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単純化され過ぎたマーチャント・ホテル・リーケッジ 
 

 
リーケッジ（leakage = 漏損）は経済概念であり、オンライン・マーチャント・ネットレ

ートのマークアップに取られてしまった逸失利益であると言うのは、余りにも単純化され

過ぎている！ 
 

近の Smith Travel Research (STR) の記事の推定によると、米国ホテル業界の、第三者

マーチャント販売によるリーケッジは、2003 年で 10 億ドル（1 千億円）に上っている。 

この STR の記者は、リーケッジを第三者マーチャント収入 ― 即ちホテルのネットレー

ト上に載せられているマークアップと定義づけている。 この記事は、マーチャント収入

或いはリーケッジは、若しホテルがそれを認識していたならば、ホテルの利益に直接繋が

っていただろうと主張している。 具体的には、ホテル業界は、2002 年にインターネット

のリテェーラーに、推定 4.5％、2003 年には凡そ 6％の利益を放棄していたと述べている。 
 
ホテル業界と各独立ホテル（property）のレベルにとっては、この結論と分析は余りにも

短絡であり、単純化され過ぎている。 一般的な業界レベルの値引きと特にインターネッ

トの影響が、ADR（Average Daily Rate）を低下させた事は確かである。 第三者オンラ

イン・マーチャントが、業界レベルのネット ADR の低下に、日和見的に重要な役割を演じ

たと言う STR の示唆は、これも正しい。 しかし、リーケッジが利益の逸失であると言う

STR の断定は、単純過ぎる短絡である。 
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第三者マーチャントと付き合うことを決めた独立ホテルの中には、勝者と敗者が存在した

し、依然として存在し得る。 業界の視点からで無く、独立ホテルの視点でこの問題を捉

えた場合は、独立ホテルのリーケッジは、他のポジティブな利益貢献と考える事が出来る

のではないだろうか。 さらには、この問題を、独立ホテルの視点から捉えた場合は、オ

ンライン・マーチャント・プログラム参加に関する、幾つかの重要な経済的ガイドライン

が存在する。 
 
独立ホテルのレベルでは、第三者サイトのマーチャント収入は、客室オキュパンシーの増

加と追加収入の見返りに、ホテルによって彼らマーチャントに与えられたものであり、リ

ーケッジは存在しない。 マーチャントに参加した独立ホテルのマージナルなベネフィッ

トが、コストを上回っているかどうかは、別の次元の話である。 
 
独立ホテルの、マーチャント・プログラム参加のネットのベネフィットは、参加したプロ

グラムが、①シェアーのシフト、②追加的収入の発生、③既存予約のダイリュージョンの

回避を、どれだけ出来るかにかかっている。  多くの独立ホテルは、マーチャント・プ

ログラムに参加して、大変健全な経済的意思決定を行なっている。 そして、将来の参加

についても、極めて健全な経済的根拠が存在している。 
 
マーチャントのマークアップが、業界の逸失利益（損失）の主たる元凶だとするのは、こ

のケースを過度に単純化し過ぎている。 伝統的な経済理論によれば、有る業界の企業が

供給過剰になれば、収入（オキュパンシー）を維持ないし向上するために、その企業は価

格を低下させる、と説いている。 ホテル滞在は、同一地域の同じ品質（星の数）のホテ

ル間では、極めて高度の代替財なので、より低価格の提供は、市場シェアーをシフトさせ

る。 しかしながら、全て若しくは殆どの競合者が、価格のマッチングに走る時は、全て

の企業に個別に、より低いオキュパンシー（と収入）が比例して発生する。 要するに、

一ホテル・オーナーだけが価格を値下げし、それをディスプレー（例えば第三者マーチャ

ント・プログラムとオンライン・ディスプレー経由で）する場合は、そのディスプレー媒

体は、大幅なボリューム（オキュパンシー）の増加を得る事が出来る。 そこには価格の

需要に対する弾力性が存在する事になり、そのホテルの収入を増加させる。 全てのホテ

ルが価格を下げる場合は、価格の弾性効果は見られず、全てのホテルの収入は、減少する

事になる。 
 
このように考えると、マーチャント・プログラムを通じた収入増を確保する為には、ホテ

ルが守るべき幾つかの条件が存在する。 
 
1. プログラムは、その市場に於いて、大幅な顧客ボリュームをもたらす（影響する）もの
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でなければならない。 
2. 価格の低下は、その他のゲスト（ノンマーチャント）が支払った価格の大幅なダイリュ

ージョンを引き起こすものであってはならない。 
3. 大幅な数の直接競合者には、そのホテルの価格の低下に、マッチング乃至それ以下の低

価格の提供をさせてはならない。 
この三つの条件の「大幅な」（significant）と言う言葉は、以下の通り、その市場に於ける

相対条件（relative conditions）に関蓮する。 
 
第三者マーチャントの為の「大幅な」（上記の１．）は、サイト（或いは複数のサイト）は、

ホテルの参加を保証するための財務的貢献（ネット）を伴った、大幅な数の顧客を獲得し

なければならない事を示唆している。 今日では、マーチャント・プログラムは、米国ホ

テル業界収入の 6％近くを直接生み出している。 そして、それと同等か若しくはそれ以

上のパーセンテッジに影響を与えている、と考えられている。 マーチャントの影響は、

少しの企業に集中し、主要な市場で起こり、そして も価格に敏感な顧客に焦点を当てて

いる。 特に、少しの市場と、或いはロケーションに焦点をあてるならば、明らかにオキ

ュパンシーに影響を与える潜在力が存在する。 
 
オンライン・マーチャント流通と価格の値引きに誘引される「大幅な」（上記の２．）ダイ

リュージョンの回避は、追加的収入と、既存ビジネスの価格ダイリュージョンを凌駕する

利益をもたらす事を示唆している。 これはダイリュージョンを排除するのではなく、ダ

イリュージョンを制限し相殺しなければならない事を意味している。 殆どのケースでは、

マーチャントレートは、前払いで払戻し手数料付きである。 この規則が、高いレートの

グループやビジネス・レートをダイリュージョンから保護している。 しかし、これは、

マーチャント表示価格までのレートの値引きを求めているロイヤル法人顧客の要求を、抑

えるまでには至らないのかも知れない。 
 
マーチャント・プログラムに於いて、「大幅な」（上記の３．）数の競合者を持つと言う事は、

ホテルの追加的オキュパンシー発生の可能性を、劇的に減少させる事を示唆している。 こ

の 後のポイントは、Smith Travel Report の結論と関連する。 
 
ホテルが、主要な市場とその競合集団（competitive set）に於けるマーチャント・プログ

ラムに、 初に、或いは 初に参加する複数ホテルの一つとして参加する場合は、そのホ

テルは、大幅な追加的オキュパンシーと収入を得る合理的な機会に恵まれる。 表１の、

標準的な 500 室の客室を有する独立ホテルのネット・コントリビューションの例を参照。  

表で示した通り、追加的トランザクションが少ししか無いにも拘らず、 初のマーチャン

トレート参加ホテルには、大幅なネット収益が発生する。 
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表－1 Net Contribution from Merchant Program Participation 
 
ADR  200 ドル、客室 500 室、オキュパンシー（L/F）60％の独立ホテルの競合集団に於

ける、 初のマーチャント・プログラム参加ホテルの経済変動を検討する。 
客室 1 室を提供する限界コストを 50 ドルと仮定する。 このコストには、部屋の清掃、予

約、客室アメニティーのサプライ等を含む。 これらの条件とマークアップ（M/U）25％
により、 初のマーチャント参加ホテルは、追加予約毎に、ネット・コントリビューショ

ン を 92.50 ドル改善する事が出来る 
 
表示マーチャントレート    $190.00 競合他社より▲10％低い価格を想定 
ネット ADR（25％M/U）    $142.50 190 ドル×（１－0.25） 
ネット・コントリビューション   $ 92.50 142.5 ドル－50 ドル＝92.5 ドル 
 
これに、既存予約のダイリュージョンが推定されるが、この初期の参加ホテルは、依然と

して参加したマーチャント・プログラムから、コントリビューション増を得る事が可能。 
 
L/F 60%時の現在予約済み客室      300 室   500 室×L/F60%＝300 室 
潜在的ダイリュージョン    $   10 既予約 200 ドル－190 ドル＝10 ドル 
ﾀﾞｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ･ﾘｽｸ･ﾌﾞﾚｰｸｲｰﾌﾞﾝ客室数       9 室 92.50 ドル÷10 ドル＝9.25 室 
ﾀﾞｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ･ﾘｽｸ 発生率      3 ％ 9.25 室÷300 室＝3% 
(上記の想定では、追加 1 客室当たりで、予約済み客室の 9 室(3%)以上の価格ダイリュージ

ョンがある場合は、コスト割れとなる。) 
 
営業日 3 日間に＋1%の追加的トランザクションがあると想定すると、▲9%のダイリュー

ジョンが既存予約に発生したとしても、ホテルは、依然として追加的収入を得る事が可能

となる。 
 
追加的収入 1%    3 室 300 室×1％＝３室 
追加的収入     $277.50 3 室×92.50 ドル＝277.50 ドル 
ダイリュージョンによる相殺分        27 室 277.50 ドル÷10 ドル＝27 室 
ダイリュージョン発生率   9 % 27 室÷300 室＝9% 
 
勿論、異なった結果を導く他のシナリオも存在するが、ホテルのオペレーターがマーチャ

ント・プログラムを通じて得られる、追加的オキュパンシーのダイリュージョンとベネフ

ィットの計算原理は、どのシナリオにも同様に適用される。
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オンライン・マーチャントの初期の段階では、個々の独立ホテルは、大変合理的な経済的

にジャスティファイされた決定に基づき、マーチャント・プログラムの参加を行なってい

る。 この時点でのマーチャントへの参加は、競合他社からのシェアーのシフトを確実な

ものにした。 更には、マーチャントが市場で顕著に成長するに従って、初期に参加した

独立ホテルは、更に大きな収益を得る事が出来た。 
 
より多くのホテルが競合集団に加わると、マーチャントの価値は減少する。 この場合は、

マーチャントの参加（暗黙の放棄収入－the implicit foregone revenue－としてのマーチャ

ント・マークアップの支払いを含む）を通して、全ての参加ホテルがオキュパンシーの増

加を追及するので、追加的な収入の実現が困難となる。 ひねった見方をすれば、他の競

合集団のホテル達は、単にシェアーの減少を避ける為に、マーチャント・プログラムへの

参加を動機付けられているのかも知れない。 この考えは、マーチャント・サイトの販売

要員にも理解されている可能性が有る。 けれども、少なくとも初期の段階では、競合集

団の中の 初或いは二番目のホテルは、販売計画にも説得力を持ち、利益を得る可能性が

高いので、容易にオキュパンシーの向上を手に入れる事が出来る。 しかしながら、 終

的な局面では、競合集団内の全てのホテルがマーチャント・プログラムに参加して来るの

で、価格をより低下させ、マーチャント・マークアップの暗黙の損失（implicit loss）をこ

うむる事となり、誰もシェアーのシフトの恩恵に浴するものが居なくなる。 
 
フェアーな目で見てみれば、マーチャント・プログラムへの参加は、業界（と競合集団）

の幾つかの追加的オキュパンシーを産出する。 以前に、ホテルに宿泊する計画を立てな

かった、或いは旅行などしなかった消費者のいくらかは、マーチャント・サイトの利用に

より、ホテルに宿泊する。 しかしながら、いくつかの理由により、その追加的オキュパ

ンシーは、小さなものである可能性がある。 第一に、マーチャントが表示するレートは、

市場に既に出ているその他の同等のレートに近いもので、希望的には、自社のレートに近

いものにセットされる、或いはセットされなければならない。 現在のチェーン 低保証

プログラムの伝えられている成功は、これを実証しているようだ。 さらには、マーチャ

ント自身が、その他の市場販売価格の近くに価格を維持し、彼らのマークアップの 大化

を追及する。 二番目には、ホテル宿泊業界の需要は、弾性率が低いことである。 友人

や親戚、或いはタイムシェアーの宿泊を除いて、代替需要が存在しない。  全てのホテ

ルの、若干の価格値下げは、その他の財やサービスに見られるのとは違って、多くの潜在

的ゲストのホテル消費増大には繋がらない可能性が有る。 伝統的経済理論によれば、ホ

テル需要は、典型的に弾力性に乏しい。 業界（或いは競合集団）レベルで価格が値引き

されると、ボリュームや収入の増加は、それに比例しないし対応もしない。 
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表－2  

Impact of Multiple Hotel Participation in a Merchant Program 
 
表－1 の例に戻って、競合集団に於けるより多くのホテルが、マーチャント・プログラム

に参加して、同じような価格とアベイラビリティーを提供した場合の、初期参加ホテルへ

の潜在的なインパクトを下表で検討する。  
 
客室 500 室、オキュパンシー60%の五つのホテルが存在すると仮定する。 そしてマーチ

ャントに参加しているホテルが、参加していないホテルからシェアーを奪うと想定する。 

例えば、仮に二つのマーチャント参加ホテルが、参加していない 3 ホテルから室泊 (room 
night) をシフトさせるとすると、その室泊数は 大で 900 室泊（500 室×L/F60%×３ホ

テル＝900 室泊）となる。 初に参加したホテルが 450 室泊を、二番目に参加したホテ

ルが 450 人泊を夫々分配したと仮定する。 
 
センシティビティー分析の為に、シェアー・シフトのサイト潜在力推定に多くの仮説を設

けている。 換言すれば、マーチャント・サイト（或いは複数のサイト）が、デイリーベ

ースで、所与のロケーションとホテルのグレード（星の数）から取って来る部屋数（室泊）

には、1%から 10%の客室（室泊）移動率の仮説が設けられている。 これは、いくつの室

泊が、潜在的にシェアー・シフトの対象になり、初期のマーチャント参加ホテルとその後

に参加したホテルに分配されるのかを、推定する為に使用される。 
 

競合集団内に於けるマーチャントの

日間客室（室泊）移動率 
ﾏｰﾁｬﾝﾄ 
参加 
ﾎﾃﾙ数 

ﾏｰﾁｬﾝﾄ参加ﾎﾃﾙ毎の 
日間 大シフト可能 

客室数 10% 5% 1% 
1 1.200 4ﾎﾃﾙ×300 室÷1ﾎﾃﾙ 120 60 12 
2 450 3ﾎﾃﾙ×300 室÷2ﾎﾃﾙ 45 23 5 
3 200 2ﾎﾃﾙ×300 室÷3ﾎﾃﾙ 20 10 2 
4 75 1ﾎﾃﾙ×300 室÷4ﾎﾃﾙ 8 4 1 
5 0 0ﾎﾃﾙ×300 室÷5ﾎﾃﾙ 0 0 0 

 
潜在的に移動可能な客室（室泊）、マーチャント・プログラムの重要性、競合集団内のホテ

ルの数に基づき、追加的オキュパンシーは、競合集団内のマーチャント参加ホテルの数が

増えるに連れ、劇的に減少する。 
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このマーチャント参加の問題に関して、STR は強調を試みているようだ。 そうだとして

も、マーチャント・マークアップをリーケッジとするのは、余りにも単純化し過ぎている。 

第一に、マーチャント収入の一部分は、シェアー・シフトに対する、或いはシェアー・シ

フトの防御に対する支払いであり、そして幾つかの独立ホテルは、かなりのコントリビュ

ーションをマーチャント参加から得ている。（その他の参加ホテルの犠牲により）  二番

目には、マーチャント・プログラムからは、ホテル業界の統合した追加的収入の発生（＝

総需要の増加、但しささやかなものであるが）が存在する。 三番目には、独立ホテルは、

オンライン・マーチャントが存在するしないに拘わらず、幾つかの他のディスカウント方

式に参加している可能性があり、まさにそのホテルが決定力を持っており、プログラム参

加、不参加についての意思決定に責任を持つ事になる。 オンライン・マーチャントは、

単純に、市場にアプローチする新しい手段だったのかも知れない。 驚く事ではないが、

米国チェーンは、 近彼等の独立ホテルに対して、マーチャントに関するガイダンスを実

施している。 
 
だとすると、この観点から見て、マーチャントの影響は、どの様に結論付けられるのだろ

うか？ 結論は、Smith Travel Research が到達したものと同じで： 
 
「・・・第三者サイトに、彼等の行動が、ホテル業界の採算性に影響を与えるのだと言う

事を、考えさせなければならない。 全てのホテルのオペレーターは、第三者マーチャン

ト・サイトが提示するコストと機会を理解するべきである。 第三者サイトは無くならな

い。 それを使用して、両者にとって相互に共通する利害関係を構築する事は、ホテルの

オペレーターの手に掛かっている。」 
 
STR のアプローチとこの分析の違いは、独立ホテルが実施出来、且つ実施すべき、幾つか

の基本についてである。 ここに記した簡単な経済を理解する事によって、ホテルのオペ

レーターは、意思決定のための幾つかの基本を得ることが出来る。 
 
1． 競合集団のその他のホテル達が積極的に参加し、価格を値引くと、マーチャント・プロ

グラムへの参加の価値は、劇的に減少する。 （表－2 参照） 
2． 業界若しくは競合集団レベル全体に於けるマーチャント・プログラムの参加は、価格の

弾性効果を殆ど発生させない。 これは、業界全体の価格の▲10％の低下は、値引き

を一緒に実施した参加独立ホテルの、＋10％の収入増加をもたらさない事を意味して

いる。 
3． 価格差別化の伝統的経済原理に基づく、価格フェンス（price fence、即ち、レートに付

けられた規則と条件）の使用と健全な価格政策の立案は、ダイリュージョンを制限する

ために重要である。 
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4． マーチャントのマークアップの一部は、シェアーのシフトと付加的収入を発生させる。  

マーチャントは、彼等のその実行に対して、ホテルにより報酬を与えられ、評価されな

ければならない。 もしそれと同一の目的を、より安い流通コストで達成出来る、その

他の手段が見つかる（或いは開発される）場合は、その手段が、これに取って代る事に

なるだろう。 独立ホテルは、貴方の属するチェーンに、この点を問い合わせて見る必

要がある！ 
5． ホテルのオペレーターは、自分自身の意思決定に責任を持っている。 自分自身の状況

の経済を勉強する必要がある。 その後にのみ、彼等は、価格と流通に関して的確な決

定が出来る事になる。 
 
 
 
Bill Carroll は、PhoCusWright に頻繁にレポートを書いている、アナリストであり貢献者

である。 彼はCornellのSchool of Hotel Administrationの客員助教授で、プライベート・

コンサルティング会社の Marketing Economics の CEO である。 
 
 
 
 
 
 
 
                  TD 勉強会 情報 91  （ 以  上 ） 
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