約キャンペーンが効果的であることを示す調
査結果もいくつか出ている*32 。2018年に着目すべきは、ホテル経営者
が現行の直接予約戦略を継続するのか、それとも何か別のことを始め
るのかという問題である。メンバー限定料金は、予約の経路・手段に関
わらず同じ料金で提供するレートパリティ契約を回避する有意義な方
法ではあるが、ホテル事業の大きな収入源となっている忠誠心の高い
客層に大きな値引きを提供することについては疑問が残る。

おそらく、ホテルが持つ最大の強みは、ホテルにおける顧客体験を左右
できる立場にあることだろう。ホテルは2018年も引き続き、顧客ロイヤ
ルティの向上につなげられる特徴や機能への投資を行っていくべきであ
る。巨額の資金が必要であることは言うまでもないが、これは非常に大
きな困難を伴う任務でもある。顧客の期待は高く、例えば、モバイル端
末でチェックインや部屋の選択ができる機能やデジタルキーのように
一見したところ真新しい機能であっても、最先端だったものがあっとい
う間にありふれたものになってしまう。

全体として、OTAとホテルの関係は、時には困難なこともあるが、全面
競争というよりも協力の視点をもって取り組むべきである。両者は潜在
的に共存可能である。ホテルブランドにとらわれず、
（サプライヤーの
ウェブサイトではなく）OTAのサイトでより有利な条件の商品を探し求
める人たちは、ずっとこの先も旅行人口の大きな部分を占め続け、OTA
はこうした新種のホテル顧客へのマーケティングと販売における重要な
サービスを提供する。仮にOTAが存在しなければ、顧客の獲得はペイド
サーチ（広告連動型検索）に大いに依存し、OTAの手数料と同程度か
それ以上の費用がかかることになるだろう。OTAが価格に敏感な多数
の旅行者の供給に注力するのに対し、ホテルはビジネス目的の旅行者
や頻繁に旅にでるレジャー目的の旅行者のように忠誠心の高い高額利
用者の心に響くオンラインサービスや体験の向上に力を注ぐことができ
る。

業界展望 2018︱旅行・ホスピタリティ
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陸上交通：旅行の枠を超える影響
ホテル、航空会社、旅先でのアクティビティが旅行業界の中核を担うと
すれば、陸上交通はこれらのサービスをつなぐ接着剤のようなもので
ある。陸上交通に大きな変革をもたらしつつあるイノベーションの影響
は、旅行業界の枠をはるかに超えて、人々の日々の生活にも影響を及ぼ
している。一般ドライバーの運転する車で人を運ぶライドヘイリングや
カーシェアリングは消費者の移動のあり方を完全に変えたが、人々の
視線はすでに自律走行車によるライドシェアリングに向けられており、
これが実現した際に、陸上交通業界にどのような変化がもたらされる
かについては、すでに流動的な様相を呈している。

目の前に迫った自律走行車革命の勝者と敗者を明確に予想することは
できない。陸上交通のバリューチェーンには、実際に人を運ぶ交通機関
以外に多くの要素が関わっている。顧客の獲得や需要の創出、価格や
プロモーションの管理、顧客サービス、運行管理、車両の購入、再販、
再利用などである。さらに、ライドヘイリングやカーシェアリングの運
営会社、技術提供者、レンタカー会社、運行管理サービス会社、受託製
造業者（OEM）、バリューチェーンのさまざまな段階に関与する専門の
販売業者など、数多くのプレーヤーが存在する。この先数年間は、単に
「勝者と敗者」が決せられるにとどまらず、新たに自律化という要素の
加わったエコシステムの中で現行のプレーヤーの価値提供のあり方が
大きく転換する徹底的な業界再編成が起きる可能性がある。
デロイトでは、レンタカー、ライドヘイリングやその他の配車サービス、
従来型のタクシーなども含む主要陸上交通機関別に見た場合、当社社
員の出張時の交通費支出のパターンが長期的にどのように変化してき
たか注意深く監視してきたが、陸上交通業界の今後を決定づける行動
の変化を目の当たりにしている。当社のレンズを通してみると、既存の
秩序のディスラプション（破壊的創造）はまだ始まったばかりである。
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旅行体験における人間という要素
本書に記した2018年の展望では、旅行というエコシステムの中でます
ます大きな役割を果たすようになった技術を大きく取り上げたが、技術
さえあれば2018年に成功をおさめられるわけではない。実際、特に旅
行事業者の場合、技術に重点を置きすぎると冷たく機械的な体験や環
境を創出してしまう可能性がある。
本質的に、旅行は人と人の出会いを楽しむ体験であることに変わりは
ない。今日の旅行会社にとって（そして未来の旅行会社にとっても）、技
術は人間同士のつながりを見失うことなく、より上質で本格的な旅行
体験を創出するために活用されなければならない。

今日、ホテルが企業として行う資本投資は顧客体験の向上やデジタル
投資に大きく偏っている。これは一般的に従業員体験への過少投資に
つながり、その場合、従業員体験に関する不均衡が生じることにもなり
かねない。このギャップを踏まえると、従業員を巻き込むための投資は
かつてなく重要になっていると考えられる。企業が従業員体験向上に
コミットすることで、職場満足度の向上と利益実現の促進に対して広範
囲に影響を及ぼし戦略的価値を創出することも可能であると考えられ
る。

旅行会社にとって、人と文化はこれからもずっと競争上の強みであり続
けるだろう。世界の旅行・観光業界で働く人の数は約3億人に上り、世
界全体の雇用の10分の1を占めている*33。技術がますます重視されては
いるものの、人は旅行体験をもたらす主要な要素であり続けるだろう。
未来の旅行体験は人材と技術が継ぎ目なく融合したものでなければな
らない。そこでは、機械が「機械的な」作業のより大きな部分をこなし、
その結果、人間の従業員はこうした作業から解放され（力を得ること
で）、よりすばらしいサービス体験とより有意義なつながりを提供でき
るようになる。
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