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Ⅰ．はじめに―問題の所在
　近年、SDGs（Sustainable Development Goals）の一環として全
世界的に取り組まれているサスティナブル・ツーリズムは、究極
的には、顧客すなわちツーリストたちがサスティナビリティに対し
てどのような前向きな、つまり賛同的な態度をとるかによってか
なり成否が決まる。しかしこれは、どのように考えればいいかは、
実に難しい問題である。
　この問題について、スイス、ルツェルン大学のウェーバー

（Fabian Weber）は、2019 年の論考（Weber, 2019）で、これまでの種々
な調査・研究資料を駆使して多面的に論じている。本稿は、
ウェーバーの同論考に依拠してこの問題について考察し、大
方の参考に供するものである。
　ただしこれは、2020 年初頭以降における全世界的なコロナ
禍発生以前のデータや考え方に基づくものである。日本では
ツーリズム全盛、つまり“オーバーツーリズム”、あるいは“ツー
リスト過剰”といわれたりしていた時期が対象である。これは、
ある意味ではツーリストたることの本性がはっきり示されていた
時期であり、ツーリズム顧客としての人間の本性はどのようなも
のかを回顧的に考えることのできる時期である。この時期を対
象に、現在においてこの問題を考えてみることは、コロナ収束
以降、すなわち“ポスト・コロナ時期”のことを考えても意味あ
ることと思われる。
　もとよりツーリズムにおけるサスティナビリティ、すなわちサス
ティナブル・ツーリズムについては、詳しくは後述のように、種々
な見解がある（この点については、大橋, 2019も参照されたい）。近年
でもオーストリア・ウィーン、モデュール大学のグンター（Urich 

Gunter）／ゼカン（Bozana Zekan）は「サスティナブル・ツーリズ
ムについては、なかんずくその実践可能性をめぐって、本質
的存在意義を否定するような批判もあるが、しかし個人とコミュ
ニティの生活と繁栄を図った上で、環境と企業財務状態との
調和を実現するように進むことが、企業などのビジネスにとって
至上命令たるものであることは、全く明らかである」（Gunter & 

Zekan, 2019, p.135）と論じている。

　そこで、ここではまず、ウェーバーの所論において、そもそ
もサスティナビリティはどのようなものと解されているかから始め
る。

Ⅱ．サスティナビリティの考え方
　サスティナビリティは、周知のように、国連・ブルントラント委
員会の 1987 年の報告書『Our Common Future』（WCED,1987）

に始まるが、同報告書ではサスティナビリティとは「将来世代
の欲求充足にとって障害とならない形で、現在世代の欲求充
足のための発展や開発を行うもの」という有名な定義がなされ
ている。しかし実際には、トリプル・ボトムライン説が理解しや
すいという見解があり、ウェーバーの所論でも、これが出発点
になっている。
　すなわちウェーバーは、前提になるサスティナブル・ツーリズ
ムとは、原理的には、経済（economy）、社会（society）、環境

（environment）の 3 次元により規定されるもの、すなわちトリプル・
ボトムライン説にたつものであって、「この 3 つのサスティナビリ
ティ次元についてバランスのとれた対応策をとることが、ツーリ
ズム・デスティネーションの長期的な成功的な発展の土台をな
す」（Weber, 2019, p.265）と提議している。
　この場合ウェーバーでは、こうしたトリプル・ボトムライン説の
3 要素は、ヴェールリ（R.Wehrli et al., 2011）らに依拠し、主として
次のような内容のものとされている（Weber, 2019, p.270）。
① 　環境的要素：風景（landscapes）などの保持、資源使用

の効率性、廃棄物の適正管理等。
② 　社会的要素：景観（scenic views）と文化的遺産（cultural 

heritages）の適正管理、関係する地方コミュニティの参画の
推進、当該地方産出物へのツーリストの関与等。

③ 　経済的要素：当該地方の産物と用役（service）の適正な
消費、地域住民の就業状態、長期的な経済的繁栄等。
ただしトリプル・ボトムライン説については、その後、世界

的に著名なツーリズム論者、バトラー（R.W.Butler, 2015）により、
それには今 1 つの要素として政治（politics）を加え、4 次元の
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もの、すなわち“クワドループル（quadruple）・ボトムライン説”と
して扱わられるべきものであることが提議されている。本稿筆
者としては、少なくとも現在では、このことが充分考慮されるべ
きであると考えるが、バトラー説については別稿（大橋, 2019, 167

頁以下）で論じているので、ここでは立ち入らない。
ウェーバーの所論に戻ると、さらにこの場合、これは“企業

の社会的責任”（corporate social responsibility：以下では SCRともい

う）”に相当する問題とされている。すなわちウェーバーによる
と、これは、少なくとも現在では、企業の社会的責任の問題と
して論議の対象になることが往 に々してある問題であって、「サ
スティナビリティ問題では、それに対する顧客すなわちツーリス
トたちの関心が低いことや、従って一般にツーリストではこれに
必要な経済的負担をすることに対して積極的でないものが多
いことなどがあり、こうしたことが企業では社会的責任を果た
す上で桎梏になっていることが、しばしばある」と書き、さらに「今
や企業は、利潤の獲得よりも、社会に対する積極的貢献に尽
くすべきものとなっている。…従ってツーリズム企業では、当該
企業にとって有意義なステークホルダーである顧客のニーズに
ついて、潜在的な（potential）顧客のそれをも含め、ニーズに
沿うようにすることが至上命令である」（Weber, 2019, p.265）と書
いている。

つまり、端的には SCR 論により顧客は、何よりもステークホ
ルダーとして位置づけられることになるが、こうした観点からも
サスティナビリティは、SCR 問題として取り組むことが肝要とさ
れる。

しかしこの点は、本稿筆者のみるところ、ヴィッサー（W.Visser, 

例えば 2014）により強く提起されているとこころの、企業の社会
的責任は、今や“企業のサスティナビリティ・責任”（sustainability 

and responsibility）すなわち“企業の社会的責任 2.0”（SCR 2.0）

として規定されるべきものであるということ（この点について詳しくは大

橋, 2021a 参照）が強く反映されているものと解される
以上、総括的にいえば、ウェーバーは、少なくとも企業のサ

スティナブル・ディベロップメントすなわちサスティナビリティの実
践・遂行は、実際にはトリプル・ボトムライン説に立脚して考え
ればいいものであり、そしてそれは、今日では企業の社会的
責任を果たすものとなっていて、しかもそれは、ヴィッサーのいう

“企業のサスティナビリティ・責任”すなわち“企業の社会的
責任 2.0”（SCR 2.0）を遂行するものになるというのである。

ここで、ツーリストのサスティナビリティ意識という観点から注
目されることは、ウェーバーが「ツーリズムのパターンには、社
会の動向が反映されることがしばしばある」（Weber, 2019, p.266）

ことを出発点の 1 つのテーゼとしていることである。これによれ
ば、理論的には、サスティナビリティは、一般的社会生活にお
いて実践の度合いが進めば進むほど、ツーリストにおけるサス
ティナビリティ意識は進み、ツーリズムでもサスティナビリティの
度合いは進展する。そして逆に、ツーリストにおけるサスティナ
ビリティ意識が進めば進むほど、社会全体におけるサスティナ

ビリティは進展する、ということになるはずである。
ところがウェーバーのみるところでも、実際には必ずしもこの

ようになっていない。では実際には、どのようになっているか。
これは、ウェーバーによると、換言すれば、なかんずく顧客た
るツーリストにおいて、サスティナビリティの容認、賛同の度合
いがどのようになっているか、という問題であり、これこそが今
や論究されるべき課題である。この場合それを、“ツーリズムに
おけるサスティナビリティ”と考えるか ,“ツーリズム企業の社会
的責任の問題”と考えるか、あるいは、“ツーリズム企業のサ
スティナビリティ・責任” と考えるかは、さしあたり区別の必要
がないものとされている。

Ⅲ．ツーリストにおけるサスティナビリティ受容度
　そこでウェーバーは、この点について、改めて次のテーゼを
出発点にしている。それは「環境保持について優秀な記録
を持つツーリズム企業は、事業上でも有利性を持つものとなっ
ている」（Weber, 2019, p.267）というものである。その上で、ツー
リストのサスティナビリティ意識に関するいくつかの調査・研究
の例を挙げている。例えば、次のようなものがある（本項以下は

Weber, 2019, p.267ff. による）。
　まず、国連の“環境計画”（UNEP）が 2011 年に発表した
調査・研究がある。それによると、環境保護志向的ツーリズム

（green holiday）の参加者は、ますます多くなっており、そして参
加者の約 3 分の 1 のツーリストでは、環境保護志向のために
は必要な出費をしてもいいと答えている。
　いわゆる団塊世代の動向が肝要という観点から、世代のい
かんを視野に入れたものもある。例えば各種の調査で知られ
る“デロイテ”（Deloitte）では、2011 年に 6 千人以上の人に
ついて行った調査がある。それによると、団塊世代といわれる
X 世代（1965 ～ 1979 年生まれの人）とY 世代（1980 ～ 1994 年生

まれの人）でも、共に環境志向性が強く、なんらかの環境志向
性を基準にツーリズム選択を行っているものは、全体の約半数、
すなわち 54% になるという結果になっている（X 世代、Y 世代につ

いて詳しくは大橋,2013,2020 参照）。
　国別にみると、例えばアメリカでは、“コミュニティ・マーケティ
ング社”（Community Marketing Inc.: CMI）が2010年に発表した“サ
スティナブル・トラベル”（sustainable travel）についての調査がある。
それは 2,768 人について調査したもので、そのうちの 34.6%、
すなわち 951 人は自らを“極めて（extremely）もしくは非常に

（very）”環境問題を重要と考えていると答えている。
　スイスでは、旅行業社“クオニ”（Kuoni）が 2010 年に、少
なくとも1 回は外国旅行をしたことがある人、1001 人について
調査したものがある。これによると、サスティナビリティを意識
していた者は 48% であった。ただし 2011 年の調査によると、
主たるツーリズム目的として以下のものが挙げられている（以下

では回答の割合を表記、ただし複数回答）。「伝統的な価値あるも
のを訪ねる」＝38%、「これまで行ったことのない所を訪ねる」
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動的なものもある。こうした点からは、例えば上記で一言した
デロイテのように、ツーリストは次の 5 種に分けられるとしている
ものがある（Deloitte, 2011, cited in Weber, 2019, p.273）。
①　傾倒的（committed）: サスティナビリティに献身的なもの。
② 　かなり積極的（proactive）: 例えばサスティナビリティのため

なら追加的出費もいとわないもの。
③ 　賛同的（influenced）: 例えばもともと出費において最低限

のサスティナビリティのための支出をやむをえないものの 1 つ
と考えているもの。

④ 　消極的（unsure）: サスティナビリティに関心はあるが、程
度が低いもの。

⑤ 　無関心的（unware）: サスティナビリティに全く関心がない
もの。

　この点について、さらに近年のものをみると、例えば 2016
年のレペス＝センシェス（Y.López-Sánchez）／プリド＝フェルネン
デス（J.I. Pulido-Fernández）の試みのように次の 3 種に分けてい
るものもある（cited in Weber, 2019, p.272）。
① 　無関心的（unconcerned）なもの : サスティナビリティには全

く関心がないというもの。
② 　内省的（reflective）なもの : 内心的にはサスティナビリティ

に関心があるというもの。
③ 　サスティナビリティ賛同的（pro-sustainable）なもの : サスティ

ナビリティのためなら出費増加も可とするもの。
　次に、一口にサスティナビリティといっても、種 な々領域や分
野がある点が注目される。例えば「関心がある」という場合でも、
どの分野に関心があるかが問題になる。こうした観点から分
けたものとしては、まず、2011 年のヴェールリらの試みがある。
これでは、こうした観点からツーリストは次の 5 種に分けられて
いる（R.Wehrli et al., 2011, cited in Weber, 2019, p.271. それぞれの項目の最後

の数字は、それを可として答えた者の割合）

① 　バランス型（balanced type）: すべてのサスティナビリティ要
素に対し等しく配慮するというもの＝33%。

② 　懐疑型（sceptical type）: サスティナビリティに批判的で、
すべてのサスティナビリティ要素について意義を疑問視する
もの＝25%。

③ 　社会経済重視型（socio-economic type）: 例えばツーリズム
産業全体としてのサスティナビリティに重点をおくべしとするも
ので、当該地域の所得配分の平等性などを重視すべきとす
るもの＝12%。

④ 　生態系重視型（ecological type）: 生態系保持を中心にサ
スティナビリティ重視の態度をとるもの＝15%。

⑤ 　当該地域のローカル性重視型（local type）: ローカル性維
持を重視し、例えば当該地域住民との交流などに志向する
もの＝15%。

　この上にたってウェーバーは、種々な論者の試みを集約的
にまとめると、この点に関しツーリストは次のような 5 種に分ける
のが相当としている（Weber,2019, p.273）。

＝36%、「とにかくエコツーリズムに心がける」＝30%、「社会
的責任に合ったものであることに心がける」＝21%。
　ドイツの場 合、“ 休 暇と旅 行についての研 究 協 会 ”

（Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.：FUR）の 2014 年の
報告書によると、ドイツ人旅行者（14 歳以上）に対して行われ
た、ツーリズムで心がけることは何かという質問に対し、「エコ
ロジー志向的で資源の浪費を慎み、環境尊重的に行動する」
と答えた人が 31%、「社会的サスティナビリティ尊重的」と答
えた人が 38% あった。ただし 61% の人では「ツーリズムでサ
スティナビリティに心がけるようにしたいが、必ずそうするとは限
らない」という答えがあり、そして「サスティナビリティ尊重的
ではない場合がある」理由として次のような事項が挙げられて
いる（以下は 61% の人の内訳で複数回答）。
　①「追加的費用がかかる場合」＝55%、②「個人的なツー
リズム目的がサスティナビリティと抵触することがある場合」＝
49%、③「必要な情報がなく、知らないうちにサスティナビリティ
非尊重的となっていることがある場合」＝43%、④「サスティ
ナビリティ非尊重的かどうかがはっきりしない場合」＝42%、⑤

「サスティナビリティ的なツーリズム対象が充分にない場合」＝
32%。
　これは、ウェーバーによると、ロンドンの“ブッキングドットコ
ム”（Booking.com, 2017）などの調査結果とも概ね一致するもの
であり、この上にたってウェーバーは、ドイツの FUR がこの点
について、「サスティナブル・ツーリズムは、通常の（standard）

ものより高価にならないようにすることが肝要である。かつ、内
容において通常的ツーリズムで提供されるものよりも劣るものと
なるようなことがあってはならない。…ただしサスティナビリティ
についての情報は充分に提供されるベきである。このようにす
れば、サスティナブル・ツーリズムは必ずや実行されるものと信
じる」と述べているところを引用している（FUR, 2014a,b, cited in 

Weber,2019, p.268）。
　この場合、そもそもサスティナビリティはどのような形のものと
してとらえられているか。一口にサスティナビリティ尊重といって
も、これによって実際には意味が異なるものになる。次に、こ
の点について考察する。

Ⅳ�．ツーリストにおけるサスティナビリティのとらえ方の
多様性

　この点についてウェーバーは、まず次のように述べている（本

項以下はWeber, 2019, p.271ff. による）。「ツーリズムの顧客すなわちツー
リストでは、実に多くの者がサスティナビリティについて何も知ら
ないか、部分的な知識しか有していない。例えばサスティナビ
リティとは環境について配慮するだけでいいと理解しているもの
もある」。
　まず何よりも、サスティナビリティに対する態度は、ツーリスト
のいかんにより異なる。すなわち、かなり積極的なものもあれば、
そうではなく、単に言われるままにすればいいといういわば受
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①　地学的形態重視型（geotravelers）。
②　グリーン志向型（green）。
③　倫理志向型（ethical）。
④　自覚いかん重視型（conscious）。
⑤　全体としてのサスティナブル標榜型（sustainable）。
　ただしウェーバーによると、さらに、サスティナビリティ親近性

（affinity）を中心軸にしたものがある。そうしたものの中でも大
宗的なものに、まず、ロハス（Lifestyle of Health and Sustainability：

LOHAS）がある。ウェーバーによると、「そもそもそれは、一
方では、環境関心性（environment awareness）と社会関心性

（social awareness）との結合に努めるとともに、他方では消費
（consumption）と楽しみ（pleasure）との結合に志向するもの」で
あるが、一言でいえば、「それが追求する物事の価値評価尺
度（their value system）では、サスティナビリティ責任およびコミュ
ニティ性が、健康生活性（health）、ウェルネス性（wellness）な
らびに楽しみ性（pleasure）と結び合った一体的なものとして考
えられているものである。そしてこれに共鳴する人たちは、こう
した要請を充たすためには出費がより多くなってもかまわないと
考えている人たちである」と特色づけられるものである。そし
てグラント（J.Grant,2007）が「こうした人々の消費市場は、今や、
数 10 億ユーロに達する」としているところを引用している（cited 

inWeber,2019, p.273）。
　もっともロハスについては、ヴェーラー（K.Wöhler, 2002）のよ
うに、ロハスは、要するに、高所得性を環境関心性に結び付
けたものである。ツーリズムの観点からみると、これにより環境
尊重性は支出をより多く必要とするという意味をもつものになる
とともに、他方では、そうした人々の高ステイタス性を示すもの
として機能する。故に、サスティナブル・ツーリズムは一種の
贅沢のもの（a luxury product）という感じを惹起させるものになる、
と論評しているものもある（cited inWeber,2019, p.273）。
　しかし他方では、ドイツ政府環境庁のビルハルツ（M.Bilharz, 

2009）のように、少なくともロハス関係の人々では、サスティナビ
リティ志向性が、一般の人 よ々りも高いことは認められなくては
ならない、というものもある（cited in Weber,2019, p.273）。
　ところで、日本の観光庁制定の「観光入れ込み客統計に
関する共通基準」や、その土台となっている世界観光機関

（UNWTO）のツーリストの定義によると、ツーリズム（観光）先で
所得を収得する意図がない場合には、ビジネス上の旅行者も

「観光客」もしくは「ツーリスト」になるが、こうした仕事上の
旅行者であるビジネス旅行者の場合はどうか。これらのツーリ
ストでは、楽しみのためのツーリストとはやや情況が異なる。

Ⅴ．ビジネスツーリズムとニッチツーリズムの場合
　まずビジネスツーリズムについて、ウェーバーによると、総論
的には、「ビジネス旅行でも、宿泊や会合でサスティナビリティ
について考慮すること、なかんずく環境面について配慮する
ことは、ますます比重が高いものになっている。様々な調査・

研究では、そうしたことが提示されている」（Weber, 2019, p.274）。
例えば前掲のコミュニティ・マーケティング社の 2010 年の調
査によると、こうしたビジネス上での会合でも86% のものでは、
環境尊重志向性がみられる。また、 ホールワース・ホテル協会

（Horwath HTL）の 2014 年の報告書（Horwath HTL., 2014）では、
サスティナビリティはビジネス旅行を含めますます主流的なもの
になっており、ホテル側でもそうした情報を提供することが重要
になっていると書かれている（cited in Weber,2019, p.274）。
　ちなみにウェーバーが引用しているところによると、アメリカ
の“グローバル・ビジネストラベル協会”（Global Business Travel 

Association）では、同協会加盟の企業やホテルの 19% におい
て、“サスティナビリティに志向したホテルという証明書を交付さ
れたもの（certificated）”に宿泊するようにというガイドラインを定
めているといわれる（CREST,2015, cited in Weber,2019, p.274）。

この点は以上とし、次にニッチ（niche）ツーリズム、すなわ
ち主流的ツーリズムの“隙間を埋めるようなツーリズム”につい
て管見する。ウェーバーのみるところ、「ニッチツーリズムの中
には、サスティナビリティのいくつかの特徴的な事柄がよくゆき
わたっているもの、および、ツーリストがサスティナビリティによ
り強い関心を持つようなものが結構ある」。さらに加えて、逆
にマスツーリズムでは、少数の者しか関心を持たない事柄は、
マス的に無視されてしまうことがあると指摘し、例えばウアザッ
ヘ（M.Ursache, 2015）のように、なかんずくペリフェリ地域では、
サスティナブルな経済発展を進めるには、マスツーリズムは不
適当で、ニッチツーリズムが好適と論じているものもあることを
紹介している（cited in Weber,2019, p.274）。
　もっともニッチツーリズムも、すべてがサスティナビリティ志向
的というものではない。逆に非サスティナビリティ志向性をモッ
トーにしたニッチツーリズムもある。要は、当該ツーリズムのモッ
トーにあることはいうまでもない（Weber,2019, p.275）。
　以上のうえにたってウェーバーは、次のように述べている。
すなわち、自然環境に土台をおくエコツーリズムは、自然価値
と自然資源に対する配慮を高く評価するツーリストを引き付ける
傾向が高まっている。自然と文化に焦点をおいたツーリズムは、
少なくとも次の 20 年間には大いなる成長を見せるであろう。そ
して国連の環境計画（UNEP）の 2011 年の文書で、「エコツー
リズムに対する支出は、全地球的にみた場合、他のツーリズ
ム形態よりも6 倍の速さで進むであろう」と書かれているところ
を引用している（cited in Weber,2019, p.274）。
　これに関連してウェーバーはさらに、ドウリング（R.Dowling, 

2012）が、アメリカ大陸北部や西ヨーロッパでは、今後人口の
老齢化が進むと、エコツーリズムのような自然を楽しむツーリズ
ムが増えるであろう。人間の肉体的技量発揮に頼るツーリズ
ム（facility-tourism）やリクリエーション活動主流的なスポーツツー
リズム（recreational sports）等は参加者が減少するかもしれな
い。逆にバードウォッチングや散策、名所見物志向的なツーリ
ズムが増加するかもしれないと述べているところを引用している
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（cited in Weber,2019, p.274）。
　
Ⅵ�．ツーリストにおけるサスティナビリティのための支出

容認性
　ツーリストでは、既述のように、サスティナビリティ志向的
でも、そのための支出増加まで認めるとは限らないものが多
い。これまでのところ、いくつかの調査・研究によると（例えば

Wöhler, 2002; Nickerson et al., 2016）、少なくともツーリズム事業経営
者の側では、ツーリストたちは、サスティナビリティのために進
んで支出を行うものとは限らないという見解が強かった（Weber, 

2019, p.274）。これに照応しウェーバーも、確かに一方では「サ
スティナビリティのために支出をしてもいいと考えるツーリストは、
今日では結構多い」という見解もあるが、しかし他方では、こ
れに反した見解もあるとして、次のようないくつかの例を挙げ、
現在では種々な見解があると考えるべきものとしている（以下は

Weber,2019, pp. 275-276）。
　例えば、2009 年のリーム（C.Rheem, 2009）の調査・研究に
よると、環境保持のために多少の出費増加は可とするものは、
ツーリストの約 3 分の 1 で、残りは出費増加はお断わりというも
のであった。
　2010 年の“トリップ・アドバイザー”（TripAdviser, 2010）の調
査によると、環境保持のため出費が増加することを可とする者
は、とにかく全体として 34% あったが、そのうち出費増加は
5~10%までとする者が 25%、増加は 10~20%までとする者が
9% あった。
　ところがこの点は、まず、国際的ツーリストでは事情が異なる。
例えば 2017 年の“ブッキング・コミュニティ”の報告書（Booking.

com, 2017）によると、国際的ツーリストの場合には、出費が増
加してもかまわないとする者が 65% あった。
　アメリカでは、宿泊ホテルの高級性いかんによる調査がある。
例えばカングら（K.H.Kang et al.,2012）の調査によると、比較的
高級ホテル宿泊客の方が、そうでない宿泊客よりも、環境保
持のための出費増加を可とする者が多かった。この 2 つの例
をみると、要するに、高所得者では出費増加を可とする者が
多いといえるようにみられる。
　また、2016 年のニッカーソンら（N.P.Nickerson et al., 2016）の
調査・研究によると、地学形態保持志向的ツーリスト（geotraveler）

では、そうでない者よりも、そのための出費増加を可とする者
が多いとされている。
　これらに対して、前記の“コミュニティ・マーケティング社”
の 2012 年の報告書では、いわゆる“グリーンホテル”宿泊客
でも、62% は、これ以上の出費増加はお断わりという結果になっ
ていて、それ以上の出費増加も可という者は、約 4 割程度の
人となっている。
　以上の上にたってウェーバーは、まとめ的には、こうした調査・
研究では、調査の時点や場合におけるツーリストの感情や感
覚などによって結果が左右されることが多く、「（全般的にみて）

かかる状況のもとでは、サスティナビリティのための出費増加の
いかんにかかわる調査は、難しいものである。これらの調査を
みると、平均してツーリストの約 3 分の 1 は出費増加をいとわ
ないとしているが、しかしこれらの調査は、ほとんどが要する
に主観、すなわち思っていること（intention）についての調査
であって、実際の行為そのもの（例えば実際に出費増加という行動

をしたかどうか : actual behavior）についてのそれではないことが看
過されてはならない」（Weber,2019, p.276）と論じている。

こうした限定つきであるにもかかわらず、これらの調査・研
究によると、サスティナビリティのため実際に出費増加をしても
いいと思っているツーリストは、それほど多いとはいえないこと
になるが、それは何故か。ウェーバーはその答えとして、レペ
ス＝センシェス／プリド＝フェルネンデスがそれは主として次の 3
つの考え方によるものとしているところを引用している。

すなわち、①「こうしたサスティナビリティのための支出は、
本来、政府など公共機関においてなされるべきものである」。
②「こうしたサスティナビリティに関して直接的に責任を負うも
のは、それぞれのツーリズム企業であるから、企業が必要経
費を支出すればいい」。③「ツーリズムに直接関連したサスティ
ナビリティの費用は、実際にはそれほど必要なものではない。
例えば種々の資源を無駄なく効率的に使用するようにすれば
ばいいものではないか」（cited in Weber, 2019, p.276）。

このようにウェーバーは、この点について、ツーリストなど
一般の人々では、表明する考えと実際の行動にはギャップ

（attitude-behavior gap）があり、「行動は、一般論的には、表明
された考えにマッチしたものではなく、実際の行動は種々な多
くの考え方により決まるものである」と総括し、この点に関す
るテーゼは、改めて次のように提起されるとしている。すなわち
「休日の過ごし方つまり行動は、必ずしも日常生活のそれと同
じようなものではない。日常生活ではサスティナビリティを重要
と考えている人でも、少なくとも休日の余暇費消的ツーリズムで
は、サスティナビリティは、これを無視する人がある」（Weber,2019, 

pp.276-277）。
さらにウェーバーは、チェイフェ（Z.Chafe）／ハニー（M.Honey）

が編著において、一般的には、ツーリズムや宿泊等で倫理的、
社会的あるいは環境的要因に対する関心が高まっているとい
われるが、多くのツーリストは、実際のツーリズム行為ではそう
したサスティナビリティ的行為を求めているのではないと述べて
いるところを引用している（Chafe & Honey（eds.）, 2005, cited in Weber, 

2019, p.277）。
本稿筆者も、原理的にはこれに賛同する。というのは、ごく

一般的にいえば、ツーリストは、ツーリズムにおいて多かれ少
なかれ費用を支出し、日常生活から離れた生活、すなわち非
日常性を望むものであるからである。ツーリズムでは、多少とも
日常生活にはない一種の贅沢な生活を望む者が多いからであ
る。

もとよりウェーバーは、いうまでもなく、こうしたツーリストのサ
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スティナビリティ関心の低さ、無関心性は、このままでいいとい
うのでは毛頭ない。本稿筆者も同様である。以上のような冷
厳たる事実は、これをはっきり認識し、それを変革する努力が
必要、というのである。

ウェーバーは、総括的に、同論考で紹介している調査・研
究は、すべてサスティナブル・ツーリズムがますます重要性を
持つであろうことを指し示しているのであり、ツーリストたちが、
ツーリズムを行うことを決める場合、一般的には、確かにサスティ
ナビリティが第 1 の決定基準になることはないが、今や余暇享
受的ツーリズムにしても、原理的には、サスティナブルなツーリ
ズムに全く無関心ということはない、といえるとしている。

以上本稿で紹介したこれまでの各種の調査・研究によると、
ごく一般的には、ツーリストの概ね 3 分の 1 は、なんらかの形
や程度でサスティナビリティに関心を持つものといえる。ウェー
バーは、この上にたって、ツーリズム企業に対し、次の諸点が
現在必要な課題として提言している（Weber,2019, pp.278-279）。

Ⅶ．サスティナビリティにかかわるツーリズム企業への提言
①サスティナビリティの実行方法には、コストにおいて、従って

提供価格において、従来のものと変わらない方法もある。ツー
リズム企業でもそうであり、そうしたものを追究することがさ
しあたり必要である。

②サスティナビリティの実践方法には提供価格で差異を生じな
いものがあることから考えても、提供価格のいかんは、当該
企業の価格戦略上で決まる問題である。

③サスティナビリティと企業の社会的責任（CSR）のあり方によっ
て、それぞれの企業には独自性が生まれる。とりわけ企業
の社会的責任のあり方は、顧客にとって当該企業への誘因
になるものであるから、然るべき機関で認定書を得ておくこ
とが望ましい。

④顧客であるツーリスト側からサスティナビリティ措置の実践が
求められることは、まずない。ツーリストは、原則として、そ
れは企業側でなされるものと解している。

⑤なかんずく銘記すべきことは、サスティナビリティとは何かに
ついての考え方が、ツーリストのいかんにより異なり、例えば
何を優先すべきかについての考え方は多様であることであ
る。この場合サスティナビリティは、本来、考え方の問題で、
抽象的なものであるから、顧客には具体的な形で提示され
る必要がある。顧客では、それを実践してみて初めて、実
際的な意味がわかるものである。

⑥こうした顧客への対応は、（個々の企業に限定的なものではなく）

当該ツーリズム地すなわちデスティネーション全体として取り
組まれることが肝要である。

⑦その際心がけるべきことは、多くの環境保全志向性のある
ツーリストの中でも、サスティナビリティに特別の関心を持ち、
例えばそのためには出費増加も行う人たちに、さしあたり焦
点をおくことである。

⑧さらにサスティナビリティ志向的な人たちには、特別に情報
を提供したりして重点をおくようにすることが有用である。

Ⅷ．おわりに―「企業の社会的責任」についての補足
以上の上にたったウェーバーは、結論的に、「今後、サスティ

ナビリティはツーリストにとってもますます重要な意義を持つもの
になるであろう。このことは、ツーリズム企業にとっては、企業
の社会的責任とサスティナブルな企業経営を考える際、ツーリ
ズム需要側すなわちツーリスト側のニーズと期待を、これまで
以上に充分に斟酌しなくてはならないことを意味する。ツーリズ
ム需要側のこうした要因を深く知り承知しておくことは、サスティ
ナブル・ツーリズムの発展・展開にとって必須な要件になるで
あろう」（Weber,2019, p.279）と述べている。

つまり、今や、サスティナブル・ツーリズム、すなわちツーリ
ズム企業の社会的責任の実践・遂行は、ますます重要な課
題になっているが、その最終的な決め手になるものは、ツーリ
ズム需要者、つまりツーリストたちの動向である、というのである。

この場合ウェーバーでは、本稿冒頭ですでに述べているよう
に、サスティナビリティの実行は、すなわち、企業の社会的責
任であることを意味し、両者は同義という考え方にたっている
ことが特徴的である。最近における企業の社会的責任につい
ての論議の模様は、別拙稿で考察しているので（大橋, 2021b）、
詳しくはそれを参照されたい。ここでは、次の 1 点のみを述べ、
終りの言葉とする。

それは、企業の社会的責任の定義についてであるが、近
年では、ボーダノヴィッチ（P.Bohdanowicz）／チーンタラ（P.Zientara）

が 2008 年に提起した定義がよく知られている。それは次のよ
うなものである（cited in Schlenker et al., 2019, p. 118）。

すなわち「企業の社会的責任とは、実際には（in fact）、企
業（firms）が働く者（workers）、消費者、広範なる社会全体

（broader society）および将来世代（future generations）などのよう
なステークホルダーたちに対しどのような態度（attitude）をとる
かをいうものである。それ故企業の社会的責任には、多くの
次元（dimensions）がある。一方では従業員たち（employees）、
資材納入業者たち（suppliers）、消費者との扱いを公平に

（fairly）することであり、他方では地域コミュニティを支援するこ
と、慈善事業（charities）を援助すること、および環境持続性
（environmental sustainability）の促進を図ることをいう」。
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