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第一章、はじめに： 

中国の旅行業界での eビジネスの背景： 

九十年代以来、北京での旅行産業は急成長の段階に至った。国の経済実力が増す

にしたがって、人の生活標準もどんどん改善しつつある。北京は国際的大都市に変

化しているなかで、人々が旅行に対しての消費意識と行為も大きな変化をしている。

旅行者はだんだん今までの伝統的な「団体化」の旅行方式に不満足を感じつつあり、

もっと個性がある自由な旅行サービスを求め始めている。近年、北京の旅行サービ

ス業界で eビジネスの需要は日増しに増加している。Eビジネス旅行を成功した会

社がまだ少ないため、発展する潜在力が大きいと考える。 

 

日本の旅行業界での eビジネスの背景： 

 日本の旅行業界は e-ビジネスに乗り遅れている。乗り遅れているというより、e-

ビジネス化のためのインフラが日本には整備されていないという方が正しいかも

しれない。旅行代理店のみならず、航空業界、ホテル・旅館など、ここ数年厳しい

状況が続いているが、そこから脱却する方法すら見つかっていないように思われる。 

この研究の狙いは、中国と日本の旅行業界での eビジネスの市場現状の比較、分

析と発展する市場潜在力を研究することである。 
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第二章、中国の旅行業界での eビジネスの市場現状： 

中国の旅行業界での e ビジネスチャンスが非常に大きい、市場も成長している。

新しい事業なので競争も激しいという現状である。この章では、中国国内における

旅行業界の eビジネスの環境と成功した eビジネス旅行社の戦略を紹介する。 

 

１．中国国内における旅行業界の eビジネスの環境 

ＣＮＮＩＣ調査、中国ネットワークインフォメーションセンター（中：中国互聯

網絡信息中心）により公開した数字が、中国のインターネット利用者数は１億３０

０万人（２００５年６月、前年同期比では１８．４％増）と言われている。人口１

３億人の７．９％しかにとどまっていない状況であるが、利用者数は増加している

ことは認識しなければならない。しかしながら、地域間の経済格差が大きいと知ら

れる中国において、インターネットの普及率は極めて低いと思われる。中国のイン

ターネット市場全体はまだ未成熟といえるであろう。全国性の旅行サイトが基本的

に北京・上海・広東など大都市に集中されている。 

 

類          別 数     量 

予約機能を備える総合的旅行ネット 

ホテルの予約機能を備える総合旅行ネット 

ホテルの予約機能を備える企業ネットワーク（北京）

  ５１２軒 

  １２０軒 

  １１６軒 
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それから、中国の旅行業界に欠かせないホテルの状況が例として知らなければな

らないと思う。特に北京でのホテルの現状を紹介する。 

 

北京でのホテル状況：（２００４年統計数字） 

（１）ホテルの規模： 

６１３軒 / １０．９４万部屋数 

★ 数 部屋数 比  率 2008 年、部屋の予定数 比 率 

5 ★   34 5．55 % 40 5    % 

4 ★   70 11．42  % 70 8.75 % 

3 ★   207 33．77  % 230 28．75% 

2 ★   260 42．41  % 260 32．5 % 

1 ★    42 6．85 % 200 25   % 

合计   613  800  
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解釈： 

- 前年平均空料： 450  元 （人民元/一部屋） 

- 予約手数料（50-60 元/一部屋） 

- 全国主な都市のホテルの数量（参考） 

北京 613軒：5★/34軒，4★/70軒， 3★/207軒， 2★/260軒 

上海 316軒：5★/20軒，4★/30軒， 3★/124軒， 2★/136軒 

広州 208軒：5★/5軒， 4★/21軒，3★/ 89軒，  2★/ 87軒 

深圳 168軒：5★/10軒， 4★/19軒，3★/ 67軒， 2★/ 70軒 

 

（２）ホテルの管理及びインタネット上の予約状況： 

・ホテルの管理： 

北京では、１７社の国際的有名なホテル管理集団により、２７軒４－５★のホテ

ルを管理されている。北京のホテル総数の４．４％に占められている。 

香格里拉酒店管理集团 (Shangri-la ) 

      六洲饭店酒店管理集团  (Six continental ) 

      万豪酒店管理公司  (Marriott International) 

      喜达屋国际酒店公司 (Starwood) 
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      雅高太平洋集团香港有限公司 (Accor) 

１４社の国内の有名なホテル管理会社が北京の３２軒ホテルを保有し管理して

いる。その中は３－４★のホテルが多い。 

・インタネット上の予約状況： 

インタネット上の予約状況は、４－５★のホテルはほとんど独立開発したネット

により予約する。国際ホテル管理集団の予約ネットに加入するか、伝統旅行社によ

る予約する方法である。７０％の３★ホテルと１・２★ホテルが「携程」・「e 龍」

のような eビジネス旅行社により予約業務を代理してもらうことである。予約の効

果から見ると、国際ホテル管理集団の予約ネットが極めて優勢がある。 

・ホテルの支払い方法： 

クレジットカードの支払い、ホテル現地で現金の支払いなど方法がある。 

 

２. 中国市場で成功した eビジネス旅行社： 

中国現在、e ビジネスによる旅行会社で有名なのは「e 龍」と「携程」という二

つの会社である。この二つの大会社の間でも競争が激しい。両社ともホテル・航空

券・旅行などの予約サービスを中心で、それに、加えて目的地に関連するいろいろ

な情報を旅行者に提供するサービスもある。店舗がないため、電話でもネットでも

簡単に情報を調べたり予約したりすることができる。情報量も多いし、内容も豊富

なので、旅行者にとって、出かける前にいろいろな情報を入手でき、便利になるこ

とである。 
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「e 龍」と「携程」両社のホームページについて、アクセス時間が短い、操作性

がいい。（「e龍」は http://www.elong.com）・（「携程」は http://www.ctrip.com） 

ホームページの色も明るく見えやすいように設定されている。情報は毎日更新する

わけではないが、業務の需要度により更新される。ホテルと航空券の値段について、

電話で問い合わせした値段とネット上で表示された値段は多少違う場合がある。例

えば激安の航空券は実にもう予約できないけれども、ネット上でもまだ表示されて

いる場合、顧客の問い合わせが来たら、２４時間以内に情報が更新される。 

ここで、この２社の基本データを紹介したいと思う。 

 

「携程」：ホテル・航空券・旅行線路などオンラインや電話を通じて事前予約する

ことができ、旅行に関するサポートする eビジネス旅行社である。すべて会員制で

ある。 

 ９９年３月に創立して、資本金は２００万元人民元である。本社は上海にある。

北京・広州・深圳・香港に四つの子会社が設立されている。現在、従業員は１５０

０人もいる。（コールセンター８００人、予約サービス員１０７人、毎日電話での

受付は４５０００通もある。）現在、会社の総市場価値は５．８億ドル以上である。 

 経営範囲：ホテルの予約；情報サービスの提供；旅行用品と芸術品の販売；各類

の広告設計と製作；インターネットの情報サービスなど。 

 

「e 龍」：９９年 5月に創立し、本社は北京にあり、上海、広州、深圳、南京、杭州、
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成都、武漢などの大都市で子会社が設立されている。現在、従業員は１２００人あ

まりである。「携程」の事業内容と大体同じような eビジネス旅行社である。現在、

中国国内では２２０都市の２６００軒、海外では１０８ヶ国と地域の４００００軒

のホテルを２－７割の予約サービスを提供している。そのほか、国内５０ヶ所あま

りの航空券の予約や旅行のサポートサービスを提供している。 

 これを見ると、中国国内のホテル予約や旅行などすべてこの２社を通して実現す

ることができる。この 2社の事業規模はほとんど同じぐらい広いことである。 

 この二つの eビジネス旅行社以外に、新しいできた eビジネス旅行社はだんだん

多くなってきた。「芒果网」（www.mangocity.com）という旅行社が新しい eビジネ

ス旅行社として、未熟の部分もあるが、成功した例である。 

「芒果网」：０６年３月に創立し、本社は深圳にあり、北京、上海、香港、広州

などの大都市で子会社が設立されている。現在、従業員は８００人あまりである。

「e 龍」と「携程」と同じように、ただのホテル・飛行機の予約サービスを提供す

るだけではなく、すべて会員制で、自社の会員にできる限り大きい付加価値をもた

らすことが重要である。「芒果网」は北京でのいろいろな業界と契約することがあ

る。飲食店、喫茶店、売店、美容院、カラオケ、フィットネスクラブなどなど幅広

く違う業界と合作し、「芒果网」は無料で各店の情報と写真をホームページに載せ

るという広告方案を提供する。「芒果网」の会員が会員カードを使って店で消費し

たら、店側がある程度の割引か特別なサービスを提供しなければならないという契

約である。このよう、お互いにサービスや広告を提供し、両方ども付加価値をもた
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らすことができる。Eビジネス旅行社として、自社の会員に大きな付加価値をもた

らすことと会員の維持することが一番重要である。 

 今まで、「芒果网」という新しい e ビジネス旅行社として、設立から１０ヵ月し

か立っていないけれども、北京だけでの各業界の店を契約した数は７００軒以上に

なった。それに、店の情報を「芒果网」の北京消費地図に載せて、会員はこの地図

を持って、割引できるおいしい料理店がどこにあるか、特別なサービスを提供する

美容院がどこにあるか、すぐわかるようになった。このような戦略をとることは便

利だけではなく、会員の滞在時間を増やすこともできる。 

  

 

第三章、日本の旅行業界での eビジネスの市場現状： 

日本市場は中国より成熟している。競争も同じ激しいけれども成功した eビジネ

ス旅行社は数多く存在している。 

日本では、現在ホテルや旅館などのネット予約は好調である。２００４年は、前

年度比 139.5%の 6,610 億円に広がった（ECOM より）。旅行市場全体で見ると、

まだ約５％だが、先行する米国では、ネット予約の広がりは顕著という。また、大

手旅行社も情報システムのオープン化に乗り出しているなど、ＢtoＣとＢtoＢの両

面でネット化が加速している。 

日本では成功した eビジネス旅行社として「楽天トラベル」は大手旅行社である

ことがわかる。日本の宿泊予約サイトの動向としては、２００３年、楽天が「旅の
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窓口」を買収したことが大きな出来事である。楽天では、将来、旅行商品の 5割が

ネット予約になるという予測から、売上規模に比べて高額な買収額で「旅の窓口」

を買収した。そして、２００４年には、楽天トラベルと合併させ、「楽天トラベル」

という名前に変わった。これを見ると、日本でも、伝統的な旅行方式が段々ネット

予約により eビジネス旅行に変わりつつある。 

この大手旅行社以外、「e-旅ネット」（http://www.e-tabinet.com）という旅行社

は国内旅行と海外旅行のオーダーメイトを得意とする旅行社である。ホームページ

が明るく情報も豊富で、旅行先の現地情報がたくさん載せられている。旅行者にと

ってわかりやすくて便利である。「e旅ネット」は、一般利用者から受けた「らくら

く旅行見積り」の依頼を旅行代理店に仲介する仕組みを提供しているが、旅行代理

店と素材提供者との間に旅行素材の eマーケットプレイスも提供している。 

 

 

第四章、日本と中国の旅行業界での eビジネスの市場問題と比較 

 日本市場の現状は成熟したが、いろいろな問題を乗り越えて今の状況になったわ

けだと思う。中国市場の現状で最も大きな問題はお客さんに対するサービスの充実

さと代金の支払い方法だと思う。 

 中国市場では、旅行業界の eビジネス向けのシステムがまだ不成熟な部分がある

ので、お客さんに対するサービスもまだまだ不十分である。例えば、予約をキャン

セルする場合、あるいは何か問題が発生したら、いろいろな手数がかかり、時間も
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かかる。お客さんにとって、問題解決は難しくなり時間もかかってしまうので、不

信感が高め利用しなくなる恐れがある。これ以外に最も問題となったのはやはり代

金の支払い方法――クレジットカード問題である。 

日本ではどこでもクレジットカードを使えるし、コンビニ払いあるいは現地払い

などいろいろな支払う方法がある。これは大変便利なことである。中国ではクレジ

ットカードがまだ普及していないため、使えるところは数少ない。コンビニも今多

くなってきたが、ただ買い物ができるけれども、代金の支払うことがまだできない

状況である。したがって支払う方法は現地払いか銀行振り込みか限られている。ク

レジットカードはまったく使えないわけでもないけれども、そんなに簡単ではない。

この問題が解決されたら中国市場はもっと発展でき、成熟することができると思う。

しかし、日本と違い、中国ではクレジットカードの使用率が低い理由がある。全国

どこでもクレジットカードを使えるシステムがまだできていないし、それに中国で

はクレジットカードに対して不信感が非常に強いことである。多くの人々がクレジ

ットカードの使い方とサービス内容がよく理解できていないため、クレジットカー

ド一つより、現金で買い物するのは自分の目で確かめられるから、安心という理念

を持っている。したがって、中国では、人の消費概念を変わるのがなかなか難しい

ことである。 
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第五章、まとめ： 

日本と中国の旅行業界での eビジネスの市場ではまだまだいろいろな問題が 

存在している。日本では、旅行業界の eビジネス向けのシステムも業界として全体

最適にはまだほど遠い状態である。多くの消費者が、宿泊予約サイトを利用し始め

ていて、ＢtoＣでは旅行業界が進んでいるように見えるが、ＢtoＢの面では進み方

が遅い。 

 今後は、業界全体を効率化するために、宿泊施設のイールドマネジメントを安価

に支援する仕組みや、宿泊施設のフロントシステムとの連携の面で、旅行業界のＢ

toＢの仕組みが進化するべきである。また、旅行会社や宿泊施設などの間での eマ

ーケットプレイスの仕組みも、効率化をもたらすため、業界の動きに大きな影響を

与えると予想われる。 

 従来のように、ビジネスの力関係で業界全体が動くというわけにはいかないであ

ろう。実力のある企業が連携することで、旅行業界での eビジネスの大きな流れを

作ってゆくべきだと思う。 

e ビジネス旅行は中国の旅行業界の発展にとって新しい力を注いだようである。

消費者に便利を提供することによって多くの企業も加盟するになった。現在、中国

では「携程」と「e龍」が旅行業界内の先頭に立ち、経営業績も高いけれども、中

国市場全体はまだ未成熟なので、経営方式と技術を改善する必要があると思う。伝

統旅行に替わって、eビジネス旅行は革命的な変化をもたらすことになった。ネッ
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ト技術が早いスピードで発展し、いろいろな情報を入手することも簡単になった。

これにより、お客に対するサービスはもっと充実しなければならないと思う。 

・ 顧客の多様化、個性化の要求を満足させ、付加価値の高いサービスを提供する

こと。 

・ 経営過程の透明化、規範化 

・ 問題発生から解決の迅速化 

日本は中国より成熟しているので、中国はもっと日本市場の状況を知り、日本の

サービスを提供する方法を学び、問題解決法を勉強しなければならないと思う。中

国市場の問題を解決するために、顧客へのサービスをもっと充実させ、もっと信用

度を高めることも重要だと思う。中国市場をもっと成長していくために、私はいろ

いろな資料を調べ、現地調査もしながら研究していきたいと思う。 
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