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はじめに

旅行業界が回復に向かうにつれて、
新たな力がその未来を形作る

新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）のパンデミックにより、いくつかの業界は混乱に陥ったが、特に旅
行業界については、急速に市場が縮小した。米国では、2020年3月に航空旅客数は90％以上激減し*1、同年
4月にはホテル稼働率は25%まで急落した*2。ワクチン接種という形の「救済」がもたらされると、旅行業界は
回復の兆候が見受けられ、繰延需要が表面化したことで、2021年2月から9月にかけては、米国における旅
行予約に対する意向が、ほとんどの旅行カテゴリーで2倍となった*3。

それでも、おそらく旅行業界は需要が完全に回復するのが最も遅い消費者セクターのひとつとなるだろう。特に
パンデミックに対する懸念から、海外旅行や出張など一部の旅行計画が引き続き控えられている。また、危惧す
べき変異株が発生すれば、新たな入国制限の措置が検討されることになる。

しかし旅行業界にとって2022年は、単に都市やビーチへの旅行客の回帰による航空旅客数の増加やホテル稼
働率の上昇を注視するだけの年にはならないだろう。特定の種類の旅行は、他の種類より好調に推移し、特定
の旅客層は他の層より遅れを取るだろう。パンデミックは私たちの生活様式や働き方に変化をもたらしたが、こ
のような変化の一部は、健康を脅かす危機的な状況が終息した後も旅行業界に影響を与え続けるだろう。

デロイトでは2020年4月以降、Global State of the Consumer Tracker （世界の消費者動向調査）を通じて、
旅行に対する購買意欲を含む消費者動向を追跡調査している。そして2021年には、旅行需要について取り上
げたレポート（出張旅行の未来に関するレポートなど）を3冊発行した。本レポートでは、今後1年間にデロイ
トが注視している6つの主な動向についてご一読いただきたい。
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出張旅行の緩慢な回復

多くの従業員がオフィス勤務に戻り、顧客への訪問が増えれば、企
業の出張需要は大幅に改善するはずであり、2022年前半にそれ
が実現する可能性が高い。しかし、昨年の秋にデルタ株拡大で窺
えたように、オミクロン株やその他の変異株によって、企業のオフィ
ス勤務の回復は再び遅れる可能性も考えられる。

コロナの影響を楽観的に想定しても、2022年の出張は2019年
の水準に達するどころか、近しいものになるとも考えにくい。各地
を飛び回っていたビジネスパーソンも、全員がコロナ前の出張頻
度に戻りたいと考えているわけではなく、どのクライアントも2019
年と同じ水準の訪問をすぐに受け入れるとは限らない。同時に、
CEOやCFOは、今までにない程少ない出張回数で運用できたと
いう実績から、引き続き出張費とその費用対効果を引き続き綿密
に精査することになるだろう。

旅行回数が少ないということは、CO2排出量も少ないということで
ある。米国では企業の半数がサステナビリティ目標に寄与するた
め自社の出張規程の最適化に取り組んでいると回答している*4。
これは、ほとんどの場合、出張頻度の低減、飛行機利用を減らす
ための会議アジェンダの最適化、長距離出張の制限、オンライン
会議への移行などの対策を意味している。

テレビ電話に対する疲弊が出てきて、より対面でのやりとりを好む
傾向が強まっているようだ。しかし、企業はこの2年間で、飛行機
に乗り対面で対応する必要がある会議はどれか、会議用ソフトで
対応可能な会議はどういったものかということを十分に学んでき
た。デロイトの「Deloitte 2021 Holiday Travel Survey」によると、
ビジネスの成功には顧客との関係構築や育成に寄与する出張が最
も不可欠であり、テクノロジーで代替することは難しいと考えられ
ている。営業で顧客を訪問したり、会議でネットワークを構築した
りするための出張は、今後最も力強く回復すると考えられるが（図
1参照）、社内研修やミーティングは今後もバーチャルで行われる
ことが多くなるだろう。

コロナによる健康への懸念から、2022年の大半の期間は、引き
続き出張渡航が難しい状況になるだろう。パンデミックが直接与え
る影響はいずれ薄れるものの、バーチャル会議・バーチャルコラボ
レーションに支えられて、より持続的な利益を生む力とサステナビ
リティの優先事項が継続される可能性がある。経営陣が出張の回
復を検討するにあたり、旅行企業には、見直された優先事項に対
応するために連携し、助言を与え、新たなツールを提供するオポ
チュニティが存在するのである。

図1.　「飛行機を利用する理由」：業務上の影響と技術的代替可能性による出張旅行のユースケース

出所： Deloitte 2021 Holiday Travel Survey（N=150）、出張費管理・戦略を監督する経営陣への聞き取り調査
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旅行業界におけるリモートワークのオポチュニティ

バーチャル会議の台頭は出張の回復を遅らせると思われるが、オ
フィス勤務から解放された従業員にはプラスな面がある。ノートパ
ソコンを持ち歩くレジャー旅行者の旅行回数が増え、その旅行日数
と支出が増えている（図2参照）。

リモートワークの台頭は、旅行市場を拡大する以上の効果がある。
デロイトの調査によれば、これらノートパソコンを持ち歩く旅行者
は、平均以上の購買力を持ち、旅行日程の柔軟性が高く、独自の
ニーズを持っている。

こうした旅行者がリモートワークを行うには、いくつか必要な条件
がある。
 • 静かで快適な空間（他の旅行者から離れていることが望ましい）
 • 高速で信頼性の高いWi-Fi*5

 • テイクアウトできる健康的な食事、フィットネス機器やアクティビ
ティなどのウェルネス関連の付帯施設が利用できる便利な環境

 • 仕事の都合で滞在中のアクティビティが変更可能であること

進化するリモートワーカーのニーズへの対応を模索している旅行
企業の中には、既に旅行回数の増加傾向に乗じているところもあ
る。サブスクリプションモデルはこれまで旅行頻度が低いために苦
戦してきたが、現在は見直されている。citizenMによる法人向け
サブスクリプションとマンダリン オリエンタル ワシントンD.C.の
MOBaseは、仕事、旅行、日常生活の境界線があいまいになりつ
つある旅行者をターゲットにしている。また出張の減少を踏まえて
旅行企業がロイヤリティの再構築を試みる中、ノートパソコンを持
ち歩く購買力の高い旅行者と彼らの需要は、今後1年でさらなる
注目を集めることとなるだろう。

図2.　オフィスに縛られない柔軟性を持った
労働者によって旅行市場が拡大している

米国では旅行中に仕事をする意向のある 
旅行者はこのホリデーシーズンに 
2倍の旅行回数を計画している

ノートパソコンを持ち歩く人の半数以上が、 
リモートワークのために最長のレジャー旅行の 

期間を3日以上延長している

接続手段を持たない人
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接続手段を持たない人
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29%
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3～6日 1～2週間 2週間以上1～2日

19%

38%

12%
6%

出所： Deloitte 2021 Holiday Travel Survey（N=633）
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働きながら休暇を取る旅行者は、2019年と比較して、 
レジャー旅行の予算を増やす傾向が2倍以上あった



貸別荘／民泊の急伸の継続

リモートワークは、ホスピタリティ業界のもうひとつの大きなトレン
ドを長期的に促進させる可能性がある。それは、貸別荘／民泊が
宿泊施設の主流な選択肢の一つとして加わりつつあることである。
依然として、レジャー宿泊費の過半数を占めているのはホテルであ
り、2021年、夏季・年末年始ともに、有料の宿泊施設を利用する
旅行者の80%以上がホテル宿泊を計画した。これは貸別荘／民
泊利用を計画する人の約3倍だったが、コロナにより、宿泊施設
の形勢を傾けている。2021年の米国内のホリデーシーズンには、
貸別荘／民泊利用者の10人に4人以上が、パンデミック時に初
めてこの宿泊形態を知ったと回答している（図3参照）。

貸別荘／民泊はスペースが広くソーシャルディスタンスが確保でき
るため、2020年と2021年は健康への不安がその需要を高める
主な要因となった。

しかし、旅行者は貸別荘／民泊を組み合わせて利用し続けること
を計画している。新規に貸別荘／民泊を利用する旅行者の4人に
3人が、パンデミック後もこの宿泊施設形態を選択し続ける予定だ
と回答した。また、上述のリモートワークが旅行に与える影響（旅
行の長期化や仕事場の必要性）は、健康への懸念が収まるとき、
貸別荘／民泊の人気を維持する要因になりうる。

ホテルに代わる宿泊施設への関心の高まりが、引き続きホスピタ
リティ企業の進化の追い風になるだろう。ホテルは、キッチン、隣接
する部屋、仕事場など、自宅のようなアメニティを向上させ、貸別
荘／民泊においては、より一貫性のある予測可能な体験を提供し、
出張を含む旅行形態毎の目的に合ったプラットフォームに引き続き
投資していくだろう。

図3.　貸別荘／民泊の利用が急増し、多くの人がこの宿泊形態を今後も利用すると回答している

出所： Deloitte 2021 Holiday Travel Survey （N=239）

2021年夏、貸別荘／民泊の利用客の28%が、パンデミック時に初めて利用した。 
ホリデーシーズンまでに、パンデミック時に初めて貸別荘／民泊を選択した利用客は43%に増加した。

どのくらいの頻度で貸別荘／民泊を利用するか

新規利用客の4人に3人は、今後も旅行の半分以上で
貸別荘／民泊を利用しようと考えている

43% 14% 21% 22%
コロナ前：定期的に利用

パンデミック初期に初めて利用

コロナ前：たまに利用

2021年のホリデーシーズンに初めて利用
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国際的な繰延需要の
顕在化

コロナとそれがもたらした入国制限は、国境を越えた旅行を鈍化
させた。2020年4月から2021年3月にかけて、世界における消
費者の国際線の予約意向は、15％から17％の間で停滞した。そ
れが、ワクチンの普及が進むにつれ、2021年6月には23％まで
跳ね上がった *6。

2021年11月、ワクチン接種者の米国への入国制限が緩和され、
欧州を中心にインバウンドが急増した。しかし、海外旅行は依然と
して混乱、懸念、予測不可能性に阻まれている。新しい変異株な
どの発生により、直前の通達によって国境閉鎖や制限強化が行わ
れる可能性がある。海外旅行はたいてい数か月前に計画されるた
め、現在の環境下では、海外旅行に踏み切ることは未だ難しい。

しかし、罹患状況や入国政策が安定するにつれて、こうした旅行も
戻ってくるはずだ。米国の消費者は海外旅行のために貯金をして
いる（図4参照）。海外旅行の復活は業界全体にとって良いことで
ある一方、2年間、国内旅行しかできなかった米国の消費者が待
望の海外旅行を選択することで、国内の一部の観光地で需要にか
げりが出る可能性もある。

外国人旅行者の誘致とその期待に応えることは、カテゴリーを問
わず旅行企業の頭の中にあるはずだ。人気の観光地や大手サプラ
イヤーには、旅行者がすぐに押し寄せてくるだろう。そうではない
場所やサプライヤーは、最初に回復する市場からの潜在的な旅行
者を獲得するために、より長い時間をかけて創意工夫に満ちたア
プローチを取る必要があるかもしれない。またその過程では、ホテ
ル、航空会社、観光地は手頃な価格もしくは無料の検査や、入国
条件についての最新情報、ワクチン接種状況の確認・共有をする
ための簡単な方法に、容易にアクセスできるようサポートするなど、
海外旅行に依然として伴う軋轢や不確実性を軽減するための取り
組みも必要だ。この分野での取り組みは、旅行者にとってのわかり
やすさと簡便さを優先させ、協働して取り組むことで、はるかに強
化できるだろう。

図4.　海外旅行のための貯金

快適に外出できるようになったときに海外旅行に行くために
2021年に旅行費用を節約した旅行者の割合

全体では、旅行者の22％が、外出しやすくなったときに
海外旅行ができるよう、2021年は出費を控えていたと

回答している。

低所得者層 
（5万ドル未満）

20%

中所得者層 
5万ドル～10万ドル）

22%

高所得者層 
（10万ドル以上）

24%

出所： Deloitte 2021 Holiday Travel Survey



人材確保の難しさ

米国では、レジャー需要がパンデミック前の水準へと軌道修正さ
れる中、ホテルや航空会社は各業界で顧客対応サービス業務を苦
しめている「十分な人材の確保」という問題に直面している。
2021年10月現在、米国のホテル業界の就業者数は2年前に比
べて30万人減少している*7。ホスピタリティ企業のCEOは、スタッ
フの増員に苦労していることを認めている*8。航空会社もパイロッ
トや整備士のニーズを満たすことが困難な状況にある*9。ボーイン
グが発表した「2021年パイロット・技術者の人材予測」*10では、
一時解雇された航空会社職員の多くが業界を去っているのではな
いかという懸念を伝えている。同レポートでは、今後20年間に民
間航空会社における大きな雇用ニーズを予測しており、その新規
採用のニーズは、パイロット612,000人、メンテナンス技術者
626,000人、客室乗務員886,000人に上る。

人材不足の問題により、ホテルが宿泊客の期待に応えることは既
に困難になっている。多くのホテルが客室の清掃・整備を要望に
応じて行うモデルに移行し、ルームサービスやレストランなどの飲
食アメニティを縮小している。旅行頻度が高くなるほど、宿泊客に
とってこうした削減は（時にはリゾートフィーを支払いながら）受け
入れ難いものになっていくだろう。

自動化はホテルの人材問題の解決に役立つ可能性があるが、即効
性のある解決策はない。非接触型チェックイン機の普及でレセプ
ションスタッフの負担は軽減するが、客室の清掃やレストランの運
営には依然として人手が必要である。これらの問題が続く場合（指
標ではそうなると示されている）、ホテルはフィットネスセンターな
どの付帯施設や客室の清掃・整備などのサービスを項目別に有
料化する試みを始めることが予測される。そして、これまで標準的
であったホテル体験のパーツがバラ売りされるようになれば、ロイ
ヤリティプログラムでそれらを扱うこともできるようになる。

2021年10月現在、 
米国のホテル業界の就業者数は 

2年前に比べて 
30万人減少している*7。
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若年層と富裕層の旅行者が回復を牽引する

2年にわたるコロナ禍での生活は、様々な客層に多種多様な影響
を及ぼした。レジャー旅行がより安定した需要の状態に向かう中、
旅行企業は、年齢や所得に応じた新たなトレンドに細心の注意を
払う必要がある。2022年も続くと予想されるパターンとしては、シ
ニア層の旅行者は強い躊躇を示し、高所得層の旅行者は低所得層
よりもはるかに速いペースで戻ってくるということが挙げられる。

警戒感を示すベビーブーマー世代
コロナ前、ベビーブーマー世代は収入のピークと定年退職の時期
をまたぐため、旅行マーケティング担当者やサプライヤーから注目
を集める客層だった。現在、55歳以上の旅行者（そのほとんどが
ベビーブーマー世代）は旅行する可能性が著しく低く（図5参照）、
その一番の理由として健康上の不安を挙げている。

米国において55歳以上の消費者は、依然として旅行企業にとって
魅力的な顧客層だが、彼らには時間と安心感が必要である。適切
なタイミングとメッセージでアプローチすれば利益に繋がる可能性
がある一方で、その組み合わせを間違えると損害を被る恐れがあ
る。またこの層の懸念は、今後も旅行業界が、移動中、敷地内、目
的地での散策中に、全ての年齢層の旅行者の安全を確保するため
の措置を講じる必要があることを思い起こさせる。

図5.　米国内で旅行を計画している18歳から34歳の旅行者は45%であるのに対し、55歳以上は36%である。
55歳以上の旅行者には以下の傾向がある。

旅行回数が少ない 少人数で旅行する 旅行日数が短い 飛行機利用が少ない

2021年における 
休暇旅行平均回数

18～34歳 2.7

35～54歳 2.4

55歳以上 1.7

78%
単身もしくはもう一人の大人と
旅行している旅行者は18～
34歳では59%であるのに対
し、55歳以上は78%である

53%
今シーズンの旅行を最長1週
間にとどめると回答している
旅行者は若い世代では31%
であるのに対し、55歳以上は

53%である

2021年の休暇旅行のうち、
飛行機利用を含む回数は？*

18～
34歳

35～
54歳

55歳
以上

40% 49%
77%

29%
30%

20%30% 21%
3%

1回 3回以上2回

出所： Deloitte 2021 Holiday Travel Survey（N=534）
*飛行機利用を含む旅行についてのグラフは、各年齢層における飛行機利用者の割合を示している
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高所得者層の旅行者は以前より良好な状態に戻っている
米国において、高所得層の消費者の多くはパンデミック中も健闘し、
旅行への回帰を先導してきた。2021年のホリデーシーズン中、年
収10万ドル以上の米国人は、5万ドル未満の所得者層に比べて、
約2倍の割合で旅行をする可能性があった（図6参照）。旅行費用
が上昇するほどこの傾向は強まり、格安旅行者をターゲットとした
ビジネスモデルが見直される可能性がある。しかし、お得感を求め
る傾向は全ての所得者層に存在し、低所得者層の米国人が旅行
に出る意欲を失ったという兆候はない。

高所得者層の支出傾向に変化が見受けられる。2021年のホリ
デーシーズンに旅行予算を増やしたと回答したのは低所得者層で
はわずか12％だったのに対し、高所得者層では30％だった。高
所得層の旅行者の多くが、予算の増加を、働く場所の柔軟性や、モ
ノより体験を重視する個人の優先順位の変化など、多くの人にパン
デミックが与えた変化に起因するものと考えている。

航空会社、ホテル、船旅会社、レンタカー会社などの業界のサプラ
イヤーは、地域、年齢層、所得水準、旅行形態を問わず、大勢の
旅行者が戻ってくることを望んでいる。しかし、その回復にはばら
つきがあり、2022年もその傾向は続くと思われる。米国において、
シニア層や低所得者層は、旅行業界が簡単に取り除くことができ
ない旅行の障壁に直面している。

図6.　10万ドル以上の収入がある米国人の53%が
旅行を計画しているのに対し、

5万ドル未満の所得層は32%である。
高所得者層の旅行者には以下の傾向がある。

低所得者層 
（5万ドル未満）

高所得者層 
（10万ドル以上）

有料施設宿泊 43% 63%

飛行機利用 26% 48%

飛行機を利用し、ホテルまたは貸別荘／民泊に宿泊する

感謝祭から1月中旬における旅行商品発生率

2年前より支出額が増加している

ホリデーシーズンの旅行予算：2019年と比較した2021年*

大幅に増加ほぼ同じ大幅に減少

低所得者層

12%

61%

26%

高所得者層

30%

55%

15%

出所： Deloitte 2021 Holiday Travel Survey
*2019年のシーズン中に実際に旅行した人を母数にした割合



2022年も、業界は依然としてパンデミック関連の問題に直面し、企業は消費者や従業員の安全確保に対する
責任が高まっている。しかし、旅行回復の兆しは現れており、継続的な成長を促進するチャンスもある。いま最
も旅行意欲の高い層への対応と、次の波への準備が急務である。

しかし、出張の減少や柔軟な働き方をする人の新しい旅行形態など、長期的に起こりうる変化に備えるための
取り組みも必要である。こうした変化は、世界的な罹患状況が安定した後も続く可能性が高く、旅行業界の構
造的現実における新しく持続的な構成要素として扱う必要がある。

12 | 業界展望 2022 旅行・ホスピタリティ
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