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はじめに

環境問題は企業・消費者双方にとって関心の的となり、他産業と比べ遅れをとっていた

ホテル業界でも「環境性」を取り入れようとする動きが見られる。今後も環境意識の高揚、

規制の強化を受け、環境対策に取り組むホテルが増えることが推察される。ホテルの業態

やホテルのマーケットポジションによって環境対策の持つ意味合いや内容は異なっても、

環境問題は避けて通れない大きな問題である。なかでも、恵まれた自然環境に立地するリ

ゾートホテルにとって、環境対策は大きな意味を持つものと考えられる。

これまで消費者がホテルに求めていたものは高次なサービスやプレステージ性であった。

しかし、近年の環境意識の高揚によってホテルに「環境性」も求めるようになることが推

察される。この環境性を付加価値として付け加えることが出来れば、ホテルの商品力は高

まると考えられる。しかし、実際には安らぎの時間と空間を提供することを最重視するホ

テル業では、環境負荷を低減する努力は顧客に窮屈な思いをさせサービスの低下を招くと

いう危機感があるため、二の足を踏む企業は多い。また、環境対策にはコストがかかり、

「企業成長を阻害してまで環境対策に取り組むのか」という声もある。

本論文では環境に配慮した取り組みをしているホテルを事例に取り、現状を分析し、課

題や可能性について考え、リゾートホテルの将来像について考察する。

第１章では、エコロジカルホテルを取り巻く環境の整理として、ホテル業界の動向につ

いて論じる。また、消費者の環境意識の高揚がおきている今日の企業の対応について論じ

る。第２章では、これまでのリゾート開発がどのように行われ、環境にどのような負荷を
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与えていたかを論じる。また、これからのリゾートホテルに何が求められているかについ

て考察する。第３章では、環境対策に取り組んでいる星野リゾートとワシントンホテルに

ついて論じる。環境対策で先進的な両ホテルの事例研究から、エコロジカルホテルの課題

と可能性について考察する。
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第１章　将来における企業・ホテルの方向性

1-1　ホテル業界の動向

本節の記述は、稲垣勉,『ホテル産業のリエンジニアリング戦略　 環境　コミュニティ

表現　スタイル　場所性』（第一書林,1994 年）に全面的に負っている。煩を避けるため注

記は省略した。

（1）日本の高度経済成長下のホテル経営

日本におけるホテル経営状況は、バブル崩壊以降悪化の一途をたどっている。そしてホ

テル経営不振の原因は、不況と結び付けられて説明されることが多い。ホテル不況の主な

原因として、消費者のニーズ変化より、経済状況の悪化にともなう消費者、法人双方の需

要の落ち込みであるという考えがほとんどである。経済活動の減速により、個人所得の減

少が消費を抑制し、また法人は出張や交際費支出の削減などをする。経済不況がホテル需

要に与えた影響は決して小さくない。しかし、ホテルの需要不振を不況のみで説明するこ

とはできない。

国内観光産業が長期化する不景気で停滞する一方で、海外旅行需要は堅調に推移してい

る。旅行者への市場調査で「なぜ平日に旅行ができないのか」という質問に、「休みが取

れない」という回答が多い。しかし、海外旅行の話になると「すいている時を狙って行く」

「４,５日かけて行く」という回答が返ってくる。先ほどの休みが取れないと言う話はど

こへいってしまったのであろうか。不況によるホテル需要の不振より、むしろ海外に顧客

を奪われたと考えられる。日本国内のホテルが利用者ニーズと乖離しているため起きてい
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ることが推察される。

これまで日本のホテル産業は、高度成長期以来、拡大する消費という「ぬるま湯」の中

で成長してきたと言われている。人口増加、旅行需要の高まりなどの内需拡大があったた

め、真の競争がなく、業界全体で生き残ってこられたのではないだろうか。しかし、低成

長期経済や 2008 年以降人口が減少に転じることを考えると、これまでのように業界全体

が生き残ることは考えられない。現在のホテル需要低迷は、これまでのホテルのあり方や

価格について見直す契機になり、ホテルの商品や経営基盤の見直しなしに、今後発展する

ことは困難である。

　これまで日本のホテル産業の基本的な方向性として、多種多様な付帯施設やアクティビ

ティ、高度な人的サービスを両立させたホテルこそが理想的なホテルとされてきた。ホテ

ルに多くの機能と人的サービスを導入し、「ホテルのプレステージ」を確立することで付

加価値を高める戦略が一般的であった。こうした商品戦略はホテルが大規模で豪華なもの

という一般消費者が持つステレオタイプのホテル像を前提に、施設内のアクティビティを

多様化することが利用者ニーズの多様化に対応する最も有効な戦略であるという供給サイ

ドの理解を反映している。この方向性に逆らっていたものとしては唯一、合理化、省力化

を図り、低価格を実現させていたビジネスホテルである。高度成長期、バブル期において、

ホテルは従来の性格を変えずに単に高級化、高度化をし続けた。短期的にホテル供給が急

増した 1964 年の東京オリンピック直後は需要の落ち込みはあったが、婚礼などの国内マ

ーケットへシフトさせるなどし、ホテルは「プレステージ商品」として消費者の生活の中

に位置づけられていった。
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（2）ホテルを取り巻く環境の変化

これまでホテル産業は、根本的な見直しをすることなく、需要拡大により成長すること

ができる恵まれた産業であった。しかし、バブル期を境にホテルを取り巻く環境は大きく

変化した。その変化は次の二つに集約することができる。

一つは労働力の問題である。バブル期の労働力の問題は人手不足であった。バブル期以

降は、深刻であった人手不足は沈静化し、労働需給は軟化しつつあるが、上昇した賃金は

低下しないままである。人的サービスを主要な商品とするホテルにとって、これは経営の

圧迫要因である。また、ホテル従業員の質という問題もある。これは産業化の進展にとも

ない、他の雇用が生じると共にホテル職種の相対的な地位が下がり、質の高い労働力を確

保するのが困難になるというものである。

　もう一つのホテル業界を取り巻く環境の変化は、消費意識の変化である。日本の消費者

がホテルに対してこれまで持ち続けてきたイメージは、世界的なものと比べ時代遅れなも

のであった。しかし、こうしたホテルイメージは少しずつではあるが変化しており、消費

者の嗜好に合ったホテルへの需要は拡大している。ホテル消費の動向は次の通りである。

① 価格意識の先鋭化

② 宿泊に重点を置いた長期滞在型空間への志向

③ パーソナル化および価値の個別化

これらの動向が新たなホテル商品に影響を及ぼすものと考えられる。①の価格意識の先

鋭化には、低価格志向とコストパフォーマンスへの希求がある。バブル期に室料、料飲料

金などのホテル価格が高く設定されたことと、「高価格＝高品質」という考えが崩壊した
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ことがある。②の長期滞在型空間への志向は、ホテルに期待されていた「プレステージ性」

から日常的な快適性へとシフトしたことを表している。③のパーソナル化は、高度な人的

サービスとコミュニケーションへのニーズである。また価値の個別化は、細分化された小

さな市場が生まれつつあることを示している。ホテル産業は消費者のニーズの変化に対し、

新たな対応を迫られている。前述した 3 つのホテル消費の動向が、ホテルにどのような

影響を与えるか検討したい。

①価格意識の先鋭化

バブル崩壊後、消費者の中で価格への意識が高まった。これにより流通業では、ディス

カウントストアなどの低価格志向の業態が台頭し構造変革が起きた。同様に、ホテル産業

でも消費者の価格意識の変化があり、それは以下の二つに大別される。

一つは低価格志向で、低価格ホテルへの需要シフトをさす。バブル崩壊後の所得の伸び

悩みや先行きの不安感、企業の業績悪化などによってホテル消費は低迷していた。ビジネ

スホテルなどの低価格志向のホテルは、高級ホテルと比較して落ち込みは少なくすみ、市

場性が高まっていた。

もう一つは、コストパフォーマンスを基準とした消費傾向である。この消費傾向は、バ

ブル期に見られた「高価格＝高品質」という通念を前提とした高級志向、ブランド志向の

反省の上に成り立っている。対価意識の高まりは、値段に合う価値を認めなければ買わな

いという消費者意識が成熟したもので、商品内容の選別をより厳しいものとしている。
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②宿泊に重点を置いた長期滞在型空間への志向

長期滞在型のホテルへのニーズが高まっている。これまでにも長期滞在型のホテルへの

需要はあり、またそのニーズに対応したホテルが存在しなかったわけではない。しかし従

来の、長期滞在型のホテルといわれてきたものは、高級ホテルの一室を長期契約でリース

するものであったため、価格、機能の面で一般の利用には適したものではなかった。求め

られていたのは長期滞在をするための生活機能が備えられ、安価なホテルであった。米国

を中心に従来の低価格ホテルやモーテルをベースに、キッチンの付設やリビングルームと

ベッドルームを分離させるなど長期滞在の需要に特化した新業態が生まれている。これは

モーテルなどの低価格施設のみにみられる傾向ではなく、小規模な高級ホテルにおいても

同様の傾向がみられる。日本においても長期滞在型ホテルへの需要は拡大しているが、長

期休暇が取りづらいため、今後どれだけ市場が拡大するかは休暇制度や宿泊料金次第であ

ると考えられる。ただ、ホテルに期待されていた価値が、これまでの「プレステージ性」

から日常的な快適性へと変わったことはホテルに大きな影響を及ぼすであろう。

③パーソナル化および価値の個別化

消費者のパーソナル化による高次なサービス提供、価値の個別化というニーズに応える

方向性の一つが宿泊施設の小規模化である。小規模化は、価値の個別化によって細分化さ

れた小市場への適合を前提としている。特定の嗜好を持つ小規模なマーケットの存在は小

規模化を支え、サービスに特化した差別化戦略であるといえる。宿泊施設の小規模化は、

民宿やペンションに見られるように「心のふれあうサービス」を期待する消費者の存在が
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ある。これらの小規模な施設は家族経営されていることが多く、収容力も少ないため、提

供側と利用者の関係は親密である。この大規模な施設では得られない密度の濃いサービス

が魅力となっている。

小規模化は、規模を基準に既存のホテル業態を細分化し、新しい業態を生み出すという

役割を持っている。小規模化することで利用目的への特化、利用客層の絞り込みなどをし、

従来とは異なる業態を構成している。従来の豪華さに重点を置き、豪華な施設、高次なパ

ーソナルサービスによって高級感をだす小規模施設もあれば、リトリートと呼ばれる顧客

を絞り込んだ隠れ家的な小規模リゾートもある。リトリートの価値軸はマスマーケットに

おいてプラス評価されることばかりとは限らない。交通の利便性の欠如、電話や空調がな

いことなどは、マスマーケットにはマイナス評価でしかない。これらのマイナス評価を、

プライバシーの確保や自然とのふれあいなどのプラス評価に転換することで高級施設にす

るのがリトリートの方向性である。リトリートを構成する要素としては、以下の五点にま

とめられる。

① 小規模な施設

② 限定されたアクティビティ

③ 高次なパーソナルサービス

④ 地元文化の活用

⑤ 地元労働力の活用

従来のリゾート感覚では、日常性から隔絶することで高級リゾートとしての魅力をだし

てきた。しかし、リトリートは従来のリゾートから閉め出されてきた施設周辺の日常的な
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要素を取り入れることで、地域との共生イメージといった新たな魅力をつくりだしている。

これは「プレステージ性」から日常性へと価値観が変化したことに起因している。価値観

の変化はホテルの業態を多様化させる。しかし、日本のホテルにとって最も不得意とする

分野は、消費者の潜在的なニーズを掘り起こすことである。環境が変化する中でホテルに

要求されることは、消費者のニーズから新しい形態を模索し、それを形にすることであろ

う。

1-2　消費者の環境意識高揚と企業の対応

　企業にとって消費者の意識変化は今後の経営方針を左右する大きな要因である。消費者

の環境意識の高揚が、企業の環境対策に大きな影響を与えていることについて述べたい。

近年、消費者の環境問題への意識が高まっている（図 1-2-1）。同時に、こうした意識の

変化は商品の購買行動へ影響を与えている。これまで消費者は、価格と品質を商品購入時

において主な意思決定の材料としてきたと言われている。しかし近年、価格と品質以外に

環境への配慮という新しい材料が加わりつつある（図 1-2-2）。「環境保全に配慮した商品

の広告表示に関する実態調査報告書」（公正取引委員会事務総局、平成 13 年 3 月）によ

れば、従来の商品と比べて価格と品質が同程度であるならば、環境配慮型商品を選ぶとい

う回答が、消費者モニターの約 95％を占めている。環境に配慮した製品やサービスを購

入することを「グリーン購入」と呼び、グリーン購入に取り組む人を「グリーンコンシュ

ーマー」と呼んでいる。企業は環境に配慮した商品を開発し、こうした消費者の購入に対

するインセンティブを高めようとしている。
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また、これまで消費者が企業を評価する際、「より良い商品をより安く提供している」

のかといった点が評価されてきたと言われているが、近年は消費者の環境問題への意識の

高揚を背景に、消費者が求める企業の社会的責任に変化が起きている（図 1-2-3）。回答

者の 7 割もの人が、企業に環境への配慮することを求めている。これを受け企業は消費

者からの信用を得るために、環境への取り組みに力をいれている。企業が自主的に環境保

全に関する方針や目標を設定し、取り組むことを「環境管理」あるいは「環境マネジメン

ト」と呼び、そのための手続きやシステムのことは「環境マネジメントシステム」と呼ば

れている。環境マネジメントシステムの代表的なものが、国際標準化機構（ISO）が定め

る ISO14001 である。ISO14001 は計画、実施、点検、見直しを継続して行うことで環境

に配慮した取り組みを改善している。（財）日本規格協会の資料によると、日本の審査登

録件数は一貫して伸びており、平成 16 年 2 月時点で 14,309 件となっている。同規格を

取得することによって、環境面だけでなくコスト削減や対外的な信用の向上など企業経営

に有益に働く場合もある。取引先企業に同規格取得を求める企業も多く、今後も取得する

企業は増えると考えられる。

また、企業は環境問題への取り組みに関する情報を一般に公開するために、環境報告書

を作成している。環境報告書は、事業によってどのような環境負荷を与え、これをどのよ

うに低減するかなどの取り組みに関する情報を提供するものである。環境報告書を作成す

る企業も年々増加傾向にあり、環境省によれば平成 9 年の作成企業割合が 6.5％だったも

のが平成 14 年には 21.9％まで増加している。後述する星野リゾート、ワシントンホテル

でも ISO認証取得や環境報告書作成を行っている。
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近年、環境に配慮した経営を行うことによって、将来直面する可能性のある環境リスク

に伴う偶発債務の回避・低減、また消費者・投資家からの支持を得て、業績・株価の上昇

といった経営的メリットが得られるという考えが広がりつつある。また企業の優れた環境

問題への取り組みを外部から表彰し、ランク付けをしようという動きもある。環境経営へ

の取り組みを評価したこの新しい経営指標は環境格付と呼ばれており、投資の際に考慮す

るという投資家もいる。こうした社会、環境、倫理的面からの価値判断を加えた投資行動

は社会的責任投資（SRI）と呼ばれている。一般的な株式投資が収益性や財務内容をもと

に企業を評価するのに対し、社会的責任投資は環境への取り組みや企業倫理の高い企業な

ど、財務諸表に表されない価値を重んじ投資するもので、欧米を中心に新しい投資方法と

して注目されている。社会的責任投資という考えは欧米では早くから登場しているが、日

本では 1999 年に社会的責任投資の一つであるエコファンドが初めて発売されるなど歴史

はまだ浅い。エコファンドは情報不足などの解消など解決しなければならない課題があり、

今後どの程度まで拡大するかは分からないが、企業の社会的責任が問われる現在、環境経

営をすることによって消費者、投資家から信頼を得ることは確かであると考えられる（図

1-2-4）。
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消費者団体の関心事項

81.4

68.7

42.2

30.8

19.0

11.6

8.4

6.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

物価問題

保健衛生

商品の安全性

経済活動

消費者啓発・教育

高齢者問題

食に関する問題

環境問題

調査団体数＝4594団体（3つまで重複回答）

図 1-2-1　　資料：内閣府『消費者団体基本調査』（平成 10年度）より筆者が作成

商品購入時に環境配慮型商品をどの程度考慮するか

2.8

36.8 56.2

3.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（無回答　0.4％）

価格･品質に関係なく環境配慮型商品を選択する

品質が劣っていても許容範囲内であれば環境配慮型商品を選択する

価格や品質が同程度あれば環境配慮型商品を選択する

環境への配慮はせず、価格や品質を重視する

図 1-2-2　　資料：公正取引委員会事務総局『環境保全に配慮した商品の広告表示に関す

る実態調査報告書』（平成 13年度）より筆者が作成
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今後企業が社会的信用を得るためにすべきこと
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顧客重視

環境保護

有効回答者数＝2.242名

図 1-2-3　　資料：内閣府『国民生活モニター調査』（平成 13年度）より筆者が作成

証券投資の際の社会的責任の考慮
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日本
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イギリス

考慮に入れるべき ある程度考慮に入れるべき 考慮に入れなくて良い

図 1-2-4　　資料：環境省『社会的責任投資に関する日米英 3 カ国比較調査報告書』（平

成 15年度）より筆者が作成
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第 2章　求められる新しいリゾート像

2-1　リゾートの定義

「リゾート（resort）」という言葉を辞典で調べると「行楽地」「保養地」とある。しか

し、実際に人々が捉えるリゾートの概念は十人十色である。

「なにかとせわしい日常生活から逃れて海浜や山間の保養地で過ごす長期滞在型の休暇を

思い描く。そこでは、時間がゆっくりと流れ、人々はくつろいだ気分で思い思いに過ごす。

それがリゾートの一般的なイメージだろう。」（粟田房穂、宮城大学教員）

「リゾートといってもビーチにあるだけとは限らない。森の中にもあるし、砂漠の中にも

ある。魂の安らぐ聖地も、一種のリゾートだといえよう。」（三好和義、カメラマン）
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「経済的な生産活動をせず、またそのような生産空間から開放されており、五感を癒しな

がら時間を過ごせる場所」（服部圭郎、明治学院大学教員）

上記のようにリゾートの概念は人によって様々であるが、おそらく豊かな自然環境の中

でゆったりとした時間を過ごす場所というのが大部分の人の共通点ではないだろうか。し

かし、日本では 2~3 泊という短期滞在で常に移動する観光型が多い。これは日本の休暇

制度によって連続した休暇が取得困難であること、宿泊料金が高いため長期滞在が出来な

いことなどに起因している。短期滞在中に物見遊山的な観光スタイルでは、心身ともにリ

ラックスするどころか逆に疲れてしまう。日本が短期間のリゾートステイであるのに対し、

ヨーロッパあたりでは「長期滞在」、「リラックス」といった保養地的な意味合いが日本よ

りも強く、長期滞在し自然に親しむ回帰型である。

リゾート先進国といわれるフランスでは、年間 2 週間の有給休暇が取得できるバカン

ス法により、同法が制定された 1936 年頃から長期休暇を楽しんでいた。フランスなどで

は夏休みなどに一ヶ月間どこかに休養に行き、普段の生活よりも少しだけ贅沢を楽しみな

がら自然の中でゆったりと過ごせるシステムが整っている。当然、長期滞在になるのだか

ら、日本のように一泊数万もするようなホテルに泊まるのではない。また、フランスでは

経済的弱者のためのバカンス小切手という制度もあり、年間約 260億円発行されている。

そしてこの制度が高いリゾート需要を支えていると考えられる。「新たなリゾート進行方

策に関する基礎調査」（国土庁地方振興局、1996 年）によれば、フランスの 1994 年のリ

ゾート活動の参加率は 62.0％となっており、日本の同年度参加率 31.8％と比べて高いも

のとなっている。
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ヨーロッパあたりで使われている「リゾート」に近いものとして、日本に昔からある湯

治がその一例として挙げられる。湯治とは人が本来持っている自然治癒力を高める温泉療

養でのことである。温泉療養は「湯治ひと回り 1 ヶ月」といわれるように、3 週間から 1

ヶ月をワンクールとするため 1週間か 10日間程度の長期滞在を基本とするものであった。

しかし、現在の日本において長期間の有給休暇を取ることは難しい。現在日本の年次有

給休暇の平均付与日数は約 18 日であるが実取得日数は約 9 日となっており、フランスな

どと比べて低いことがわかる（図 2-1-1）。年次休有給暇の取得できない最大の原因とし

て、「忙し過ぎて休めない」「代わりの要員がいない」などの休みたくても休めないという

現状がある。人々が求める時間的ゆとりのあるリゾートライフを楽しむためには、低価格

な宿泊施設と連続した休暇を取得できる仕組みをつくることが必要ではないだろうか。

年間休日などの国際比較
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221.8

225

24.3
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104

104

104
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8.9
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31.2

11

8

8

10

15
日本（2000年）

アメリカ（1997年）

イギリス（1996年）

ドイツ（1996年）

フランス（1992年）

（日）

労働日 年次有給休暇 法定休日 週休日

図 2-1-1　　資料：内閣府『国民生活モニター調査』（平成 13年度）より著者が作成



18

2-2　従来のリゾート開発

次にこれまでのリゾート開発がどのような環境負荷を与えていたのかについて述べたい。

総合保養地域整備法（以下、リゾート法）は、全国に滞在型のリゾート環境の整備と地域

振興、内需拡大を図るものとして 1987 年に公布・施行された。リゾート法の目的は「良

好な自然条件を有する土地を含む相当規模地域である等の要件を備えた地域について、国

民が余暇等を利用して滞在しつつ行うスポーツ、レクリエーション、教養文化活動、休養、

集会等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民間事業者の能力の活用に重点

を置きつつ促進する措置を講ずることにより、ゆとりのある国民生活のための利便の増進

並びに当該地域及びその周辺の地域の振興を図り、もつて国民の福祉の向上並びに国民経

済の均衡ある発展に寄与すること」としている。

この民間活力の導入を特徴とするリゾート法により銀行業界や建設住宅業界、不動産業

界などから多くの民間企業が開発メンバーに名乗りを挙げた。リゾート法によって承認さ

れた計画は、1989 年までだけでも 17 地域、総事業費の合計は 5 兆 3,700 億円にも及ん

だ。最終的に国土庁が承認したリゾート構想は全国で 41 ヶ所、その対象面積は全国土の

約 23％にもなった。その対象となる地域の中には、これまで手つかずであった国立公園

や国定公園などが多く入っており、残された自然豊かな地域まで開発されることを意味し

た。そしてそこにつくられた施設はゴルフ場やスキー場、ホテル、マリーナなどであり、

どの地域もワンパターンなものであり、降雪のある山岳地域ではスキー場とゴルフ場が、

降雪のない山岳地域ではゴルフ場を中心とする複合リゾートが多かった。中には野球場や
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動物園なども建設されてはいるが、面積的に見てスキー場とゴルフ場が圧倒している。海

洋型リゾートではマリーナなども建設されるが、やはりそこでもゴルフ場がその面積の大

部分を占めている。ゴルフ場に加えてホテルやテニスコート、乗馬クラブなどを併設する

複合リゾートの中には、300 ヘクタールを超えるものある。そしてゴルフ場の多くが、大

都市に近い里山や奥山につくられた。こうしてつくられたゴルフ場が環境に与えた影響と

して以下の問題が挙げられる。

まず一つめは農薬である。農薬には殺虫剤、除草剤、殺菌剤の 3 種類があり、1990 年

頃の日本全国平均では、18 ホール 100 ヘクタールのゴルフ場では約 3 トンの農薬が使用

されていた。また農薬以外にも土壌改良剤や着色剤、合成肥料なども合わせて使用されて

いた。農薬の環境問題の多くは、標高の高いところにできるゴルフ場による下流の飲み水

を汚染するという問題である。また、撒いた農薬が蒸発して大気が汚染されるという問題

もある。

　二つめは生態系の破壊である。ゴルフ場には草木や池があり一見緑豊かに見えるが、生

態系のない人工的な緑である。森林の減少や農薬散布によって、そこに生息していた生き

物は棲みづらくなり生態系は壊れてしまう。また森林の減少によって地盤が緩み土砂崩れ

の危険性も高まる。

他にも合成肥料による土壌・地下水汚染、クラブハウスからの排水などがあり、これら

の環境汚染はゴルフ場だけでなく、他のスキー場やマリーナなどにも同じことが言える。

そしてこうした環境へ配慮しない開発は日本全国で行われたのである。
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2-3　リゾート企業の環境問題への対応

　自然環境への対策は、社会問題として表面化した 1980年代末から行われるようになり、

リゾート、ホテル業界もその例外ではなかった。この時のホテルの環境対応は大きく二つ

に大別することができる。一つは運営面における対応であり、もう一つは商品面における

対応である。

運営面における対応としては主に、省エネや省資源、廃棄物対策である。他にもコジュ

ネレーションやゴミの分別による資源のリサイクル化が例として挙げられる。こうした積

極的に環境対策を導入するホテルは、エコホテル（eco-hotel）やグリーンホテル（green

hotel）と呼ばれることが多い。本論文ではエコロジカルホテルと呼ぶことにする。アメ

リカでは環境への配慮がホテル選択要因として拡大しつつあり、環境対策を怠ったホテル

の商品力が低下するため、ホテルの環境対策は日本よりも進んだものとなっている。

商品面における対応としては、自然環境との共生を商品上に打ち出したリゾート施設の

誕生である。こうした施設はエコロジカルリゾート（ecological resort）やエコリゾート

（eco-resort）と呼ばれている。本論文ではエコロジカルリゾートと呼ぶことにする。

エコロジカルリゾートは、自然を保全しながら自然観察や野外活動をする新しいレジャ

ーであるエコツーリズムによって支えられている。「TIA（Travel Industry Association of

America）」の調査によれば、エコツーリズム型の旅行を経験した人口はアメリカの成人

全体の 7％にあたる約 800 万人、未経験者のうち 3 分の 1 は今後 3 年以内に機会があれ

ば体験したいと考えており、両者を合計した潜在需要は約 4,300 万人に達するというデー
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タもある。「旅行者動向 2003」（（財）日本交通公社）によれば、日本のエコツアーの認知

率と経験率はまだ低いものの、エコツアーを一度経験した人の「ぜひ参加したい」「参加

したい」という再訪意欲は 93.1％と非常に高いものとなっている（図 2-3-1、2-3-2）。

また、未経験者の中にもエコツアーに参加したいという人は多く、その潜在的な需要の

将来性はあると推測できる。とはいえ、依然としてエコツアーの認知率、経験率は高いも

のとは言えない。また、エコツアーの他にもカルチュラルツーリズムやエスニックツーリ

ズム、アグリツーリズムなどに基づいた新しい観光があるが、市場の中ではまだ少数派に

すぎない。

しかし昨今、エコツーリズムを始めとして、「自然」は観光の一大テーマになりつつあ

る。観光産業はこれまでの温泉旅行や名所巡りから、自然や体験を楽しむ観光に目を向け

るようになった。その流行の陰でエコツーリズムは、経済と自然環境の共存という問いを

改めて浮き彫りにしている。観光客激増により屋久杉の森の被害が報告されるなど、全国

各地で自然体験ツアーによる自然破壊が起きている。「かろうじて残された美しい自然を

なおもつまみ食いしようという観光業者。自然体験に感動しながら無邪気に自然を破壊す

る観光客
1
」。エコツーリズムはまだまだ発展途上の観光であり、解決しなければならない

課題を山積みしている。

現在エコツーリズムなどの新しい観光を支えているのは、高所得者や知識階級を中心と

した先鋭的な消費者であり、今の姿のままで宿泊市場全体に一般化することは考えにくい。

                                                       

1
　 日本経済新聞 2004年 7月 26日朝刊,第 2面.
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しかし、｢市場のかなり広範な一部が、よりマイルドなかたちでそのイメージや嗜好の一

部を受け入れることは十分考えられる
2
」と言う指摘もあり、検討に値しよう。観光の新

しい傾向は、その受け皿である宿泊施設にも大きく影響を与える。同時に、環境への配慮

が宿泊施設の評価する一基準になる可能性を秘めている。これまで、自然環境や周辺環境

に配慮しないリゾート開発は、直接利害関係の生じる住民レベルでは問題となっていた。

環境意識の高まりによって今後は批判の主体が一般消費者のまで拡大する可能性があり、

リゾートの環境への対応は避けて通れない問題となりつつある。

エコツアーの認知率と経験率
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図 2-3-1　　資料：（財）日本交通公社『旅行者動向 2003』より著者が作成

                                                       

2 　稲垣勉,前掲書,p204
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エコツアーの参加意向
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既知・未経験
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ぜひ行ってみたい 行ってみたい あまり行きたくない全く行きたくない

図 2-3-2　　資料：（財）日本交通公社『旅行者動向 2003』より著者が作成

第 3章　事例研究

3-1　エコロジカルリゾートを目指す星野リゾート

星野リゾート概要

所在地 長野県軽井沢町

代表取締役社長 星野佳路

事業内容 星野温泉ホテル、ホテルブレストンコート、石の教会　内村鑑三記念堂、

軽井沢高原教会の運営、自然研究・ガイド活動、地ビールの製造・販売、

店舗運営、別荘建築・管理、保養所の受託運営、その他リゾート施設運営
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経緯 大正 4年

昭和 4年

1970年代

1992年

1995年

2005年

温泉旅館として創業

水力発電所建設、現在まで星野温泉ホテルは自家発電で賄

う。

チャペルウェディングを始める（年間 3000組）

野鳥研究室を設立、その後ピッキオへ

ホテルブレストンコートを新装オープン

星野温泉ホテルを「星のや　軽井沢」へ新装オープン予定

資料：星野リゾートの資料をもとに筆者が作成

（1）環境活動取り組みのきっかけ

星野リゾートは、長野県の軽井沢という豊かな自然に囲まれて立地している。28 万坪

という広大な敷地にホテル、コテージ、教会、温泉施設、飲食施設などを運営しているが、

どの施設も自然を十分に活かすように造られている。同リゾ－トは、「リゾート運営の達

人」を企業ビジョンに掲げ、環境に対する負荷を最小限にとどめながら、同時に最高の顧

客満足と運営収益を目指している。同リゾートの取り組みを紹介することで、既存のリゾ

ートとは異なる、新しいリゾートのあり方を探っていきたい。

星野リゾートは 1904 年に軽井沢町に創業し、リゾート挙式、温泉を軸に経営をしてき

たが、1991 年に現在の社長である星野佳路氏の就任以降、施設、ソフト、組織の改革に
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乗り出してきた。2003 年は、同リゾートの取り組んできたゼロエミッション（焼却・埋

め立てごみゼロを目指した活動）において節目の年となった。2003 年 11 月、同リゾー

トはグリーン購入ネットワーク（GPN）主催における「環境大臣賞」を受賞した。これは

グリーン購入の実践や普及で優れた取り組みを募集し、特に優れた団体や企業を表彰する

「グリーン購入大賞」の最優秀賞にあたる。ホテル・旅館業者では初となる受賞で、準大

賞にはワシントンホテル（株）が選ばれた。今回の受賞は、現場スタッフがアイディアを

出し合い成果を出してきたというユニーク性や、自然エネルギーの利用、地域生態系の調

査・保全、エコツアーなどをしているエコツーリズムなど、先進的な取り組みが総合的に

評価されたものといえる。5 年前からリゾートコンセプトを「エコロジカル・コミュニテ

ィ」を目標に掲げ、本格的に取り組んできた同リゾート。次に同リゾートが環境対策に取

り組むことになった経緯について述べたい。

同リゾートが現在の礎を築いたのは、星野佳路氏が社長に就任したわずか 13 年前のこ

とだ。それまでは 1904 年に創業という歴史と、リゾート挙式を他に先駆けて実施してい

たが、地方の一私企業に過ぎなかった。しかし、1987 年に規制緩和の恩恵を受け大企業

がリゾート開発に参入してきて、小資本の老舗リゾートは蹴散らされるという危機感を抱

いた。資本力があれば開発型のリゾート企業になることも可能だったが、そのような力は

無かったため、当時持っていた資源を最大限に活用することにした。同リゾートの選択は

リゾートのオペレーター企業になることだった。軽井沢でリゾート経営のノウハウを蓄積

して、受託運営をして事業を拡大するという道を選んだ。運営受託するには、リゾート運

営の達人であることの説得力が欲しい。そこで、顧客満足度、収益、環境の 3 つの項目
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で数値目標を定めた。客観性を持たせるため、顧客満足度はアンケートやインタビューに

よる調査結果で、環境はグリーン購入ネットワークの評価によるものだ。取り組みが数値

化されることで成果が目に見え、社員のやる気につながると推察される。現在では、軽井

沢エリア以外に、山梨県の「リゾナーレ小渕沢」、福島県の「アルツ磐梯リゾート」、北海

道の「アルファリゾート･トマム」と、これまで培ってきたノウハウを基にリゾート再生

に取り組んでいる。低迷する日本のリゾート業界でこれだけ元気なのは、高い顧客満足と

確実な収益、そして環境に配慮した運営をするという「リゾート運営の達人」を企業ビジ

ョンに掲げ、大きな投資を行わずに確かな収益を上げる仕組みを構築できたからであると

考えられる。

企業ビジョンを定めると共に、新たなリゾートのあり方も確立しようとした。当時の市

場調査により、すぐに経営が危うくなることはないが、収益源となっていたブライダル事

業にかげりが見えていたので、今後の方向性を模索する必要があった。

同リゾートのある軽井沢には豊かな自然がある。中西悟堂氏（日本野鳥の会の創始者）

が日本三大野鳥生息地の一つとして紹介、また同リゾートに隣接する国有林が 1974 年に

日本初の国設野鳥の森に指定されている。あまり大きな投資をせずに手持ちの資源を最大

限に活用するには、当時欧米で脚光を浴びていたエコツーリズムを取り入れることだった。

エコツーリズムとは、残された大自然や文化を見ることによって、環境への関心を高めた

り、その地域の魅力に触れたりしようという考え方で、そのツアーをエコツアーと呼ぶ。

エコツーリズムを確立することができれば競争力のある商品を生み出せる。エコツアーな

どによって「ニッチ戦略」、「ソフトの充実」を図り、通年型、滞在型のリゾートにして稼
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働率を高めることも可能だ。また周りの自然を売りにするのだから、環境を配慮した運営

をするというビジョンとも合致する。さらに、リゾート運営会社の星野リゾートにとって、

ライバルの弱点である環境対策は差別化を図り、競争力となると考察される。こうしてエ

コツーリズムを核とした「エコロジカル・コミュニティ」というリゾートコンセプトを定

め、エコリゾートに向けて新たなスタートを切ったのである。

焼却・埋め立てごみをゼロにする「ゼロエミッション」、エネルギーを自給自足する

「EIMY」、自然環境を資源とするとともに保全活動を一体化した「エコツーリズム」とい

う 3要素が、同リゾートの環境経営を支えているのでこれについて述べたい。

①ゼロエミッション

環境負荷の小さいリゾート運営をすることを目指したもので、1999 年に経営戦略とし

て位置づけられた。環境負荷の高いものを低いものにシフトしていき、最終的にはゼロに

していこうとするものである。このような取り組みをしていく場合、忘れてはいけないこ

とだ。それは環境に優しいからと言って顧客に我慢を強いるのではなく、常に顧客満足度

を追求することだ。同リゾートの場合、まず顧客満足を考え、次にそれをどうやってゼロ

エミッションにつなげていくかと考える。この発想によって始まった取り組みが幾つかあ

る。

例えば、国内初の取り組みである婚礼料理を当日選ぶことができるという｢当日選択式

の婚礼料理の提供」だ。婚礼料理の場合、大人数、多様な年齢構成のため、固定のコース

メニュー・量での提供では好みの違いができてしまい、食べ残しが発生する。現に婚礼料
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理の食べ残しは生ゴミの 55％を占めていた。これまでの「決まったコースを提供」とは

違い、顧客が自分の好きな料理を選択することができるため、食べ残しが減るはずだ。複

雑なメニューを同時に提供するために、独自の厨房作りやスタッフの作業効率の向上のた

めのトレーニングなどを徹底した。また、食材の無駄を無くすために、長い歴史と継続的

に行われている調査などにより参列者の人数、年齢、出身地域、男女比などの情報から、

選択されるメニューを高い精度で推定している。

調査から提供開始前と後を比較すると、顧客満足度は高まり、食べ残しは 16％にまで

下がり、売り上げは 7％増加した。発生した生ゴミも「生ゴミ処理機」によって堆肥に変

えられ、無償で地元の農家に提供されている。そして、その堆肥を使って育てられた良質

な野菜を仕入れ、レストランなどで提供するという地元地域とのコミュニケーションにも

取り組んでいる。

また披露宴でのセレモニーとして人気なのが「ゴールデン・ドロップ」と呼ばれるもの。

これは樽出しのワインを提供するもので、樽出しの最初の雫は「ゴールデン･ドロップ」

と言われ、祝福の意味があり好評を得ている。顧客満足度と単価が上がり、年間一万本の

ワインの空き瓶が削減されている。これらはすべて顧客満足度を追求し、それが見事ゼロ

エミッションにつながっている取り組みと言える。

②EIMY

EIMY（エイミー）とは「Energy In My Yard」の頭文字をとったもので、訳すと「自分

の庭のエネルギー」という意味になる。自分たちの使うエネルギーをできるだけ自給し、
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環境への負荷を減らそうという考えだ。リゾート施設は多くのエネルギーを消費するが、

自然エネルギーを利用することで環境負荷の高い化石燃料の量を減らすことができる。同

リゾートでは昭和 4 年から水力発電を開始し、現在 3 機が稼動中で星野温泉ホテルの電

力需要の 83％を供給している。しかし、年間 8 ヶ月間に暖房を必要とする軽井沢の冷涼

な気候と、熱エネルギーを大量に使うリゾートホテルの特性上、灯油依存率が高いため、

水力発電が賄っているのはホテルで消費されるエネルギーの 19％にとどまっていた。そ

の後、水力発電の他に、太陽熱利用、温泉排熱利用なども合わせて利用してきた。

2005 年に完成する新しいホテルでは、世界でも珍しい地中熱を利用する。星野リゾー

トは活火山である浅間山の山麓に位置し、星野エリアには 10 箇所以上の源泉がある。同

リゾートならではの「教会横 3 号」や「発電所前」、「勝手口入口」といった変わった名

前のついていた源泉もあった。

新ホテルでは、地中熱利用によって問題になっていた暖房に灯油を使うこともなくなる。

これを可能にしたのが掘削した 3 本の「熱源井戸」であるが、掘削途中で激しい崩壊に

遭うなど苦労が絶えなかったそうだ。欧米では既に普及しつつある地中熱利用だが、日本

ではまだ普及しておらず導入コストに難点があった。しかし、綿密な地下構造調査とシミ

ュレーションを重ね、改良を加えることで実現できることとなった。

初期投資はかかるが、新ホテルは造る前から環境のことを考えたプランを立てることがで

き、配管などを効率的にすることができる。ランニング・コストを考えても数年で採算が

取れるとし、リゾナーレ小渕沢など他のリゾート施設での導入も検討している。
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③エコツーリズム

　エコツーリズムとはあるがままの自然、文化、芸術などの観光資源を保全しながらそれ

を活かした観光を創造するというものであるが、日本では当初、秘境へ行くアドベンチャ

ー的観光ととらえられていた時があった。エコツーリズムには三つの条件が必要だといえ

る。第一に、大きな開発をして人工的に魅力を作り出すのではなく、ありのままの姿を観

光資源とすること。第二に、観光客にその魅力を伝えるインタープリター（自然解説者）

が存在すること。第三に、魅力を保全するシステムがあること。

これらの条件を備えているのが、星野リゾートの「ピッキオ」と呼ばれる集団だ。ピッ

キオ（picchio）とはイタリア語で「啄木鳥」の意味で、「森に棲む生き物の視点で、森に

ついて、自然について多くの人々に伝えていこう」という想いからこの名前がついた。ピ

ッキオの前身である野鳥研究室が 1992 年に誕生し、地域生態系の保全活動をより本格的

に、より広く行うため、2003 年に株式会社ピッキオが、2004 年に NPO 法人ピッキオが

発足した。株式会社ピッキオは、自然や生き物を理解し楽しむエコツアーや環境教育プロ

グラムの提供し、「自然を活用する仕組み」を作り、NPO 法人ピッキオは、地域生態系保

全のために野生動植物の調査・保護管理を実践しながら、｢保全の仕組み｣を作っている。

一見ボランティア活動のようにも思えるが、エコツアーなどによって収益を追求する運営

組織と位置づけられている。調査･研究や保全活動は直接利益を生み出すものではない。

収益の中からコストをかけて、観光資源を維持・保全していくのは、長期的に安定した収

益をあげていくための投資といえる。エコツーリズムがサステイナブル・ツーリズム（持

続可能な観光）と呼ばれるのはこのためだ。
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同リゾートは、エコツーリズムをソフト重視、ニッチ戦略の視点からみて、リピート客

を獲得するための有効的な取り組みであるとみている。1993 年から有料ガイドのエコツ

アーを開始し、参加者、リピーターともに年々増えている。現在では、2 時間ほどのネイ

チャーウォッチングには年間約 5000 人、一泊、二泊するネイチャーイベントには年間約

2000 人の参加があり、ネイチャーウォッチングのリピート率は 20~25%、ネイチャーイ

ベントは 50~60%である。ほとんどの人が、エントランス的な役目となっているネイチ

ャーウォッチングにまず参加し、その後、より本格的なネイチャーイベントに参加する傾

向がある。リピート率の高さ、ネイチャーウォッチングの参加後に今度はネイチャーイベ

ントに参加する人の多さは、ピッキオが自然の魅力を参加者にしっかりと伝えているから

であろう。エコツーリズムはリピーターを確保するだけではない。ゴールデンウィークや

夏休み中のエコツアーにはファミリー層が多いが、冬場にはバードウォッチングを楽しむ

中高年の姿を目にする。冬は葉が落ちるので、見通しが利きバードウォッチングに向いて

いる。稼働率が下がる冬の軽井沢だが、冬にしか見ることのできない鳥など、シーズン毎

のネイチャーイベントなどをすることで、通年型のリゾートにすることができる。

また、エコツーリズムはありのままの姿を観光資源にするので、初期投資が少なくてす

む。最大のコストとなるのが、インタープリターの育成・活動である。しかし、長期的に

見たとき、ソフトの強化は将来の競争を生き残るための戦略となる。今後、これまで活動

の中心となっていた同リゾートエリア以外にもアルツ磐梯、トマムなどに事業所を置き、

エコツーリズムによって森や文化の持つ本来の価値を再生する考えである。
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（2）課題と可能性

ゼロエミッションの課題として、スタッフの意識改革がある。廃棄物の分別、計量などを

行うには余分に手間がかかるため、開始当初には「面倒だ」「何故やるのか」という声が

あった。生ゴミの中にフォークなどが混じり、ゴミ処理機の故障も起きていた。しかし、

コミュニケーションを頻繁に行い、社員教育をしっかり行ったことで、意識が向上した（図

3-1-1）。今、従業員の意識改革は進みつつあり、やがて企業文化となると考えられる。ス

タッフの協力と意識の変革が不可欠であり大変であるが、これが確立すれば環境対策のノ

ウハウとして外販ができる。

EIMY は同リゾートの周りの環境を活かしたものであるが、エネルギー生産技術の向上

や国が導入コストの補助をするなどすれば、他のリゾートでも検討の余地があるはずだ。

今後、規制の強化、原油価格の高騰などを考えると、その必要性は高まるだろう。ゼロエ

ミッションと併せた外販もできる。自然エネルギーの利用が難しい場合でも、省エネなど

で化石燃料の使用量を減らすことができる。省エネは簡単に導入ができ、コスト削減にも

つながるため、多くのホテルでされている取り組みの一つだ。

エコツーリズムは、ニッチ戦略とソフト重視戦略からみて、安定した高稼働、高リピー

ト、高収益を可能にする有力な手段となる可能性を持っている。エコツーリズムはまだ小

規模の市場かもしれないが、その市場のニーズに特化･対応することで安定した需要が見

込める。また、ハード（建物や景観）のみに特化した場合、後発のほうが有利なことがあ

るが、ソフト（サービス、運営の仕組み）は時間をかけ試行錯誤していくことで、後発よ

りも顧客のニーズに合ったサービスなどが提供できるため、後発よりも高い顧客満足を得
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ることができるはずだ。欧米ではエコツーリズム市場は既に成長著しいが、日本でどれだ

け普及するかは未知数である。同リゾートは、他社に先駆けてエコツーリズムというニッ

チ市場に参入し、ナンバーワン・ブランドになろうとしている。

スタッフの意識の向上と提案件数

2 6

66

270

0
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100
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200
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300

2000年11月期 2001年11月期 2002年11月期 2003年11月期

現場からの
提案件数

図 3-1-1　　資料：星野リゾートの資料をもとに筆者が作成

3-2　環境性と経済性を追求するワシントンホテル

ワシントンホテル概要

所在地 名古屋市中区錦 3丁目 12番 29号
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代表取締役社長 渡辺泰介

経緯 昭和 39年

昭和 44年

昭和 48年

1995年

1996年

1997年

1999年

名古屋国際ホテルを開業

チェーン第一号店を名古屋市に開業

藤田観光(株)も同名のホテル経営に乗り出す

「環境実践ホテル宣言」、経営課題に環境問題位置づける

藤田観光（株）とチェーン展開に関する提携が行われる

同社運営のワシントンホテルを「ワシントンホテルプラザ」

の名称に変更、藤田観光（株）運営ホテルとの違いを明確化

ホテル業初となる「ISO14001」認証取得（熊本ワシントン

ホテルプラザ）

資料：ワシントンホテルの資料をもとに筆者が作成

（１）「ワシントンホテルプラザ」と「ワシントンホテル」の違いと、「Ｒ＆Ｂ」について

日本全国にワシントンホテル名称のホテルは６８ホテル、その経営母体はワシントンホ

テル（株）と藤田観光（株）の２社によって運営されている。両社はグループホテルとし

て提携をしており、西日本地域をワシントンホテル（株）が「ワシントンホテルプラザ」
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（以下　WHP と略）の名称で、藤田観光（株）が「ワシントンホテル」の名称で展開し

ている。

同社が運営するホテルは、名古屋国際ホテル、WHP、R&B の 3 タイプに分けることが

できる（図 3-2-1）。同社の環境活動は、主として WHP と R&B で行われているためこの

2タイプについて説明したい。

　同社では、WHP を「スーパーマーケット」タイプのホテルと位置づけている。シティ

ホテルや一流旅館を、顧客のあらゆるニーズに応えられるよう膨大な商品を用意している

デパートタイプのホテルとするなら、WHP は顧客のニーズをある程度絞り込み、その中

で必要とされるサービスを提供している。名古屋国際ホテルと比べると、宴会場、挙式場

がないこと、飲食店舗が小規模であることが分かる。提供するサービスを絞ることで、従

業員の少数化を図っている。

同社では、R&B を「コンビニエンスストア」タイプのホテルと位置づけている。R&B

の R は「部屋」を意味する Room、B は「朝食」の Breakfast である。R&B は、宿泊と

いう行為を「部屋と朝食」に絞り込み、コンビニエンスストアと同様に、販売する商品の

専門化･特化させたものであるとともに、小商圏で開業が可能である。ホテルサービスか

ら「宿泊サービスの販売」という発想の転換を行った、ホテル業界の商品革新である。同

社の「R&B」は、宿泊業態とブランド名が同じである。

R&B はエコロジーを追求し、エコノミーを実現している。必要なものを必要なだけ、

多機能から単機能へと転換することで、省資源･省エネルギーを実現させている。

Ｒ＆Ｂはワシントンホテル（株）の独自ブランドとして、北海道から九州まで出店エリ
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アに関係なく全国展開している。現在、国際環境規格「ISO14001」の認証をＲ＆Ｂ全店

で取得し、今後開業する R&Bにも ISO14001の認証取得を義務づけている。

（２）環境活動取り組みのきっかけ

　1999 年 6 月、ワシントンホテル（株）運営の「熊本ワシントンホテルプラザ」が、日

本のホテル業界で初めて環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取

得した。同社は「地球にできることひとつずつ」をスローガンとし、「環境実践ホテル宣

言」をしている。環境活動は、同社が運営する「WHP」、「R&B」によって実践されてい

る。WHP は 10 ホテル、R＆B は 16 店舗と事業所が ISO14001 認証を取得している。次

に同社が環境対策をする経緯について述べたい。

ワシントンホテル（株）は、1964 年に名古屋地区で初の本格的な都市型ホテルとなる

名古屋国際ホテルを開業した。1964年といえば東京オリンピックが開催された年である。

東京オリンピックに向けて東海道新幹線が建設されるなど、好景気を背景に名古屋地区に

もホテル需要が見込まれ、多くのシティホテルが営業していた。当時、名古屋国際ホテル

を始めとした客室・複数の飲食店舗・宴会場を備えたホテルはあったが、出張社員が出張

旅費規程の範囲で宿泊できるホテルはなかった。これらの多種多様な機能を取り込んでい

るホテルは、運営コストがかさみ高価格にならざるを得ない。しかし、宴会場や多様な飲

食施設などの付帯施設の多くは、ビジネス宿泊にとっては不要の存在である。1969 年、

ビジネスマンの要望に応える形で WHP の第一号店が名古屋市に開業した。ビジネスホテ

ルと呼ばれるホテルの第一号店である。出張社員をターゲットにしたホテルのため、経済
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性（非効率・浪費部分の排除）をテーマにそれまでの宿泊システムや機能を見直し、宿泊

料金を低く抑えた。例えば、人件費の効率化を図るため、当時としては画期的な宿泊料金

の前払会計制度の導入がある。これはチェックアウト時間の短縮化とフロント係りを少人

数にするためだ。また、ルームサービスの撤廃や自動販売機の設置などがある。「利用さ

れた方には適正な対価を、利用されなかった方には 0 円で」の受益負担を導入すること

で低料金を可能にしている。

　1969 年の開業当時は、環境についてあまり問題となってはいなかった。しかし、同社

は現在の環境意識の高いグリーンコンシューマーの原則にある「必要なものだけを買う」、

「生産・流通・使用･廃棄の各段階で資源やエネルギーを浪費しないものを選ぶ」といっ

た考えを当時から持っていた。こうした考え方を企業体質に持つ同社にとって、現在の取

り組みは「経済性」から「環境性」へとキーワードが変わったに過ぎない。同社が行って

いる環境活動は、当時の経済性の追求の延長上にあるといえる。

また、同社が環境対策に力を入れる理由として、1995 年に社長に就任した野澤氏の高

い環境意識がある。同氏は、環境問題を考えながらホテル展開をしていくために、トップ

ダウンにより環境問題を経営課題の一つとして位置づけた。その姿勢は、現在の渡辺社長

就任後も変わらない。

同社は、土地や建物を持たないホテルのオペレーターとしてチェーン展開を行っている。

同社の各地の土地、建物の多くがオーナーの資産であり、その資産を「賃貸」という形で

借りている。オペレーターである同社の唯一の資産が、ホテル運営などのノウハウである。

投資負担を少なくし、投資効率を高めることは、オーナーにとって賃貸料という安定収入
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をもたらし、宿泊客は低料金で利用することができる。チェーン展開をしている同社は、

ホテル建設の際に部品数の共通化・少数化を進め、建設資材・運営システム・エネルギー

管理などにおける無駄をなくしている。

「省資源・省エネルギー・リサイクル」、「ゴミの削減」、「ISO14001 認証取得」の 3 要

素が同社の環境経営を支えているのでこれについて述べたい。

①省資源・省エネルギー・リサイクル

　名古屋栄 WHP では、開業時から日本のホテル業界で唯一、「リン酸形燃料電池」が稼

動している。同製品は、トヨタ自動車(株)の本社工場、名古屋大学・東山キャンパスなど

でも利用されている。同製品は、従来型の発電設備と比較して、85％という高い総合効

率、排ガスがクリーンなこと、騒音･振動が少ないという特長がある。図 2 は、燃料電池

方式と従来の発電方式とを比較したグラフである。同社では、燃料電池を省エネルギー性、

環境性に優れているという点から導入した。発電された電気は、一般電力として利用し、

廃熱は給湯の熱源として利用されている。この電気・熱併給システムは、コジェネレーシ

ョンと呼ばれている。他の同社運営ホテルでは、都市ガスを使ったガスコジェネレーショ

ンが広く導入されている。

同社は、ホテル建設の際に「グリーンビル思想」に基づいて建物のリサイクル化を目指

している。ホテルの建材にリサイクルできるものや環境に優しい部材・製品を優先的に採

用している。それは 30 年以上の耐用年数を持つホテルを建てるとき、30 年後のホテルが

産業廃棄物の塊と判断される場合があるためである。その建物の廃棄コストが、新しく建
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てるホテルの建設費と変わらないかもしれない。同社は、耐用年数の長い建物というもの

を介在したビジネスを展開しているため、現在、そして未来の環境を考える必要がある。

②ゴミの削減

同社ホテルでは、1992 年から歯ブラシ・かみそりが客室に置かれていない。取り組み

以前には、年間に 167 万本の歯ブラシ、38 万本のかみそりが使い捨てられていた。取り

組みは 2、3 年で浸透し、現在の歯ブラシの持参率は約 72％、かみそりは約 83％となっ

ている。宿泊予約時に持参の呼びかけをし、忘れた宿泊客に歯ブラシ・かみそりを渡す際

に募金を呼びかけ、「環境事業団の地球環境基金」に寄付している。昔は使い捨ての歯ブ

ラシ・かみそりを置いているホテルはなかったが、今では当たり前となっている。同社は、

ホテル事業は「泊」と「食」という日常生活の延長にある産業であり、生活スタイルの無

駄を気づかせる役目があると考えている。

同社では、「ゴミサー」と呼ばれる生ゴミ処理消滅装置を導入している。これは、飲食

店で出た生ゴミを水と攪拌し、バクテリアを使い発酵・分解し、最終的には二酸化炭素と

水分にするもので、臭気が発生せず、しかも衛生的に生ゴミを処理することができる。ゴ

ミサーは、同社がメーカーと共同で開発したもので、販売促進契約、代理店契約をしてい

る。同製品導入には、150 万円の投資を必要とするが、以前同社ではゴミ処理業者に毎月

10 万円支払っていた。減価償却費を毎月 5 万円としても、毎月 5 万円のコスト削減につ

ながる。手入れが楽なことやこれまでに故障したことがないなど従業員にも好評である。

　ホテルなどでよく見かける固形石鹸だが、同社では年間 30 トンのうち 22 トンがほん
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の少しだけ使われ、ゴミとして捨てられていた。同社では、ソープディスペンサーを設置

するようにしている。

③ISO14001認証取得

企業が環境保全型経営を継続的に進め、成果をあげていこうとするなか、環境マネジメ

ントシステムとして「ISO14001」認証取得が普及している。1999 年に熊本 WHP が、国

内のホテル業では初めて同規格を認証取得している。同規格は「事業者の組織活動のあり

方や、製品･サービスの環境負荷低減など環境パフォーマンス改善の仕組みを継続的に進

めるシステムを構築するためのもので、構築する上での要求事項を規定したもの」（審査

登録機関の認定を行う JAB）である。ゴミ処理機や省エネスイッチ導入などに取り組ん

でいた熊本WHPは、1997年に熊本市から「環境保全活動モデル事業所」に指定された。

そのころから環境マネジメントシステムの構築準備をし、同規格の取得活動を開始してい

る。同規格取得は、同ホテルのそれまでのエコロジー活動の集大成といえる。その後、他

の同社運営ホテルも順次取得し、WHP-10 ホテル、R&B-16 店舗と事業所が認証を受けて

いる。R&Bには同規格取得を義務化しており、全店舗で取得している。

日本の同規格認証取得件数は、約一万４千件と世界で一位となっている。日本での件数

が多い理由として、同規格が環境経営する際に、スローガン・象徴的な役割があるための

ようだ。同規格を取得することで、企業イメージの向上や PR になるというメリットがあ

る。同社では、新聞、雑誌などの取材を受けたことで、推定 9800 万円の PR 効果があっ

たと見ている。
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同社は全国に 33 のホテル運営をしているため、システムに欠如しがちな環境マネジメ

ントシステムを持ち、継続的な改善方法が網羅されている同規格によって、安定したレベ

ルの環境活動ができる。

また同規格取得は、従業員の環境意識の向上にも役立っている。ISO 審査員が環境方針

について尋ねた時には、社員だけでなく、昨日からパートに就いた人も同じ答えが返せる

ようにしなければならない。従業員全員が環境方針を記入したカードを持ち歩くなどして

いる。同社は、2003 年のグリーン購入ネットワーク（GPN）主催における準大賞を受賞

した。その理由に、従業員教育に力を入れたこと、グリーン購入基準の制定とそれを継続

的に実践してきたことが挙げられる。社員教育は、言い続け、実践し続けることが大事で

ある。そのため、社員全員の環境意識を高めるには同規格は有効なものとなると推察され

る。

（3）課題と可能性

　現在、日本には約 160 万室のホテル・旅館があり、大型ホテル・旅館が約 60 万室、残

りの約 100 万室を中小のホテル・旅館が占めている。中小のホテル・旅館の多くが後継

者不足、老朽化した施設などによって廃業を余儀なくされていると言われている。日本の

宿泊市場のおよそ 2/3 を占めていた中小規模のホテル･旅館が淘汰されれば、宿泊施設が

大幅に不足する時代がくるだろう。この「ホテル・ビッグバン」とも呼べる市場再編成に

よって、ホテル業界が急成長市場になると考えられる。

　その中で同社は、低価格ホテルである R&B を欧米ホテル産業の日本進出を予測した戦
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略型事業と位置づけている。現在ホテル先進国である欧米では、エコノミーホテルと呼ば

れる低価格ホテルが急成長している。日本においても、21 世紀型ホテルとして成長が見

込まれている。全国チェーンのホテルで新館をオープンしているところが少ないなか、

R&B という宿泊特化型ホテルを全国に展開し続けているのはニーズに合ったホテルを提

供しているからであろう。しかし不必要なサービスや省エネ･省資源を図ることで低価格

を実現している R&B は、宿泊客の誤解も招きやすいという一面がある。それは、R&B が

ホテルサービスの提供ではなく、宿泊商品の販売へと発想の転換をしており、これまで通

りのホテルの概念で宿泊した場合、施設・サービスの簡素化を図っているため物足りなさ

を感じることがあるためである。同社が名称を R&B ホテルではなく R&B としているの

は、誤解を避けようとしているためである。R&B タイプの宿泊業態での市場拡大を目指

すことが、R&Bの認知を高め、収益の拡大へとつながる。

　今後の大きな課題としては、顧客満足度をどう高めていくかどうかであろう。同社が行

ったアンケートでは、6 割の人が環境対策に賛成と回答している。ワシントンカード会員

数は約 294 万人。会員数で 2 位のホテルが 30 万弱であることから、同社が多くの支持を

得ているのが分かる。過去 5 年間を見ても毎年約 15 万人が会員になり、エコ活動開始後

も着実に宿泊客は増えている。しかし、取り組みを始めた頃は、「サービスありきなのに、

サービスをカットするのか」という宿泊者の意見が寄せられていたそうだ。同社ではワシ

ントンカード会員のリピーターも多いため、客が離れてしまうのではという心配もあった。

ケチなホテルという印象を持たれることは避けなければならない。

特に燃料電池やゴミサーの導入など、宿泊客からは見えない部分だけでなく、宿泊客が



43

直接関わりあう部分までエコロジーを追求することに、宿泊客と社員から抵抗があったそ

うである。環境対策に取り組んでいることを不快に感じる人はいないだろう。しかし、サ

ービスの質が下がるのであれば、利用しないという人は多いと推察できる。同社のような

低価格を目指すホテルにとって重要なことはコストをいかに削減するかではなく、コスト

削減によって生じた新しい商品像をいかに価値づけるかにかかっている。同社が行ってい

る歯ブラシ・かみそりの客室からの撤廃などの取り組みは、そのままでは低いアメニティ

レベルの象徴でしかない。これらの取り組みを低価格や環境性といった消費者からプラス

評価されるようにすることが必要であり、それが顧客満足を高めることにつながる。

３業態･比較表

区分 比較項目 名古屋国際ホテル 名古屋栄WHP R&B名古屋錦

従業員数 425名 59名 20名

売上構成比 　 　 　

客室収入 17.40% 69.50% 97.40%
概要

料飲収入 62.70% 17.60% -
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客室数 263室 308室 206室

シングル 170室（64.6％） 291室（94.5％） 206室（100％）

ツイン 58室（22.0％） 9室（2.9％） -

ダブル 19室(7.2％) 8室（2.6％） -

和室 5室（2.0％） - -

スイート 11室（4.2％） - -

客室料金 15種類 6種類 1種類

客室

　 9.817円~115.500円 7.500円~16.000円 6.090円

宴会場 9室（収容 700名） なし なし

挙式場 1室 なし なし

銀座（割烹店） 142席 83席 なし

客室外

飲食店メニュー 737品目 76品目 朝食提供

図 3-2-1　　資料：ワシントンホテルの資料をもとに筆者が作成
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環境適合性

5
0

55

NOx SOx 騒音

（従来発電方式を100とした相対値とする）

従来発電 燃料電池

図 3-2-2　　資料：東邦ガスの資料をもとに筆者が作成
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まとめ

本論文は、環境対策に取り組むホテルの将来の方向性を明らかにするために実施したも

のである。その中で、事例研究として環境に配慮した取り組みをしている星野リゾートと

ワシントンホテルを取り上げた。環境対策において他産業に比べ遅れをとっているホテル

業界内で先進的な両社であるが、環境対策に取り組むきっかけや取り組み方は異なる。

星野リゾートは、他のリゾートオペレーター企業との差別化を図るため環境対策に取り

組んでいた。主な活動内容としてゼロエミッション、EIMY、エコツーリズムが挙げられ、

環境性と両立できる高次なサービスを提供することで顧客満足を高めていた。

ワシントンホテルは、企業トップの高い環境意識から環境対策に取り組んでいた。主な

活動内容として省資源･省エネ・リサイクル、ゴミの削減、ISO 認証取得が挙げられ、経

済性と環境性を追求することで宿泊料金を低価格化し顧客満足を高めていた。これまでホ

テル業界では環境対策に取り組むと顧客満足度の低下につながるとされてきたが、両社の

事例研究から環境性と顧客満足の両立が可能であることが分かった。

本研究の成果を踏まえると、環境対策をすることによって以下の五つのメリットが得ら

れることが考えられる。

① 対外的な信用の向上とそれに伴うメリット

環境に配慮した取り組みは、企業の不祥事が続く中で企業の社会的責任や企業イメージ

の向上につながる。「CSR（筆者注：企業の社会的責任）は従業員の働く意欲を高めるこ



47

とになり、働きたい人の増加にもつながるだろう
3
」という指摘もある。これは企業の社

会的責任に環境保全を取り入れることによって、企業イメージの向上や「地球に優しい当

社は、社員にも優しい」としてリクルート目的に使うことができることを意味している。

社会的責任を果たし社会の信用を得ることによって、社会的責任投資（SRI）によって資

金を調達しやすくなることも考えられる。

② コスト削減とリスク・マネジメント

環境対策をすることは、資源･エネルギーを大量に消費するホテル産業にとってすぐに

大きな効果が得られ、大手を振ってコスト削減をすることができる絶好のチャンスである

と考えられる。また、ワシントンホテルのように価格面から顧客の支持を得ることができ

る。発電機やゴミ処理機などの導入コストは発生するが、長期的に見れば経済性と環境性

を両立することができると考えられる。今後、科学技術の発達により導入コストの低下、

効率の向上も考えられる。また、省エネルギー法の改正によって大規模なホテル・旅館に

も工場と同じように節電のための省エネ計画策定が義務づけられるなど対応を迫られてい

る。環境対策をすることは、環境税の導入や規制の強化など、将来直面するリスクを回避

する手段であると考えられる。

③ 従業員教育による従業員の質・サービスの向上

環境対策をする際、両社では従業員の教育に力を入れた。星野リゾ－トでは、従業員教

育によって環境意識の高くなった従業員からの提案をサービスに取り入れ、サービスを高

                                                       

3 　朝日新聞 2004年 6月 22日朝刊,15面.
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次化させた。

④ 新たなマーケットの創出

シティホテルに比べリゾートホテルは季節によって稼働率が大きく変動する。春型、夏

型、秋型、冬型、通年型など地域の特性によって分けられるが、年間を通じて高い稼働率

のリゾートホテルは少ない。仮に 100 室あるリゾートホテルが、年間 3 万 6,500 件の予

約を取れば世界一稼働率の高いホテルとなる。ホテル業は空室や満室を他の日に振り替え

ることができないため、通年型にすることで高稼働率にすることができる。冬に稼働率の

下がる星野リゾートでは冬のエコツアーなどによって通年型のリゾートを目指している。

また、エコツアーは地域の独自性を出し、他のリゾートと差別化を図ることもできる。リ

ゾートホテルでは、エコツーリズムやアグリツーリズムなど周りの自然環境を活かした取

り組みができるため、潜在的な可能性を秘めていると推察される。

⑤経営資源の維持可能性の確保

ホテル業界でも特にリゾートホテルは、立地特性から通常のシティホテルと比べ環境対

策の必要性はより高いと考えられる。自然環境を観光資源としているリゾートホテルは、

周りの自然環境がホテルの商品力を大きく左右している。リゾートホテルが周りの自然環

境に配慮した経営をすることで、これまでの観光資源を消費し尽くして、価値がなくなる

と観光客は来なくなるという「使い捨てのリゾート」から脱却することができる。リゾー

ト事業は巨額なイニシャルコストを必要とするため、長期的な経営戦略が求められる。自

然環境を資産と捉えた時、それを維持･保全していく取り組みにかかるコストは将来への

投資であると考えられる。それと同時に、その資産を最大限に活用することが求められる
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が、この際にも長期的な視点で経営をする必要がある。短期的に終わってしまう自然環境

の活用の仕方では、収益の最大化が図られているとはいえない。星野リゾートでは、別名

サステイナブル･ツーリズムと呼ばれるエコツーリズムを取り入れることで魅力の維持・

保全を図っている。リゾートホテルにとって周りの自然環境を商品としての価値にまで高

め、保全していくことが生き残るための手段でもあり、課せられた課題でもあると考察す

る。

　環境対策に取り組むことで上記のようなメリットが得られるが、留意すべきこともある。

それは環境だけでは集客には結びつかないということだ。むしろ、環境対策をすることで

顧客満足度に逆行してしまう危険性すらある。ホテル産業が環境対策の面で他産業より遅

れをとった大きな要因として、環境対策によってサービスが低下し、顧客離れにつながる

のではないかという危機感があったことが挙げられる。近年、消費者の価値の個別化など

の新しい動向が見られるようになったが、依然多くの消費者がホテルに求めているのは非

日常的な空間で満足のいくサービスを得るということである。星野リゾートとワシントン

ホテルでも取り組みを始めた当初、廃棄物削減などは順調に推移しているが、顧客満足度

が低下してしまう時期があった。サービスを維持・向上させ顧客満足を高めることが環境

対策をする大前提としてあると考えられる。

そこで、顧客満足と環境を両立させるための二つの試案を提起したい。

一つめは、従業員教育に力を入れることである。顧客へのサービスや環境に配慮した取

り組みを行うのは従業員であるため、従業員の教育をいかに行うかが重要である。ホテル

業では従業員の質がサービスの質に大きく影響するため、従業員教育に時間とコストを惜
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しまない。ゴミの分別など、環境対策にはこれまでの作業に加え、新たな作業が加わるた

め従業員はさらに忙しくなる。従業員の意識を変えなければ徹底させることはできない。

両社では、従業員教育に力を入れたことによって環境意識の向上が見られた。それによっ

て星野リゾートでは従業員からの提案件数が飛躍的に伸びた。そしてそれをソフトに取り

入れたことでサービスが向上し、顧客満足度を高くした。環境意識を高めるための従業員

教育が、結果的に従業員の労働意欲やサービスの質を向上させたといえる。従業員教育に

よる従業員の質の向上が顧客満足度や環境活動の達成度につながり、ひいてはそれがホテ

ルの商品力に影響を与えると考えられる。

二つめは、市場調査や顧客へのアンケートなどを行い、顧客の視点を取り入れることに

よって顧客不在にならないようにすることである。環境対策が顧客離れにつながる危険性

をはらんでいるために、顧客ニーズをサービスに取り入れることが重要であり、そのため

に継続した調査が必要であると考えられる。両社とも顧客調査などを継続的に行い、サー

ビスや環境対策に反映している。両社の環境対策が顧客に受け入れられているのは、環境

性だけでなく顧客サービスの向上や宿泊料金の低価格化など、顧客にとってのメリットが

あるからだと考えられる。星野リゾートでは、まず顧客満足を追求し、それにどう環境性

を付加価値とするかを考えている。この発想の仕方が顧客不在に陥ることなく、環境性と

顧客サービスの両立を可能にしていると推察される。

最後に本論文では、リゾートホテルの環境配慮によるコスト削減、サービスの改善、イ

メージの向上、マーケット拡張、経営資源維持の可能性を二つの事例研究を軸に考察して

きた。それを踏まえてリゾートホテルの将来の方向性を捉えたい。環境対策をするには乗
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り越えなければならない課題があるが、それ以上の経営的メリットを得ることができると

考えられるため、今後取り組むべきだと考察される。近年、環境対策に取り組むリゾート

ホテルの数は増加傾向にあり、今後も増加していくことが推察される。海外のリゾートホ

テルを始めとして環境問題への対応はグローバルスタンダードになりつつあり、リゾート

ホテルは否応なしに環境対策を迫られる時代が近づいていると考えられる。そして、環境

問題の深刻化、消費者の環境意識の高揚からリゾートホテルの環境対策の必要性は高まる

と考えられる。リゾートホテル業界において環境対策は新たな動向であり、先進的なリゾ

ートホテルにおいても試行錯誤の最中である。しかし、他社に先駆けて環境対策に取り組

むことが、社会的に評価されることは確かであると考察される。
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