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ご自身に出張の機会がなくても、世の中で出張が増えていることに異
論はないでしょう。世界の出張旅費額は過去15年間で2倍に増加し、
GBTA（グローバル・ビジネス・トラベル・アソシエーション）は2020年ま
でにこの数字が1.6兆ドルに達すると予測しています。

支出の増加に伴い、企業は支出に関する調達慣習、権限、ポリシーを厳しく

し、コスト管理をしようとします。相反する要素が存在するコーポレートトラベ

ル環境において、企業の出張ポリシー外であったとしても、自由な選択や、

より便利なサービスを選ぶ出張者もいます。

出張者の管理を厳格化した結果 出張で得られる成果が減ってしまうことを出張者の管理を厳格化した結果、出張で得られる成果が減ってしまうことを

考慮し、各業界におけるリーダー的な企業は、出張者が進んでコンプライア

ンスを満たし、かつ満足度にも配慮した出張管理の新しい手法を求めていま

す。多くの企業が消極的な姿勢を見せる中、大企業の中には出張者の満足

度にフォーカスしたこの究極的な方法を、全面的に受け入れたところもあり

ます。
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出張旅費は、企業にとって常に重要で考慮すべき項目です。しかし、費用を

抑えなければいけない環境にあっても、企業戦士や頻繁に出張する人々の

生活向上のためのポリシーや慣習を改善する機会があります。出張者の満

足度に対応することで、出張者の興味を引き、出張の生産性を向上させ、企

業の出張プログラムを強化することができます。

この報告書では、すべての企業が 小限のコストで2017年を「出張者の年」

にできるよう、4つの推奨事項を以下の通り提示します。

・基礎を築く

・特典を優先する

・混乱を 低限に抑える

・予約と出張管理プロセスを簡略化する予約と出張管理プ セスを簡略化する

出張者にとっては楽なことばかりではありません。このレポートのヒントを活

用することで、企業は予算を増大させずにすべての企業戦士の出張エクス

を簡素化する とが きますペリエンスを簡素化することができます。
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ヒント１．出張プログラムの基礎を築く

年初は出張プログラムのポリシーを評価、変更、周知するのに 高の時で

す。企業が新入社員を迎え、出張のピークに備えるため、基礎を見直し、出

張者に周知することが大事です。

Monster.comによると、毎年第1四半期、特に2月は米国において新規採用

のピークとなります。カナダ、イギリス、オーストラリアなどでも同じ傾向にあ

ります。新しさは人々に刺激を与えます。新入社員を迎え、出張に関する企

業ポリシーの新しい項目を設定した企業は、出張プログラムについて従業

員を教育し、話し合いを促進する機会を得ることになります。
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セーバーの過去のデータによると通年で も

出張が多い季節は春です。企業は春の前に

2015年エコノミークラスの予約

プログラムを実施したいと思っています。

通年で3月が も出張の多い時期で、2015年の
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席数は300万件近くありました。ほとんどの地域

において、4月が2番目に出張が多い時期となっ
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年初に出張プログラムを見直し、詳細を周知すべき理由がもう一つあります。

出張に関するポリシーを少し変更することで、通年で多額の節約をすることが

できる とです 特に出張者がどれくらい事前に予約するかは重要です クできることです。特に出張者がどれくらい事前に予約するかは重要です。エク

スペディアとAirlines Reporting Corporationの年次報告書には、航空業界概況

として、航空券の平均価格が格安になるのは搭乗日の21日以上前に予約を

した場合だ、とあります。つまり3週間以上前に予約した航空券は非常に安

かったということです。なかには30％も割安だったケースもありました。

しかし一方でセーバーの統計によると、3週間以上前に予約された航空券数

は世界中でわずか3分の1であったことが明らかになりましたは世界中でわずか3分の1であったことが明らかになりました。
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実際、セーバーのデータは、出張のための航空

券のうち多くが搭乗日直前 つまり0～6日前に購

航空券事前予約購入

1～30日、北米、EMEA、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域
券のうち多くが搭乗日直前、つまり0～6日前に購

入されたことを示しています。4つの世界主要地

域（北米、EMEA、ラテンアメリカ、アジア太平洋地

域）において、航空券の平均的な予約購入日は
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ヒント２．特典を優先し、新入社員や頻繁に出張する従業員を惹きつける

企業は出張ポリシーを精査する場合、次の2点を常に考慮すべきです。

・ 出張ポリシーは企業文化を反映させること、そして

・ 出張者のニーズと、企業の目標とのバランスを図る。

出張者が年間に何週間も自宅から離れて過ごす場合 特典を与えることで出張者が年間に何週間も自宅から離れて過ごす場合、特典を与えることで、

出張が非常に楽になり、出張者は大事にされていると感じることができます。

セーバーの出張に関する付随・追加サービス購入についての 新データを見

てみましょう。

エコノミークラスの低額運賃では、

事前座席指定ができなかったり、

座席上の収納スペースの使用不

可といった制約がかかることが

統計によると北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で も購入

された付随サービスは、ファストトラック・パスと座席指定料金でした。マーケッ

トによっては手荷物料金も多くなっていて EMEAとアジア太平洋地域では

可といった制約がかかることが

一般的になってきました。多くの

トラベル・マネージャーやトラベ

ル・マネジメント・カンパニー

（TMC）は 出張者の時間を 大トによっては手荷物料金も多くなっていて、EMEAとアジア太平洋地域では

も購入されたサービスとなっています。

サプライヤーと交渉する場合、ファストトラック、手荷物、シートのアップグレー

（TMC）は、出張者の時間を 大

限活用し、フラストレーションを

小に抑えるために、そのような低

額運賃の利用を制限しています。

ド費用について契約に含めましょう。高い業績を上げている出張者は、こうし

たインセンティブがもたらす柔軟性や利便性を高く評価するでしょう。企業は、

頻繁に出張する従業員の生産性が上がることで、その恩恵を受けるでしょう。

こうしたインセンティブをサプライヤーとの契約に含めることができない場合はこうしたインセンティブをサプライヤ との契約に含めることができない場合は、

頻繁に出張をする従業員に対して会社負担とするのもよいでしょう。
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またセーバーのデータによると、出張者は、セキュリティと税関にかかる時

間を短縮できるファストトラックサ ビスを喜んで受け入れるとあります 北間を短縮できるファストトラックサービスを喜んで受け入れるとあります。北

米では、トラベルマネージャーは現在、出張者にTSA PreCheckやGlobal 

Entryを提供しています。イギリスでは、旅行者登録プログラムを活用し、セ

キュリティと税関にかかる時間を短縮しています。その他の国や地域でも同 ファストトラック特典の導入

様のサービスが提供されています。重要なのは、こうした費用はたいてい出

張者1人当たり100ドル程度しかかからないということです。こうしたプログラ

ムを使用することで、移動時間を短縮し、出張者のスケジュールの遅延や

混乱を 小限に抑えることができます。

現在は追加料金を支払うことで出張者が空港内の特典を

いくつも利用できるようになっていますが、さまざまな企業

がファストトラック特典をそれぞれの方法でサポートしてい
混乱を 小限に抑えることができます。

推奨事項

出張者にとって、時間と快適さは重要だと示しましょう。付随サービスの購入を、

ます。ある企業は、従業員が社外に出ることなく出張者の

Global Entry*を得ました。企業が 低限の申込人数を保

証すれば、Global Entry業者が企業を訪問し従業員登録し

てくれます この他に 年間12回以上出張するすべての出
サプライヤー契約にこうしたインセンティブを含める交渉しましょう。空港の検

問所でかかる時間を短縮するファストトラックサービスの費用を負担しましょう。

てくれます。この他に、年間12回以上出張するすべての出

張者に無料でTSA PreCheckを提供するサービスもありま

す。重要なのは、出張者に対して特典を追加・充実させた

い企業には選択肢があるということです。
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ヒント３．出張における混乱を 低限に抑える

旅行の遅延を喜ぶ人はいません しかし当然のことながら も頻繁に出張旅行の遅延を喜ぶ人はいません。しかし当然のことながら、 も頻繁に出張

者が利用する空港は、毎日の離着陸数の多さのために遅延する確率が非常

に高くなっています。出張者は自分の業務遂行のために不可避ですが、企業

はもっと遅延を管理できる方法を提供することができます。

セーバーの旅程に関するデータによると、シカゴ・オヘア国際空港（ORD）、ラ

ガーディア空港（LGA）、ジョン・F・ケネディ国際空港（JFK）、サンパウロ・コンゴ

ニャス国際空港（CGH） ロンドン・ヒースロー国際空港（LHR）などは出張者のニャス国際空港（CGH）、ロンドン ヒ スロ 国際空港（LHR）などは出張者の

利用が非常に多い空港になっています。こうした空港では遅延が生じがちで

す。

出張で、こうした空港を一切経由しないようにするのは不可能ですが、可能で

あれば、出張者は混乱を避けるために別の空港を利用した旅程の予約を検

討すればよいでしょう。

遅延による悪影響を緩和するため、出張者によりよい条件を与える他の方法

があります。それはグローバル・ラウンジ・プログラムに加入することです。こ

うしたプログラムは空港内でほぼメンバー専用のクラブにアクセスできるよう

にな ていますになっています。
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専用クラブではたいてい無料Wi-Fiが提供されています。また、無料の食事

とドリンクサービスが提供されるクラブもたくさんあります。こうしたラウンジ・

プログラムの中には、特定のクレジットカードと提携しているものもあります。

こうしたプログラムの料金（249～399ドル）と条件はさまざまですが、特典は

同じです。出張者はクラブを利用できるようになり、フライト遅延分の時間を

仕事や休憩のために活用できます。さらに無料の食事とWi-Fiがあるので、仕事や休憩のために活用できます。さらに無料の食事とWi Fiがあるので、

ラウンジを使用すると他の場所でこうした費用をかけずにすみます。

推奨事項

出張手配の際は工夫し、出張者が足止めをされた時は代替案を提供すること

で、旅行遅延を掌握しましょう。実際的には（そして予算的に）可能な限り、遅延

が多いことで評判が悪い空港を避けて予約をしましょう。各出張者にグローバ

ル ラウンジ プログラムのメンバ シップ料金に対する 定の金額を支給しル・ラウンジ・プログラムのメンバーシップ料金に対する一定の金額を支給し、

地上にいる時間を 大限活用してもらいましょう。
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ヒント４．予約と出張管理プロセスを簡略化する

出張者の予約プロセスでは スケジュ ル 利便

この情報が正しいと証明する面白いデータがあり

ます。エジェンシアの調査では、出張者は1回の
出張者の予約プロセスでは、スケジュール、利便

性、企業ポリシーのバランスをとる必要がありま

す。地域で異なりますが、80％の出張者が自分

で予約することを好みます。こうした出張者は、

出張につき、平均3つの異なるデバイスを使用し

ていることがわかりました。そしてセーバーのデジ

タル出張者調査では、北米で10人中7人の出張

者が「個人の出張履歴や嗜好に合わせた旅行の
素早く、簡単に予約したいと思っています。半分

以上の出張者（62％）が、365日24時間予約サー

ビスを利用したいと思っています。そして出張が

予約できたら、セルフサービス技術を利用して旅

者が 個人の出張履歴や嗜好に合わせた旅行の

選択肢」を受けることが「重要」または「とても重

要」と答えています。これは出張者がパーソナライ

ゼーションを優先していることを意味しています。
予約できたら、セルフサ ビス技術を利用して旅

行管理したいと希望しています。

つまり出張者はどこからでも旅程を簡単に

管理できるツ ルを欲しがっているのです

またそのような出張者は、外出先でサポートを

受けられるようにモバイルアプリが欲しいと回答

しています。2016年セーバー・GBTAデジタル出
管理できるツールを欲しがっているのです。

張者調査において、北米で も一般的に使用さ

れている旅行アプリの5つについて、3つがサプ

ライヤーのアプリ（航空会社、宿泊、地上交通）

で その他の2つがオンライン予約サイトとレストで、その他の2つがオンライン予約サイトとレスト

ランアプリであると報告しています。
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出張中に も使用するアプリ

航空会社 レンタカー レストラン 宿泊

北米ベースの出張者 ヨーロッパ・ノルディック諸国ベースの出張者

50%57% 37% 34% 44% 42% 23%41% 26% 57% 8%29%

オンライン予約

41% 43%

レストラン

33% 37%

航空会社

49% 52% 36%34%

レンタカー

18%32% 41%28%

宿泊

32%41%

オンライン予約

40%34% 52% 25%

費用管理

7%20% 26%17%

ライドシェアリング（自動車相乗り）

29% 19%

■米国 ■ドイツ ■イタリア ■スペイン ■ノルディック諸国■カナダ
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後に、個々の事例とセーバーとエジェンシアに

よるデータの両方が、出張者は、目的地までの

ライドシェアリング（自動車相乗り）への興味度合い

年齢別出張者

費用と所要時間別に移動手段を評価することの

できる技術を欲しがっていると示しています。ラ

イドシェアリングアプリは、出張時に も使用さ

れるアプリリストの下位にありますが ライドシェ

80%

75
%

% れるアプリリストの下位にありますが、ライドシェ

アリングに対する興味は、特定の層で高くなって

います。例えば、UberやLyftなどのサービスの

使用はミレニアム世代やX世代が主流になって
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%

います。調査対象地域のうち、こうしたサービス

に も興味を持っているのが米国のミレニアム

世代で、次に僅差でイタリアとカナダが続いてい

ます。
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ほとんどの場合、出張者は出張管理のためにセルフサービステクノロジーの

使用を好み、ほとんどの出張者がサプライヤーまたはオンライン旅行会社の

アプリを使用して旅行を手配しています。これはトラベル・マネージャーにとっ

て、企業の出張ポリシーに対応したアプリの利用を推奨し、出張者に企業の

出張プログラムに沿ったTMC提供または推奨プロバイダーのアプリをダウン

ロードするように促す機会となります。ドするように促す機会となります。

出張ポリシー逃れを防ぐほか、旅行に関するテクノロジーを推奨することで、

企業は出張者の嗜好をトラッキングし出張者の満足度を向上させ、さらに出

張ポ シ 準拠 た行動を推進する とが きます また費 削減や プ張ポリシーに準拠した行動を推進することができます。また費用削減やサプ

ライヤー交渉のヒントを得ることも可能です。

推奨事項

どんなデバイスからもシームレスに旅行を管理できるユーザーフレンドリーで

直感的な予約ツールやアプリを出張者に提供し、利用を推奨しましょう。出張

者にとって 高のテクノロジーは、フライト状況の確認、搭乗券へのアクセス、

ホテルや航空券予約の変更 ナビゲーション 乗車予約などの緊急ニーズにホテルや航空券予約の変更、ナビゲーション、乗車予約などの緊急ニーズに

対応するものです。 高のアプリは、出張者の履歴に基づきパーソナライゼー

ションもします。

14



結論

現在、高い業績を上げる従業員はより良い報酬や出世の機会を求めている

だけでなく、生産性を上げることを支援し、ある程度の柔軟性があり、満足

感と良いバランスを与えてくれる成功している企業を探しています。

エジ ンシアとセ バ のデ タは いくつかの単純なステ プにより 従業エジェンシアとセーバーのデータは、いくつかの単純なステップにより、従業

員が生産性と快適性の適切な組み合わせを見いだせることを示しています。

これらは漸進的かつ費用を重視した変革で、企業は予算を膨張させずに実

施することができます。

旅行に関する特典と付属サービスの提供を出張プログラムに組み込むこと

で、企業は投資費用を相殺するだけの費用削減の追加手段を導入すること

ができます また企業は 組織内での出張旅費の可視化 出張管理をすすができます。また企業は、組織内での出張旅費の可視化、出張管理をすす

めることで、さらなる費用削減を実感できます。

従業員を出張させる必要があるすべての企業は特典を検討することで、自

社を差別化し、頻繁に出張する従業員の満足度を向上させることができま

す。現在、従業員の入れ替えに採用時給与の200％もかかる場合があるこ

とを考慮すると、出張者の対応に投資することは、将来のための真の投資

であると言えます。であると言えます。
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この報告書は日々出張業務に携わっている2つの組織、エジェンシアとセーバーのコラボレーションによるものです。

ジ シ は世界 ちばん出張者に重きを置 る企業 す 消費者イ サイトと親会社 ク ペデ からエジェンシアは世界でいちばん出張者に重きを置いている企業です。消費者インサイトと親会社エクスペディアから

の技術投資を基に、技術、コンテンツ、サービス、報告書作成をワンストップで管理しています。

セーバーは旅行業界におけるグローバル・テクノロジー・プロバイダーで、ビジネスソフトウェア、データ、モバイル・ト

ラベル・ソリューションを提供しています。セーバーは世界 大の旅行に関するマーケットプレイスを運営しており、

旅行の買い手と売り手を、世界中の何百もの航空会社と何千軒ものホテルとにつないでいます。セーバーのマー

ケットプレイスでは年間1,200億ドル以上の旅行関連取引が行われています。
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