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概観：成長の10年と成長期における苦難の始まり

2019年、米国の旅行業界は、不況を脱してから10年目を迎える。この10年間は、景気回復と世界の新興
市場の経済的転機が重なったため、業界全体がかつてない需要増を経験する目覚ましい結果となった。
これは統計に明確に表れている。米国では、2009年から2017年にかけ
てホテルの総取扱高が1,160億ドルから1,850億ドルに増加した（図1参
照）。航空会社の収益は1,550億ドルから2,220億ドルへと一気に拡大し
た1。また、元来旅行好きの米国消費者の間で旅行が再燃し始め、海外旅
行需要が高まり、企業も組織の連携と成長を促すために出張などを奨励
したことから、クルーズ、陸上輸送、レストランに至るホテル以外のセク
ターも恩恵を受けた2。

しかし、成長したのは従来型の業者だけではなかった。トラベルテック業
界にとっても異例の10年となった。デジタルイノベーションが契機とな
り、まったく新しいセグメントが市場に参入し、成功を収めるようになっ
た。2009年時点では駆け出しだった民間の宿泊施設や一般ドライバー
が運転して乗客を運ぶライドヘイリング
（ウーバーなどが提供する大規模
な配車サービス）企業が、今や大手旅行会社と肩を並べている。

このような比較的短期間のうちに、テクノロジーが旅行業界にどれほど
影響を与えてきたかについて、正確に把握するのは難しい。ホテルや航空
会社関連のアプリが市場に出回り始めたのは、2009年頃のことである。
当時、インスタグラムやiPadは存在していなかったため、ほとんどの旅行
者は、新聞や雑誌で休暇用の貸し別荘を探していた。タクシーは手を上
げて呼び止め、個々の宿泊客にパーソナライズしたサービスを提供でき
ていた事業者は、小規模なラグジュアリーホテルぐらいで、そのほとんど
が体験ではなくモノのサービスに限られていた。さらに注目すべきは、今
後3、4年で過去10年間に旅行業界で起きたイノベーションをはるかに
上回る進歩が予想されるという点である。
旅行業界は、好況と世界的な消費者購買力の向上、デジタルイノベー
ションに牽引され、かつてない成長を遂げたが、まだ気を緩めることはで
きない。2019年も引き続き、市況は堅調に推移すると見られるが、米国
の旅行業界を成長軌道から遠ざけかねない深刻な問題が影を落とし始
めている。その多くは、拡大する業界が避けては通れない、成長期の苦難
である。

図1. 米旅行業界のセグメント別総取扱額および収益（2009年～2017年）
（億米ドル）
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将来の海外旅行者の奪い合い：世界の旅行人口が拡大するにつれ、旅
行者を魅了する観光地も増えてきている。ホテルや航空会社は、有望な
成長市場でサービスを拡大し続けている。一方、デスティネーション・マー
ケティングでは、デジタル戦略やソーシャルメディア戦略をきめ細かく調
整し、
「まだ誰も味わったことのない」体験に対する世界的な需要の高ま
りを捉え、その流れに乗れるよう支援している。ニューヨークのような定
番の観光地と、ポルトガルやベトナムといった人気急上昇中の都市が競
合している。こうした新興観光都市の中には、旅行者数が年間で20%～
30%増加しているところもある3。インバウンド観光は、米国の旅行業界
にとって常に希望の光となってきたが、利益率の高い国際旅行部門との
競合が激しさを増しており、米国は圧力を感じている。米国を訪れる外
国人観光客数は2017年に0.7%増加したが、長距離旅行における米国
のシェアは低下しており、2015年の13.8%から2017年には12.2%へと
減少した4。

経費が利益を圧迫：今はかつてない高収益の時代とはいえ、操業コスト
の上昇は旅行会社にとって大きなプレッシャーである。燃料費は上昇し、
人材不足が賃金上昇をもたらし、不動産価格が高騰する中で、安心でき
る材料を見つけるのは容易ではない。旅行会社は、収益管理の強化、サ
プライチェーンの最適化、航空会社のロードファクター（有償座席利用
率）向上など、経費抑制のためのコストカット戦略をすでにいくつも実施
している。2019年は、さらに無駄を省き、効率性を高めるため、より大胆
な発想が必要になるかもしれない。また、進化する認知技術が業界に
とって貴重な命綱になる可能性もある
（第3章参照）。

人材なくして業界の成長なし：旅行業界において人材の需給ギャップは
目新しいものではないが、現在の労働力不足は深刻である。2009年の
米国労働統計局の推計によると、レジャーおよびホスピタリティ業界全体
の求人数は35万3千人だった5。2018年現在、旅行業界の急成長により、
その数は113万9千人に膨れ上がっている6。実際、旅行業界の求人数は
インフラ投資を通じた旅行需要の促進：米国が世界的な観光地として競 他のすべての業界を上回っている7。この問題は多面的に捉える必要があ
争力を維持するには、空港の円滑な運営はもちろんのこと、しっかりと舗 るが、やはり業界の急速な成長と労働力の進化が主な原因であると思わ
装された道路や廃棄物の管理も不可欠である。しかし、最近の旅行市場 れる。また、問題は単純労働に限ったことではない。例えば航空業界で
の拡大と、都市化等その他の要因の相乗効果により、米国の旅行インフ は、パイロット不足が成長を鈍化させており、小規模なローカルキャリア
ラは限界に近づきつつある。この問題には、収容能力と近代化という二 の中にはその存続が危ぶまれているところさえある。この問題について、
つの側面がある。米国土木学会によれば、米国は、この問題がGDPと雇 業界はどのような対策を講じているのだろうか。将来性のある人材の獲
用の増大に潜在的に影響を与える2025年までに、4兆5,000億ドルのイ 得、従業員定着率の向上、新しい技術の活用を通じて優秀な人材により
ンフラ投資を行う必要があるという。空港、公園、レクリエーション施設、 活躍の場を与えるべく旅行会社、業界団体、および公共部門が協力して
鉄道、港湾、道路、交通機関などの主要な旅行インフラは、大規模な改 取り組まない限り、大きな進展は望めないだろう
（第3章参照）。
修を行う必要がある。
セキュリティの向上と旅行需要の吸収の両立：課題のひとつに、
（特に空
港内の）セキュリティ向上が挙げられる。2019年の旅行業界は、セキュリ
ティの向上を図りながら旅行需要の増加を吸収し、よりシームレスなエク
スペリエンスを創造し、進化する脅威に先回りして対処していくことがで
きるかどうかで真価が問われる。運輸・航空当局から航空会社、政府機
関、テクノロジープレイヤーに至る一連のステークホルダーは互いに協
力し、バイオメトリクス、電子ビザ、高度なサイバー探査や分析といった
有望なセキュリティソリューションを導入しなければならない。2019年
も引き続き、旅行者の安全とエクスペリエンスの両立が課題となるだろう。
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景気後退を注視：どのような拡大局面も、いつかは終わりを迎える。ホス
ピタリティ業界はほぼ10年間にわたって成長を続けており、近く大規模
な景気後退が始まるとの予想もあることから、各ブランドは需要の低迷
に備える必要がある。好況時は業績も拡大しやすいが、不況時（通常は
短期間で終わる）はロイヤルティプログラム、収益管理、商品や顧客体験
を向上する取組みを実施する良い機会である。長期的な展望を保ちつ
つ、嵐に耐えられる企業は、次のサイクルでも有利な立場を確保すること
ができる。

事業規模に比例するリスク：数十年間にわたる成長と再編の結果、旅行
業界ではかつてないほど大規模な旅行ブランドが誕生した。こうしたブラ
ンドは、世界のあらゆる場所で事業を展開し、多様な企業間連携を活用
してさらなる成長を目指し、新たなデジタルプラットフォームを通じてコ
ネクティビティを高めている。最終的にブランドの成長を支える戦略は、
サイバー攻撃や不正行為から自然災害、地政学的緊張まで、あらゆるリ
スクに対する脆弱性を生み出す。デロイトが最近行った調査によると、業
界にかかわらず、米国のCEOの約半数が、危機対応能力を含め、レピュ
テーションリスクの管理ツールの開発または導入に対するしっかりした
計画がない、と感じている8。幸い、リスク検出ツールやリスクの監視・予
測プロセスの信頼性はさらに高まっており、2019年は新たなリスク管理
手法を利用することができるようになるだろう。

旅行支出は短期的には順調に伸びる見通し

景気後退の可能性がやや高まっているため、各旅行ブランドは個人消費
や景況感を注視する必要がある。前回の不況の際に、米国では経済的な
不安と旅行のために自由に使える支出額との間に強い相関があるとい
う事実が改めて明らかになった。欧州諸国と違い、米国の消費者は、宿
泊先や目的地の質を落とすよりも、むしろ旅行自体を取りやめることで知
られている。例えば、2008年は、米国の成人の半数近くが休暇にまった
く費用をかけなかった9。

全体として、2019年の個人消費は、ほぼ通年にわたって堅調に推移する
だろう
（図2参照）。過去数年間にわたり、家計部門は、米国の経済成長
を支える安定した基盤となってきた。企業の設備投資はやや低調に推移
し、輸出は逆風に見舞われ、住宅建設は低迷しても、個人消費は雇用の
伸びに支えられ、着実に拡大した10。賃金上昇率は比較的低かったが、
職を得たことによって消費者の懐は潤い、家計支出の増加につながった。
住宅は、ほとんどの世帯において財産の大部分を占めるため、住宅価格
が（たとえ緩やかであっても）継続的に上昇したことも、支出の増加に寄
与する結果となった。

図2. 個人消費の伸び
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政治動向が支出の意思決定に与える影響については、日々憶測が飛び
交っているが、消費者が自身に集中しているときには雑音に過ぎない。
雇用が維持され、住宅市場が好調である限り、旅行に対する個人消費は
堅調に推移するだろう。減税も
（ほとんどの消費者にとっては微々たる額
だが）、消費意欲を支えるだろう。それよりも重要なのは、税制改正案に
盛り込まれた財政刺激策によって労働需給が逼迫する可能性がある点で
ある。賃金が上昇し始めれば、旅行支出額はさらに増加するとみられる。

中期的な展望はあまり楽観的ではない。1990年代から2000年代にか
けて、米国の消費者の多くは、所得が伸び悩んでも支出額を維持しようと
した。しかし、今や消費者は、年を重ね、より賢くなっており、これが新た
なチャレンジを提示している。団塊世代の多くは間もなく定年を迎える
が、貯蓄が十分でないため、贅沢な旅行に充てられる予算が限られてく
るかもしれない。また、米国の世帯は、数年前よりも
「豊かな暮らし」が送
れるようになったように見えるが、長期的には所得格差の拡大は依然と
大きな課題である。失業率は低いが、多くの国民の経済的不安を払拭し
きれていない。実に、米国成人の10人に4人は、急に400ドル必要となっ
た場合、借金もしくは何かを売り払わなければ、賄うことができない11。
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国際貿易、特に米国とその貿易相手国の貿易政策も、不確実性が高まる
原因の一つとなっている。国家が課す関税の影響の大きさは、それが一
時的なものか恒久的なものかによって異なる。一時的な貿易制限措置で
も、成長を1～2年鈍化させる可能性がある。恒久的な措置であれば、経
済に与える影響は絶大なものとなる。長期的に見れば、恒久的な関税は
総生産の減少につながる。経済の効率性は損なわれ、あらゆる企業の収
益性が低下する。デロイトは、関税によって2019年のGDP成長率が約
0.4%ポイント低下し、2017年の減税による景気刺激効果や、予算合意
による効果の一部が相殺されると予想している12。関税が単体で景気後
退を引き起こすほど大規模なものになる可能性は低い。しかし、貿易政
策の不確実さから、コストが上昇し、供給不足が発生し、企業が投資を控
えれば、成長は鈍化するだろう。全体としてこれらの要因が、経済とそれ
が旅行に自由に使える支出に与えるインパクトに関し他のショックから
の影響を受け易くしている。

これらの要因がいくつか組み合わさった場合、2019年に景気後退が発
生する確率は25%まで上昇する13。しかし、これは可能性としては低い一
方、リスクが高まっていることを示しているため、各企業は事前準備を
怠ってはいけない。

セグメント別の展望
ホスピタリティ：
勢いを維持

ホスピタリティ業界は、ほぼ10年間にわたり、成長し続
けている。後期にさしかかるにあたり、長年続いてきた
楽観主義が一変し、警戒心が芽生え始めたとしても不思議ではない。過
去の事例を見ると、ホテル業界では活況期が約10年間続くと、需要低迷
期が訪れていることが分かる。

経済全体の見通しについてもいえることだが、多くの指標は、現在のホテ
ル業界の拡大サイクルが（その勢いは失われつつあるとはいえ）もうしば
らく続くことを示している。ホテル業界は、GDPの継続的な成長、失業率
の低さ、最近の減税などに支えられ、2019年も引き続き好況が続くと予
想される14。

しかし、主要な業界指標はすべて青信号を維持する見込みながらも、失
速の気配も見受けられる。2019年は、平均客室単価（ADR、+2.4%）、1
日 1 客室あたりの売上高（ RevPAR 、+2.4% ）、および客室稼働率
（+0.2%）について、2018年の水準よりも低下すると予想される。
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ホテル業界は、外部要因がきっかけで不況に陥ることが多い。前回の不
況は、2008年の金融破綻によって引き起こされた。その前の不況は、景
気後退が引き金となって発生し、その後9・11の同時多発テロ攻撃によっ
て深刻化した。現在の経済状況を考えると、旅行需要をかきたてるような
特別な力が作用しない限り、ホスピタリティ市場が反転するとは予想し
難い。景気減速がさらに拡大すれば、旅行需要もある程度軟化する可能
性はあるが、2019年内に現実化することはないだろう。

景気サイクルの後期という局面を考えれば、業界は景気悪化を示す指標
に注意していく必要はあるが、現時点では深刻なきざしはない。2018年
末に、米ホテル業界のRevPARは前年比マイナスに転落し、102カ月間
続いた成長も終わりを告げた15。これは重大な出来事のように思われる
が、1つの不採算都市が全体の平均値を引き下げたことを除けば、全米
のPevPARは堅調であったと思われる。全米ホスピタリティ市場のサブ
マーケットのうち、現行のRevPARが前年比マイナスなのは25%のみで
あり、通常、広範囲にわたる不況を示す基準値とされる40%～45%から
はほど遠い16。
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「いつ」景気が後退期に入るのかにかかわらず、ホスピタリティ業界の経
営者は早めの対策を心がけておいて損はない。需要が軟化した場合、価
格決定力が消費者側に移るにつれ、売上管理者は料金維持の圧力に迫
られる。最近の不況時には、価格ベースと非価格ベースを混ぜ合わせた
戦略が効果を上げた。例えば、不透明な流通チャネルや抱き合わせ販売
を利用して、
（長期的にはブランドに対する消費者の評価を損なう可能性
がある）大幅な値下げに気づかれないための工夫や、品質を前面に出す
競争、ロイヤルティプログラムの活用、コスト管理、あらたな収入源や市
場セグメントの開発などを組み合わせる方法である。

また、ホスピタリティ業界の状況が前回の景気悪化時から大幅に変化し
ていることから、ホテル経営者は、これまで行ってきた手法が今日の市場
に適しているかどうか検討する必要がある。民泊の登場（と短期間で市
場が成熟したこと）は、無視できない重要な出来事である。大規模な景
気後退が発生した場合の民泊の対応は、前例がないため予測は困難で
ある。景気後退時は、多くの消費者が、所有するアパートや自宅をイン
ターネット経由で貸し出すことによって収入を補おうと考えるだろう。市
場には低価格のプランが過剰に供給され、予算が厳しい旅行者には魅
力的に映るかもしれない。また、最近市場に溢れている低価格の宿泊特
化型ホテルとの競争が激化する可能性もある。

総括すると、ホテル経営者は長期的な計画を立てることが重要だといえ
る。景気の回復と後退が繰り返されてきた過去30年間を振り返ってみる
と、一般に景気後退期はあまり長く続かないことがわかる。コスト削減を
図りたいホテルオーナーが、サービスレベルを維持したい運営会社と衝
突することは避けられないだろう。しかし、サービスの質や料金を大幅に
下げることなく、不況を乗り切ることができれば、景気回復後は収益増が
望めるだろう。

• 民泊が敵から味方へ：ホスピタリティ業界は、民泊を敵と見なすことを
やめるべきなのかもしれない。法律的な課題が残されつつも、民泊の
需要が存在することも事実である。しかし、民泊体験の中核的な部分
に不足がないわけではない。ホテルには、こうした不足部分を改善す
る体制が整っている。民泊では従来型のホテルが提供するような快適
さや統一感、サービス品質などが不足していることが多い。ホテルブラ
ンドにとっては、創造性を発揮し、双方の長所を組み合わせることに
よって、新しい何かを創造する絶好のチャンスといえるだろう。一部のホ
スピタリティ事業者はすでに実験を開始しており、コンシェルジュサー
ビスやより厳格なホスト選択プロセスを通じた商品品質の向上、さらに
はロイヤルティプログラムに民泊を取り入れるなど、民泊という新たな
商品とホテルスタイルの快適さとの融合を図ろうとしている。

• 健康志向に注力する：健康志向に関する戦略のないホテルブランドは、
すでに時代遅れといえるかもしれない。健康志向に対する旅行者の
ニーズは、はっきりと二つに分けられる。一つは、自分の健康状態を見
極める主な手段として旅行を利用すること、そしてもう一つはいつもの
休暇や出張中に健康的な習慣を維持することである。ホテルは、いず
れか（または両方）の機会を捉えるべく、買収やパートナーシップ、プロ
グラムの実施を検討すべきである。フィットネスやライフスタイル関連の
ブランドは、健康に着目したホスピタリティサービスにおいては、すでに
足がかりを築いている。しかし、他業界の企業には、ホスピタリティの
ベテランがまだ現れていない。

• 目的地を活用する：地元のワインツアーやサーフィンのレッスンなどの
現地アクティビティ市場は、何十年も前にホテルや航空会社の流通シ
ステムを変えたデジタル革命に今直面している。この遅れの原因とし
て、サプライヤーの規模が小さく、数が多いこと、またコンテンツや予約
の方法が標準化されていないことなどが挙げられる。しかし、市場は急
良質な旅行体験により好不況サイクルを乗り越える
速に成熟しており、現地アクティビティに関する膨大なコンテンツはリ
市場の好不況にかかわらず、宿泊客の激しい奪い合いは今後も続くだろ
アルタイムで提供され、アクセスも日増しに容易になりつつある。また、
う。現在、世界には商標登録されたホテルブランドが270超（独立系のホ
世界の現地アクティビティ市場は2020年までに1,830億ドルに達する
テルに至っては無数に）存在する。差別化のために、各ホテルは今後も革
と見込まれている。現地アクティビティは、ホテルにとって宿泊客にユ
新的なコンセプトや商品、ロイヤルティ戦略などを導入し続けるだろう。
ニークな体験を提供し、収益を増やす好機をもたらすだろう。
ここ数年相次いでいる新たなライフスタイルやブティック、コンテンポラ
リーブランドの発表は、旅行者の進化に追いつこうとするホテル業界の意
欲を物語っている。しかし、旅行者の好みが絶えず変化していることを考
えると、常にチャンスは残されていることを忘れてはいけない。
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クルージング：
外洋でニッチな体験を提供

クルージング業界も、堅調な旅行需要の恩恵を受けて
いる。2009年から2017年にかけて、米国のクルーズ客
は 1,040 万人から1,240 万人に増え、業界の売上高も120 億ドルから
180億ドルに拡大した17。クルージング業界は力強く成長しているが、そ
の勢いは非常に近い存在にあるホテル業界には及ばない。これは、ク
ルージングがより特別な体験であることに起因するだろう。海上旅行に関
する消費者の見方は、二極化する傾向にある。
旅行者は、伝統的なバケーション
（クルージングを含まない）に固執する
か、熱心なクルーズ愛好家のいずれかに分かれる。この二分法は、業界
における最近の顧客戦略の基礎となっている。各ブランドは、新しい顧客
の獲得と既存のクルージング客の売上拡大との間を行ったり来たりして
いる。

船旅会社が既存の顧客から付随的な収益を稼得できたとしても、長期的
な観点から見れば、新規顧客の獲得の方が戦略として有望だと考えられ
る。世界にはまだ未開発の市場が多く残されていることを考えれば、な
おさらのことである。米国は依然として全世界のクルーズ客の半分以上
（55%）を占めている18。中国市場は当然ながらほとんどが未開発だが、
課題が多く残されている。中国の旅行需要が縮小し、クルーズブランドも
米国とは異なる流通システムの中で利益を最大化する方法を模索してい
ることから、船旅会社は新たなクルーズ船の投入を控えている。中国市
場は大きな可能性を秘めているが、船旅会社は、このユニークな中国市
場に合わせてクルーズ商品を設計するという長期的な戦略を取ることに
より、利益を得ようとしている。

海外には多くの課題が存在するが、米国にはまだ成長の余地が大いに残
されている。中核となるクルーズ商品にはすでに固定客がついているが、
新規顧客を外洋に誘うためには、供給側が違う角度から、すなわち、顧
客の嗜好や興味に訴えるアプローチをする必要があるのかもしれない。
例えば、ガストロツーリズム、エコツーリズム、ウェルビーイングツアーな
どは、旅行業界全体を上回る成長を見せているが19、こうした旅行への
興味とクルージングを結びつける旅行者は少ない。クルーズ船では、複
数の場所を訪れ、より長い距離を移動し、船上で他の集団とコミュニケー
ションを図ることもできる。したがって、クルージング業界は、他の業界が
真似のできない深い一体感を提供することができる。遠からず、多くの船
旅会社がこの機会を活用する方法を見出すことだろう。フランスのリバー
クルーズではワインの産地を巡る。北極探検クルーズでは、自然や野生
動物に触れ、自然保護地域を訪れる。このように、クルージング市場は
ニッチ分野に注力することで、今後も更に拡大していくだろう。

2009年から2017年にかけて、
米国のクルーズ客は

1,040万人から1,240万人
に増え、

業界の収益も

120億ドルから180億ドル
に拡大した。
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航空：
コモディティ化への反動に商機

2019年は、キャリアにとって、収益管理に関する創造性を発揮できる刺

激的な年になるだろう。技術や技法は急速に進化している。すでに一部
の旅行業者は、15秒ごとに料金を更新する新しいプライシングエンジン
長年空を旅してきた人が、過去10年間の搭乗経験を語 を利用している。しかし、ダイナミックプライシングが持つポテンシャルを
るとすれば、業界の変化について話すだろう。航空各社 鑑みると、それが単純に用意できるプラグ・アンド・プレイ・ソリューション
は、大規模な変革を実施してきた（そしてこれからもそれは続くだろう）。 ではないことが分かる。多くのキャリアにとって、このレベルの高度化を
かつて、格安航空会社（LCC）の草分け的存在が成功を収めたことによ 実現するには、データ管理プロセスの構造的な変革と、販売、マーケティ
り、航空業界全体の改革の火蓋が切って落とされ、大手航空会社はこ ング、運用などの従来型およびサイロ化された業務機能との統合が必要
ぞってパッケージ化された商品やサービスを切り離して基本運賃を明ら である。例えば、多くの航空会社は、顧客管理システム（CRM）と収益管
かにし、予算重視の旅客の獲得にしのぎを削るようになった。今でも、航 理システムをリアルタイムで統合する方法を構築する必要がある。
空業界ではコモディティ化が続いている。最近では、従来型のプレイヤー
が「ベーシックエコノミー運賃」商品を展開しているが、これは価格に妥 航空会社にとって、収益管理、座席の差別化、商品に関するその他の取
協しない大衆の購買力を無視することができない証拠である。
組みを実施するか否かにかかわらず、最終的な目的は一つである。それ
は、価格に敏感な乗客から収益を上げると同時に、最高の搭乗体験を望
しかし、大規模なコモディティ化がチャンスを生み出すこともある。旅客 む乗客からできるだけ多くのプレミアム料金を稼得することである。先進
は格安運賃を好む。大小を問わず、競合各社が予算重視の旅行者を狭 的アナリティクス、認知技術、最適化や小売に関するテクニックも、各航
い客室に押し込めることしか考えていないような市場では、搭乗者の顧 空会社が今後1年間にわたって活用することのできる重要なツールであ
客体験の水準も著しく低下し、大部分の顧客が有料サービスを利用する る。すでにあらゆる分野でコスト削減を進めているため、燃料コストの上
こととなるだろう。ここで重要なのは、消費者がそうしたサービスを購入 昇を相殺するような機会は限られている。したがって航空会社は、新たな
する意思があるということである。2017年、一部の航空会社は、プレミア 利益創出能力の特定、開発、および導入を優先的に行うことが不可欠で
ム商品の収益が年間約20%増加したと報告した20。旅客は、再び価値あ ある。
る搭乗体験の機会を欲しており、航空会社はさらなる収益拡大のため、
今後も客室の細分化や幅広い商品戦略を検討していくべきである。

とはいえ、新商品を開発することと、販売することは、まったく別の話であ
る。現在ではさまざまな座席クラスやアップグレードサービス、アドオン
サービスが存在するが、果たしてそれらを航空会社がAmazonのように
販売することは可能なのだろうか。適切な商品を、適切なデバイスを介し
て、適切なタイミングで、適切な旅行者に届けることは、戦いの一部にす
ぎない。商品やサービスの価格を状況に合わせて変動させるダイナミッ
クプライシングの導入という問題もある。ダイナミックプライシングは航
空会社にとって目新しいものではないが、各キャリアにはもっと多くの変
数やデータ駆動型のテクニックがあり、それらを自由に使ってより洗練さ
れたオンラインショッピングの提供者となることもできる。新しいダイナ
ミック・プライシング・エンジンは、シーズンや曜日、また航空会社がレ
ジャー専門または自社の流通チャネルを通じて販売しているかなどの、
従来の価格設定基準に基づいて設計されており、一つひとつの座席を販
売する。
リアルタイムで変化する需要や市場の状況を反映して座席をアッ
プグレードすることも可能だ。また、これらすべてをAI、ダイナミックバン
ドリング、細かい顧客プロファイリングと組み合わせることも可能である。
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陸上輸送：
新たな進化のステージ

どの業界のリーダーも、業界を変容させているディスラ
プションについて熱弁しているが、陸上輸送ほどその影
響を感じた業界は少ないだろう。そして、ライドヘイリング
（ウーバーなど
が提供する大規模な配車サービス）の台頭は、ほんの序章に過ぎないの
かもしれない。

地上の移動体験にデジタル要素を初めて持ち込んだのはライドヘイリン
グ会社だが、既存の企業もすぐに独自の新たなデジタル機能を開発し、
遅れを取り戻しつつある。例えば、一部のレンタカーブランドでは、2020
年までにIoT技術を搭載した車両を投入する計画を進めている。他にも、
ある都市や自治体では、スマートシティ技術を活用し、公共の交通システ
ムを大幅に改修している。タクシー会社ですら
「ライドヘイリング的な」体
験を提供できるよう、デジタル投資に力を入れている。

気、交通渋滞、利用可能な車両の有無、および割増料金（ピーク時料金）
といった変数により、日々変化する。慎重な旅行プランナーでも
（特に、馴
染みの薄い都市や急に決めた旅行などの場合）間違える可能性がある。
顧客の期待の変化に合わせて進化することを目指している陸上輸送業
者にとって、マルチモーダルな交通統合は、今後進むべき道として大いに
期待できる。次世代の旅行サービスは、複数の交通機関や、乗り継ぎ・駐
車場などに関する新しいタイプのコンテンツ、リアルタイムの交通情報な
どを組み合わせ、AI、パーソナライゼーション、一元化された支払い方法
などを取り入れた、包括的なサービスになるだろう。

マルチモーダルな進化の兆候はすでに見え始めている。自動車メーカー
は、さまざまなモビリティオプションを管理する、単一のアプリケーション
の試験運用を開始した。ライドヘイリング業者は、自社のプラットフォー
ムに自転車シェアリングを取り入れている。これらはまだ初期段階であ
り、今後さらに進化する可能性がある。今後、既存の陸上輸送業者は、マ
ルチモーダルソリューションをさらに拡大するにあたり、商品について有
さまざまな輸送機関で独自のデジタル化に向けた検討を進めており、新 機的な取組みを実施することも、エコシステム内での協業を目指すこと
たな進化－統合やマルチモーダルプラットフォームの台頭－の準備が整 もできる。その場合、データ統合が重要な課題となるだろう。業界は、一
いはじめている。
ライドヘイリングやP2Pのレンタカーからオンデマンドの 元的な交通プラットフォームに必要な新たなデータ処理規則の策定に向
シャトルサービスまで
（今では自転車、スクーター、自動走行車もある）、 けて、準備を開始するべきであろう。一部の業者では、データ管理プロセ
テクノロジーを利用したモビリティにより、レンタカー、送迎サービス、タ スを全面的に見直す必要があるかもしれない。先日、
「Netflix風」に、月
クシー、バス、電車、地下鉄など、すでに多くの事業者が混在しているネッ 極めでライドヘイリングを提供するサービスが開始された。これは、陸上
トワークに、新たなプレイヤーが参入することとなった。多くの場合、A地 輸送のビジネスモデルが、今後数年間で劇的に変化すること暗示してい
点とB地点を結ぶ最も効率的な（そして低コストな）交通手段は、これら るといえるだろう。
の選択肢の組み合わせが含まれることが多い。この組み合わせは、天
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業界の戦略的要件
今後の業務のあり方に着目する

新しいテクノロジーに注目する上で忘れてはいけないのは、旅行および
ホスピタリティ業界が直面している大きな課題の一つが、
「人材」
であると
いうことである。この点は、2019年も変わらないだろう。優れたサービス
を基本とする業界では、人材は最も強力で競争力のあるブランド資産と
なる。また、ここ数年は「人材」が、場合によっては、成長を妨げるほどの
影響力を持つということを再認識する年でもあった。

世界の約10人に1人はすでに観光業に携わっている21。業界が成長する
ためには、より多くの人材が必要であることは言うまでもない。しかし、こ
れは非常に重大な問題を提起している。過去10年間で、米国の旅行業
界は拡大した。同時に、非正規労働を軸としたギグエコノミーが急速に
拡大し、雇用は全国的に完全な飽和状態に近づき、労働者は高齢化・高
学歴化し、次世代の人材は新興分野で魅力的なキャリアを追求する傾向
が強まった。こうしたトレンドを考慮すると、旅行業界が深刻な人材不足
に直面していることにも頷ける。
旅行およびホスピタリティ業界において、人材逼迫は目新しい課題では
ないが、現在の不足は前例のない規模である。米国では、大不況が最も
深刻化した頃、ホスピタリティ業界には約35万3千人分の求人があった
22
。2018年現在、旅行業界の成長に伴い、その数は113万9千人に膨れ
上がっている。技能労働と単純労働のいずれについても人材不足が広
がっている。例えば、航空業界は、乗務員不足によって路線拡大が難しい
状態にある。小規模なローカルキャリアの中には、パイロット不足のため
運航を中止しているところもある。

これは米国だけではなく、多面的でグローバルな問題である。フランス、
ドイツ、英国、そしてポルトガルでも、同様の事態に苦戦している。新規雇
用のため、ホテル、レストラン、およびその他の旅行関連業者は収益の
25%から30%（数年前の15%から上昇）に相当する賃金引き上げを余儀
なくされている23。したがって、旅行業界の収益は拡大しているものの、営
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業費の増加が利益率を圧迫している。移民政策の変化が問題を悪化さ
せる可能性もある。全米人口に占める移民の割合は13%に過ぎないが、
ホテルおよび宿泊業界では労働力の31%、レストラン業界では22%を占
めている24。

隙間を埋める
さらなる進歩に向けて歩み続けるには、業界、近隣の産業協会、そして
官業が、それぞれの重要な役割を果たしながら、協力し合う必要がある。
これら3つの主要分野で進展が見られれば、旅行業界で就職しキャリア
構築しようと考える人材を惹きつけ、恒常的に高い離職率の引き下げを
目的とした従業員エンゲージメントを高める取組みの実施や、よりスマー
トで効率的な労働力の強化に向けた新興技術の活用などを含めて、何ら
かの影響をもたらすことができるだろう。
旅行業界に人材を惹きつけるには、アウトリーチ活動が必要である。既
存の労働力と将来の人材は、やりがいがあり、安定した短期的な仕事を
得る場所、そして長期的なキャリアを積む場所として、航空、レストラン、
ホスピタリティ業界で働きたいと思わせるインスピレーションを必要とし
ている。業界や産業協会のリーダーは、見習い制度や研修制度、キャリア
イベント、キャリア開発における学界および非営利団体との連携など、
様々なアプローチを活用し、この業界で働くことを検討の視野に入れて
いない教育者、保護者、学生などに紹介することができる。

10人に1人は

世界の約

すでに観光業に携わっている。
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従業員エンゲージメントの取組みの中には、定着率向上に効果的なもの
もあるが、旅行会社は離職率が高い業種であることを直視する必要があ
る。限界はありつつも、従業員エンゲージメントには、研修や人材開発制
度から、スタッフの作業空間の改善、子供の養育に関する手当の充実、
企業文化の変革まで、多岐にわたるアプローチが存在する。特に大手旅
行ブランドの場合、まず従業員の声を聞くプロセスを改善・維持し、得ら
れたフィードバックに基づいて新たな従業員プログラムの開発に着手す
ると、効果が上がる場合が多いと思われる。

混雑する空港のターミナルで日々発生する混乱について考えてみよう。
空港運営チームは、到着便と出発便のスケジュールを厳重に管理し、手
荷物を移動し、航空機の燃料を補給し、備品を補充し、さらには機体の
保守まで行わなければならない。完璧な世界であれば、こうしたプロセ
スを正確に調整することができるだろう。しかし現実には、天気、機械の
故障、交通渋滞といった、変数が多過ぎるため、過去のデータに基づいて
現在進行中の作業を指揮するのは難しい。これが、毎年米国の約25%の
航空便が遅延する原因である25。

また、急伸している認知技術は、旅行各社での仕事のやり方を再定義し、
業務の合理化、スマートワークの推進を可能にしつつある。次の章では、
旅行会社やホスピタリティ会社が、今後1年間にわたって認知技術を活
用するためのさまざまな方法についてみていく。

ことを考えると、乗客の顧客体験向上は言うまでもなく、例えわずかでも
プロセスを合理化することに即効性のある効果があるといえるだろう26。

コグニティブ・インサイト：コグニティブ・インサイトは、新たな機会、組織
のプロセス、そしてリスクを特定するため、複数のデータソース間の関係
を分析し、分離することによって、大規模な組織知能を創り上げる。セン
サーやカメラを組み込めば、認知技術によって構造化された情報および
構造化されていない情報をリアルタイムで追跡し、把握することが可能
になる。

この技術は航空会社以外にも応用できると考えられる。また、コグニティ
ブ・インサイトは、よりインテリジェントなホスピタリティに多大な影響を
もたらす。タスク管理システムは、ホテルのスタッフ同士のコミュニケー
ションを自動化および合理化し、経営者はゲストの到着準備の効率化か
ら、タスクリストの優先順位付けやハウスキーピングまで、あらゆる日常
業務を改善し、最適化することができる。

旅行業界に浸透する認知技術

7%の航空便が、航空会社がコントロール可能な要因によって遅れ、その
航空会社に1分あたり30ドルから50ドルの損失が発生する可能性がある

コグニティブ・インサイトにより、運営チームは、過去とリアルタイムの運
営データと外部のデータソース
（天候など）や予測分析を組み合わせ、航
旅行業界こそ、今後、認知技術が真に輝く場所であるといえるだろう。旅 空機の動きを管理することができる。これにより航空会社は、天候の乱れ
行業界では、人と人との対話、反復性の高い業務や操作、旅行者の嗜好 に対処するのではなく、天候が乱れる可能性が高いという情報に基づい
性の違いや天候の乱れから生じる不確実性などの様々な変数が組み合 て、リアルタイムで資産やリソースを再配置することができる。直感的な、
わされることにより、あらゆる認知技術の活用機会（インサイトの提供、 従業員向けモバイルインターフェースがあれば、運営チームは、ゲート割
自動化、エンゲージメントなど）が生まれている。今後数年間で認知技術 り当ての調整からクルーチームの配置、メンテナンスのスケジュール設
が進化するにつれ、これまでになく多種多様なメリットが得られるように 定、および搭乗まで、あらゆる業務についてアドバイスを受けることがで
なるかもしれない。
きる。
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コグニティブ・インサイトは、単に航空機の出発時間に数分の余裕を生む
以上に、より大きな意味をもたらす。認知技術は、航空会社、ホテル、そ
の他の旅行関連業者にとって、事前に定義されたプロセスの中で最初か
ら最後まで設定された一連のタスクとしてではなく、人間が問題を定義
し、機械が解決策の発見を支援し、人間がその解決策の妥当性を検証す
るといった場面において、問題解決に向けた協力的な取組みを実現さ
せ、その業務自体を再定義することさえ可能にするだろう。

コグニティブ・オートメーション：ロボティクス&コグニティブ・オートメー
ション
（R&CA）
プロセスは、反復性の高いタスクを実行する単純なロボッ
トから、複雑なプロセス
（分断されていることも多い）を自動化する機械
学習まで、多岐にわたる。

コグニティブ・オートメーションは、反復性が高く、規則性のあるビジネス
プロセスがある場合（旅行業界ではよくある状況だが）に効果を発揮す
る。毎日何百万人もの顧客と取引を行う消費者向けビジネスは、コグニ
ティブ・オートメーションによる恩恵を最も受けられる分野であり、パス
ポートやビザの処理から、ホテルや航空会社が複雑な流通経路を通じて
予約や支払いを管理する際のサポートまで、あらゆる機会に活用するこ
とができる。最近、この技術はさらに高度化され、適用可能なソリュー
ションはさらに拡大している。こうしたソリューションの例として、コンプラ
イアンス関連の業務や請求書の作成を自動で行う、監査を合理化する、
航空会社の財務担当者がエラーや収益漏出を検出する際にサポートを
提供する、などがある。
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コグニティブ・エンゲージメント：インサイトやオートメーションを機械学
習と組み合わせ、顧客、従業員、サプライヤー、および企業エコシステム
内のその他の存在と有意義な対話ができるインテリジェントなエージェ
ントを配置することによって、まったく新しいサービスの提供方法を実現
することができる。これにより、よりシームレスでパーソナライズされた顧
客体験が提供でき、価値と利便性が向上し、効率性、経済性、および安全
性が高まる。
チャットボットやバーチャル・トラベル・アシスタントは、すでに旅行業界
全体に広がっている。こうしたプラットフォームが、家族旅行全体を計画
するといった複雑なタスクにおいて旅行者を支援できるかどうかについ
ては、業界内でまだ多く議論されている。しかし、この技術は少なくとも
旅行者がホテルの部屋のタオルを追加したり、ルームサービスを注文し
たりするには十分な程度まで高度化されている。また、旅行業者は、旅
行全体にわたってバーチャルアシスタントを使う方法を模索しており、間
もなくそれが可能になるだろう。

旅行会社は2019年にインテリジェント・エージェントの活用する領域を
更に広げられるだろう。見過ごされがちだが、スタッフの採用や候補者の
経歴の評価などに利用することもできる。旅行会社は、実験的に、チャッ
トボットを使って人間の採用担当者と同様に採用候補者と会話したり、ス
キルや場所に基づいて適切なポジションに応募するよう指導したり、ある
いは勤務先になるかも知れない企業について、楽しく学ぶ研修を行った
りすることもできる。人事担当者は、コグニティブ・エンゲージメントを採
用することにより、求職者の特定、選考、面接、採用にかかる時間を短縮
することができる。
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顧客との関係性を再定義するために

いつしか忘れ去られ、消えていった、何十という流行語がある一方、
「パー
ソナライゼーション」という用語はますます使われるようになってきてい
る。パーソナライゼーションは顧客戦略の重要な柱となった。パーソナラ
イゼーションは、なぜ旅行業界にとってそれほど大きな課題となったのだ
ろうか。また、業界はどこに向かっているのだろうか。

いろいろな意味で、パーソナライゼーションは旅行業者に攻撃と防御を
同時に行う手段であるといえるだろう。増大する他業界からの参入者の
影響から旅行業者を守ると同時に、顧客関係の再定義を通じて、業界内
の競合他社からマーケットシェアを獲得するのを支援している。

今後、他業界の
「ビッグテック」
プレイヤー達が、特にオンライン流通の分
野で、旅行業界の脅威となるかについては多くの議論がなされてきた。長
い目で見れば、他業界の大手企業が1.6兆ドル規模の世界の旅行業界を
放置するとは考えにくい27。また、ビッグテックはすでに広い範囲で存在
感を表し始めているといえる。進化し続ける航空券やホテル検索のプラッ
トフォームから、個人旅行プランナーやフライトの遅延予測アプリまで、旅

行ツールは10年にわたって着実に幅を広げてきた。このことは、さらに
ブッキング分野の下流へと参入しようという意図を示している可能性が
ある。加えて、新しい旅行ツールや機能が開発されるたびに、ビッグテッ
クの予測力がより強化されているという点も忘れてはいけない。数年分
の検索履歴、カレンダーの予定、その他のデータポイントは、すべて個々
の旅行者に紐づいており、旅行の好みや将来予定している旅行まで、驚く
ほど正確な情報を提供する。希望に沿った航空便の検索結果や、おすす
めのホテル、現地でのアクティビティに関するお知らせまで、すべての情
報が行動を起こすための起点となっている。

しかし、旅行業者も、旅行者にとってより目的に沿ったサービスを提供す
ることが可能である。そのためには、ビッグテックに欠けている一つの大
きな要素である、
「顧客との物理的接点」
から始めるのが得策といえよう。
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パーソナライゼーションの新たな境地：自律性の応用
ホテルは、例えば施設内に宿泊客と交流する場があれば、自律性を応用
することでパーソナライゼーションに取り組むことができる。自律性は、ホ
テルに、旅行者が自身の宿泊体験をパーソナライズする自由と柔軟性を
与えることができる。モバイルチェックインや部屋の選択、室内のスマート
ホームテクノロジー、チャットコンシェルジュサービスなど、ユーザー向け
のホテル機能はすべて自律性の応用を中心としており、ホテルの中核的
なサービスを旅行者が望む形で体験できるようにしている。

こうしたデータ環境では、パーソナライゼーションの機会が見過ごされて
しまう。たとえば、姉妹施設やブランドのスパを頻繁に訪れ、購買意欲が
高い顧客に対して、ホテルのマーケティング担当者が接触し、無料のスパ
トリートメントを提供するといった機会を逃してしまう。これは、ホテル経
営者が、データ駆動型・利益追求型の介入プログラムを通じて、デジタル
の世界までホスピタリティを拡張する妨げになる。

難しい課題ではあるが、クラウドベースのPMSソリューションの進化に
よって、コネクティビティへの新たな道が切り拓かれようとしている。これ
自律性を応用することができれば、室温を好みに合わせて設定したり、 により、ホテルはより費用対効果が高い方法で、オペレーションで独立し
ホテルのアプリで景色のよいコーナースイートを選んだり、宿泊客は思う ている
『点』
を結ぶことがきるようになるだろう。ホテルの物理的な建物や
ままに意思決定を行うことができ、ホテルはそれに対応することができ 施設、デジタル機能、そして創造的なパートナーシップのいずれについて
る。宿泊客の嗜好性を可視化する能力はホテルの武器となる。一方、応 もいえることだが、ホテルがより多くの接点を持てば持つほど、宿泊客は
用するということは、旅行のライフサイクル全体にわたって、リアルタイム より大きなエコシステムで自立的に行動することが可能になる。
で的確に、宿泊客のマイクロデータを活用することなどを意味する。これ
は、客側が予約を繰り返したり、部屋をアップグレードしたり、ちょっとし これらは高尚な未来のビジョンではない。ゲストリレーションの見直しは
た用事を頼みたいときなどに役に立つだろう。
活発に行われている。すでに一部のホテルブランドは、部屋の温度、照
明、エンターテイメント、無料の飲み物などを宿泊客の好みに合わせて
ホテルの環境に、宿泊客のマイクロデータを取り込んで活用する機能を 提供している。今後、インフラ構築に多額の投資を検討しているホテルブ
導入するのは、大掛かりな取組みである。2019年にパーソナライゼー ランドは、デジタルと現実の橋渡しができる業者で溢れている市場にアク
ション機能を導入したいと考えているホテルは、まず先にエコシステムの セスすることも検討する必要があるだろう。
統合を優先すべきだ。フルサービスのリゾートホテルに1週間滞在する場
合を考えてみよう。チェックインカウンター、施設内のレストラン、ルーム
サービスから、スパやゴルフコースまで、宿泊客は自分の好みに関するさ
まざまな手がかりを残す。多くのホテルで、ホテル管理システム
（PMS）は
他のシステムから孤立しているだけでなく、近隣の施設、ポートフォリオ
内の他のホテルブランド、そして世界中のさまざまな地域との統合性を
欠いている場合が多い。このシステムが統合されていても、顧客管理シス
テム（CRM）およびロイヤルティプログラムとのバックエンド接続ができて
いないことが多い。
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