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2014 年 4 月 23 日

トリップアドバイザー 世界最大規模の旅行動向調査「トリップバロメーター2014」を発表
-- 2014 年はより多くの日本人が国内・国外旅行を計画
日本人の「食」に対するこだわりと、ガイドブックやパンフレットを重宝している現状が明らかに -世界最大の旅行口コミサイト*「TripAdvisor®」の日本法人であるトリップアドバイザー株式会社（本社：東京都渋谷
区、代表取締役: 原田静織、http://www.tripadvisor.jp/）は、全世界の宿泊事業者および旅行者を対象にした世
界最大規模の旅行動向調査である「TripBarometer（トリップバロメーター）2014」（以下、トリップバロメーター）を
発表しました。トリップバロメーターは、トリップアドバイザーが年に 2 回発表する、旅行者の消費動向や各国の特
徴、旅行の計画の立て方の違いなどを把握することを目的とした調査です。
【調査の主なポイント】
 日本人の旅行に関する年間平均支出額は約 64 万円¹
 海外旅行を計画している日本人は昨年より 1 割増
 世界では 44%が旅行の計画に為替変動の影響があると答えているのに対し、日本では 38%に
留まる
 日本人が今後 1～2 年の間に訪れたい憧れの旅行先は、1 位イタリア、2 位アメリカ、3 位スペイン
 日本人にとって、「食」が旅行の重要な要素であることが判明
 日本のホテル事業者は、インターネット上の口コミと宿泊料金が、旅行者の意思決定に最も影響を与えて
いると認識（55%）
 97%の日本人がインターネットを利用して旅行の情報を収集し、計画を立てているが、同時にガイドブック
や旅行会社のパンフレットも重宝して利用している（70%）
 日本人旅行者はスマートフォンを頻繁に利用しており、89%が旅行中も使用すると回答
 日本のホテル事業者はモバイル向けのサービス提供に関して、世界のホテルに比べ遅れを取っている
（世界 76%、日本 67%）
【調査概要】
目的：

国、地域、世界の旅行トレンドの集計・分析・発表

実施機関：

調査会社 Ipsos がトリップアドバイザーの委託を受けて実施

集計期間：

2014 年 2 月 14 日～3 月 10 日の間にオンラインで実施

対象国・地域：

世界 7 エリア・32 の国と地域

対象者：

旅行者 50,637 名、宿泊事業者 10,370 名、合計 61,007 名 2、うち日本人回答者 2,446 名

特記事項：

前回の調査結果との整合性を図るため、調査データには世界のオンライン人口比を、全体、
及び各国・地域別にも加重



日本人の旅行に関する年間平均支出額は昨年と殆ど変らず、64 万円

世界全体の旅行に関する年間平均支出予定額は、2013 年の US$5,955（¥607,410）から、今年は US$6,136
（¥ 625,872）と 3%上昇、旅行に使うお金を増やすという結果となり、旅行業界に明るいニュースとなりました。
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一方、日本人は 2013 年の US$6,306（¥643,212） と同レベルの支出を予定しており、世界の平均支出を若干上
回る US$6,367 （¥649,434） へとわずかな上昇に留まっています。



海外旅行を計画している日本人は昨年より 1 割増

旅行頻度を増やす旅行者の割合は、ほぼすべての国で増加しています。国内旅行を計画している人の割合につ
いては、2013 年の 87%から増加し今年は 90%になりました。また、海外旅行を計画している人の割合は、2013
年の 65%から 12%増加し、77%となりました。
日本人も 2014 年は旅行を増やす傾向にあり、国内旅行を計画している日本人は昨年の 92%から 95%へ、また
海外旅行を計画している日本人は昨年の 68%から 78%へと 10%増加しています。
この結果から、景気を楽観視していない人が多いにも関わらず（楽観的と回答した人は世界でわずか 11%、日本
人では 16%）、旅行に行く意欲は高い消費者の様子がうかがえます。
なお、総じて為替の変動が日本人の旅行計画に影響を与える可能性が低いこともわかりました。世界では、44%
が旅行の計画に影響を与えると答えたのに対し、日本人は 38%に留まりました。



日本人にとって旅の重要な様子は「食事」 - 世界でトップ

今後 1～2 年間で訪問したいエリアは、世界では 1 位が「ヨーロッパ」（46%）で、2 位が「アジア」（39%）、3 位が「北
米」（32%）でした。日本は、訪問したい国としてマレーシア人、タイ人、インドネシア人に挙げられている一方、日本
人が訪問したい国の 1 位は「イタリア」、2 位が「アメリカ合衆国」、3 位が「スペイン」となりました。
どのような旅行を好むか聞いたところでは、世界のトップは「ビーチ」（36%）だったのに対し、「ビーチ」を選択した
日本人は 21%に留まりました。一方で「食」を楽しむ旅行に対する日本人のスコアは世界で一番高く、世界平均が
20%なのに対し、3 倍近い 53%の日本人が美味しい食事が期待できる旅行を好むと回答しました。これは、日本
人にとっていかに「食」が重要な要素であるかを示しています。



日本のホテル事業者は、インターネット上の口コミと客室料金が、
旅行者の意思決定に最も影響を与えていると認識

消費者のほとんどは、予約時に「客室料金」が最も重要な判断要素であると回答しています（世界 95%、日本
94%）。また、「インターネット上の口コミと、宿泊したことのある人からの意見」（世界 89%、日本 86%）も重要だと
考えています。対照的に、世界のホテル事業者は「インターネット上の口コミ」（56%）が「客室料金」（50%）よりも
旅行者の意思決定に影響していると思うと回答しています。
一方、日本のホテル事業者は、「インターネット上の口コミ」（55%）、「客室料金」（55%）と両者を同様に重視してお
り、客室料金が重要な要素であると認識しつつも、最終的に旅行者は客室料金だけでなく、インターネット上の口
コミの高い評価と合わせて予約判断をしていると考えているようです。
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TripAdvisor for Business の社長、マーク・シャロンは次のように述べています。
「2014 年は『探検』がテーマとして復活し、今年はより多くの人が海外旅行を計画しています。トリップバロメーター
は昨今の急激に変化する旅行市場における消費者行動とニーズに対するインサイトを提供し、新規顧客の獲得を
目指す旅行業界に有効なヒントを提供します。旅行者の予算は増加していますが、掘り出し物を求めており、選ん
だ宿泊先がそれ以上の価値があることを期待しています。特別なオファーや、無料のアメニティ、優れたサービス
などは、潜在顧客を開拓する重要な要素になるでしょう。」
旅行の予算と旅行の計画が増加していることは、旅行業界の楽観的な先行き見通しに反映されており、世界のホ
テル事業者の 70%が来年の収益を楽観視していると回答しました（2013 年の 67%から上昇）。
日本のホテル事業者では、来年の収益性を楽観視していると答えたのはわずか 32%（2013 年の 21%からは上
昇）でしたが、客室料金を世界の平均より高くすると答えた日本のホテル事業者は増加しました（世界 52%、日本
61%）。その理由としては諸経費の増加が挙げられました（世界 58%、日本 44%）。



日本人はインターネットを使って情報を収集し、旅行を計画しているが、
同時にガイドブックや旅行会社のパンフレットも頻繁に利用している

世界では、旅行者の 6 割（65%）が出発の最低 3 か月～4 か月前から計画を立て始め、1/3 弱（32%）が旅行の 1
か月前に予約することがわかりました。対照的に、世界のホテル事業者の多く（65%）は、ほとんどの予約がチェッ
クイン日の 4 週間前以内に行われ、リゾートへの宿泊の場合は若干前倒しに計画されると考えていました。
これに対して、アジアの旅行者は比較的直前に宿泊予約する傾向が強く、旅行の 2 週間前までに予約すると答え
たのは、世界平均の 16%より高い 23%でした。日本人に限っては、半数以上（53%）の人が 2 か月前～3 週間前
までに予約をするという結果となりました。イギリス人とオーストラリア人は旅行の計画を立てる時期が最も早く、
旅行の 7 か月から 12 か月前に予約を行う人の割合が他の国に比べて高い（世界：6%、イギリス人：20%、オース
トラリア人：16%）ことも明らかになりました。
旅行の計画を立てるにあたっては、世界の調査結果と同様、日本人の 97%が旅行に関する情報収集にインター
ネットを活用していることがわかりました。しかしながら、ガイドブックや旅行会社のパンフレットなどのオフラインの
媒体が未だに重宝されていることも、日本人に特徴的な結果としてわかりました（世界：45%、日本：70%）。
世界のホテル事業者は、宿泊予約の意思決定に影響を与える要素として、インターネット上の口コミの重要性を認
識しており（世界：94%、日本 89%）、宿泊客に旅行後の口コミ投稿を積極的に推奨・収集しています。口コミの重
要性を認識している世界のホテル事業者の半数近く（48%）は、トリップアドバイザーなどのインターネット上のプラ
ットフォームから口コミを収集しており、1/3 以上（38%）は宿泊客へ E メールを送ることで口コミ投稿を促進していま
した。しかしながら日本では、インターネット上の口コミサイトで口コミを収集しているホテル事業者はわずか 36%
で、E メールでのフォローアップや口コミ投稿の促進策を実施しているホテル事業者は更に少数（14%）でした。
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日本人旅行者はスマートフォンを頻繁に利用しており、9 割が旅行中も使用すると回答

世界の旅行者はモバイル端末を常に持ち歩き、ほとんどが旅行時にもスマートフォンを利用すると回答しています
（世界：91%、日本：89%）。 世界の旅行者の 34%がスマートフォンを使って旅先でやることを探し、1/4 近く（24％）
がホテルの検索に利用していることがわかりました。ただ、旅行の計画や下調べにモバイル端末を利用している
人は増加しているにも関わらず、モバイル端末を利用して予約をする段階までには至っていないのが現状です。
直近の旅行をオンラインで予約した日本人は 72%と、世界平均の 66%を上回っています。そのうち、世界の 31%
と日本の 43%が「より安い価格で予約するため」にオンライン予約を選択したと答えています。旅行会社のカウン
ターなどオフラインで予約をしたのは、世界で 24%、日本で 20%でした。これほどオンライン予約が一般化してい
るにも関わらず、モバイル端末での予約は緩やかな増加に留まっており、直近の予約をモバイル端末で行った人
は世界・日本共に 4%でした。しかし、中国：10%、タイ：9%、インドネシア 7%、マレーシア 7%と、アジアの新興国
ではモバイル端末からの予約が世界と比較して高い割合を示しており、これはアジア市場でオフラインからモバイ
ルチャネルへとシフトする「リープフロギング」３が発生していることを物語っています。



日本のホテル事業者はモバイルのサービス提供に関して、世界のホテルに比べ遅れを取っている

今回の調査では、他のアジア市場のホテル事業者とは異なり、日本のホテル事業者はモバイルでのサービス提
供という点で後れを取っていることが明らかとなりました。モバイルでのサービス提供を実施している日本のホテル
事業者は、世界の 76%に比べ 67%に留まります。
現在こうしたサービスを持っていないホテル事業者のうち、半数（50%）の世界のホテル事業者と 35%の日本のホ
テル事業者が、今年度中にモバイル向けのサービス提供開始を予定していると答えています。現在、モバイル端
末対応サイト経由で宿泊予約が可能な日本のホテルはわずか 32%で、モバイルフレンドリーなウェブサイトを持つ
ホテルは 24%でした。
トリップアドバイザーCMO のバーバラ・メッシングは次のように締め括っています。
「今回のトリップバロメーターでは、旅行業界でモバイルの重要性が受け入れられ、旅行先でスマートフォンを利用
する旅行者の姿が明らかになりましたが、こと宿泊予約に関しては未だ開拓の余地があるようです。ホテルはモバ
イル経由の宿泊予約を受けるインフラを整えつつあり、旅行者はスマートフォンなどのモバイル端末でホテルなど
旅行先の下調べをしている － 次のステップは、消費者がどこにいてもモバイル端末で簡単に予約できるように
し、より多くの人へリーチを広げることでしょう。」

他国の調査を含む「トリップバロメーター」の全調査結果やインフォグラフィックスなどの資料は、こちらの特設サイ
トでご確認いただけます。www.tripadvisor.jp/tripbarometer
【脚注】
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1US$ = ¥102 換算 （2014 年 4 月 23 日現在の為替レートを適用）
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「旅行者」は、トリップアドバイザー利用者および、Ipsos のパネリストでオンライン上の旅行計画を昨年立てたことが

ある人から抽出。宿泊事業者は、トリップアドバイザーデータベースから抽出。
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新興国が発展段階を飛び越えて最先端技術を利用すること。この場合、パソコンの利用を飛ばして、モバイル端末が

普及・利用されるという現象を指す。

トリップアドバイザーとは：
トリップアドバイザー®（本社：米国マサチューセッツ州ニュートン、NASDAQ: TRIP）は、旅行者が最高の旅行を計画し
実行するための世界最大の旅行口コミサイト*です。トリップアドバイザーは、旅行者の実体験に基づくアドバイスと、幅
広い旅行の選択肢および予約ツールとシームレスにつながったプランニング機能を提供しています。世界最大の旅行
者コミュニティとして、2 億 6,000 万人を超える月間ユニークユーザー**を持ち、370 万軒以上の宿泊施設、レストランお
よび観光名所等に対し 1 億 5 千万件以上の口コミ数を誇り、世界 38 か国でサイトを展開しています（中国では
daodao.com として運営）。トリップアドバイザー フォー ビジネスは、旅行業界とトリップアドバイザーを訪れる膨大な数
の利用者をつなぐビジネス部門です。TripAdvisor, Inc. は、トリップアドバイザーブランドサイトのほか以下の 20 の旅行
関 連 サ イ ト を 運 営 し て い ま す ： www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com,
www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com,
www.independenttraveler.com,
www.flipkey.com,
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.kuxun.cn, www.jetsetter.com,
www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com,
www.seatguru.com,
www.smartertravel.com,
www.tingo.com, www.travelpod.com, www.virtualtourist.com
* 出典： comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide （2013 年 12 月）
**出典： Google Analytics, worldwide data （2013 年 7 月）
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お問合せ先
トリップアドバイザー広報事務局 （オズマピーアール内） 担当 磯崎、長田
Tel: 03-4531-0214 または 080-9368-5457 / E-mail: tripadvisor@ozma.co.jp
トリップアドバイザー株式会社 広報担当 東（ヒガシ）
Tel: 03-6416-5275 または 090-7251-6384 / E-mail: mhigashi@tripadvisor.com
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