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  旅行産業の現状 
 

 ・潜在需要が高い   
 ・旅行者数増加 

背景 

 日本は温室効果ガスを2012年までに1990年比で6%削減を約束¹⁾ 
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環境に配慮した製品・事業・サービスの普及 

CO2排出量削減の意識向上 

エコポイント エコカー減税 
エコバッグ  エコドライブ 
エコキュートなど 

カーボンフットプリント(CFP)とは 
 

製品のライフサイクルでのCO₂の見える化 
製造、輸送、使用、廃棄 
 

旅行産業でも注目されている 
1)環境省 地球環境・国際環境協力 地球温暖化対策 
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop.html 



背景② 

          算出方法の検討 

旅行者数増加によるエネルギー使用量の増加 旅行者数の増加 要因 

旅行業界のCO2排出量削減が必要 

旅行により発生するCO2の見える化が必要だが 
具体的な算定が少ない 

背景 

国内旅行者数の増加 
1980年 2億5千万人
2000年 3億2千万人 
2012年 4億2千万人 

図1 海外・訪日旅行者数の推移²⁾ 

2) 一般社団法人日本旅行業協会 旅行者数の変遷  
http://www.jata-net.or.jp/data/stats/2013/01.html 

海外 
訪日 



既往の研究及び目的 
           
ツアーの要素 

 

 移動伊藤 ¹⁾    宿泊
玉利 ²⁾      観光 

 
 

1.旅行によるCO₂排出量の具体
的な算定方法を検討する。 

 

 

 

2.全国32ヶ所の旅館の分析を
行う。 
 

1) 伊藤友佳ら(2012年) 交通のCO₂排出原単位 名古屋大学大学院環境学研究科 
2) 玉利有香(2011年) 宿泊のCO₂排出量推計方法の提案と国内ツアーの分析 工学院大学環境マネジメント工学研究室 
3) 森真之(2012年) 外食のCO₂排出量の推定方法の提案 工学院大学環境マネジメント工学研究室 
4) 風間理応(2011年) 食事のCO₂排出量推計方法の提案と海外ツアーの分析 工学院大学環境マネジメント工学研究室 

ビジネス、シティホテル以外の宿泊施設におけるCO2排出量の 

算定方法の提案 

食事森 ³⁾風間 ´⁾ 観光 移動伊藤 ¹⁾ 宿泊玉利 ²⁾ 

ツアーの要素 既往の研究 

1.湘南国際村に宿泊するツアーの 
CO₂排出量の算定 

2.全国32ヶ所の旅館の分析を行う。 

本研究で 
行うこと 

目的 

ビジネスホテル、シティホテルの算出 



移動、宿泊、食事、観光の4つ要因から分析 

研究の進め方 

2泊3日の研修会におけるCO2排出量の算出 

実際に湘南国際村を訪れ、ヒアリングによりデータ入手 
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宿泊施設 湘南国際村 
所在地 神奈川県三浦半島 
日程 2泊3日 

参加人数 65名 
食事回数 朝 2回 昼 1回 夕 2回 
交通手段 電車・バス 

移動・・・バス、電車等の移動によるCO₂排出量 
宿泊・・・宿泊施設に宿泊する際のCO₂排出量。アメニティも含む 
食事・・・旅行中の朝食、昼食、夜食によるCO₂排出量 
観光・・・観光中のバス、船によるCO₂排出量 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 
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逗子駅～湘南国際村 横浜駅～逗子駅 

移動 バス 電車 

20.1[g-CO₂ / 人km] 482[(g-CO₂ / 人km) ]  

移動におけるCO2排出量 

26.1km 8.5km 

原単位¹⁾ 原単位¹⁾ 

20.1[g-CO₂ / 人km] ×26.1[km] 
＝524.6[g-CO₂ / 人] 

 
往復で 
524.6[g-CO₂ / 人]×2＝1.04[kg-CO₂ / 人] 
 
 

482[g-CO₂ / km] / 15[人] ]=32.1[g-CO₂ / 人km]  
 
32.1[g-CO₂ / 人km] ×8.5[km]=0.27 [kg-CO₂ / 人]  
 
往復で 
0.27 [kg-CO₂ / 人] ×2＝0.54[kg-CO₂ / 人] 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

1)伊藤友佳ら(2012年)交通のCO₂排出原単位 名古屋大学大学院環境学研究科 



1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

宿泊におけるCO2排出量 

湘南国際村より3日間の宿泊室における 
電気、ガス、水道の使用量のデータを入手 



宿泊におけるCO2排出量 

1. 宿泊施設の協力を得て、電気、ガス、
水道の3日間の使用量のデータを入手 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
客室数：100室 
宿泊者数：124人（他のグループも含む） 
宿泊におけるCO₂排出量は宿泊室のみ 

 

電気  
1596[kwh]×0.505[kg-CO₂/kwh]=805.98[kg-CO₂] 
 
ガス  
516[㎥]×2.68 [kg- CO₂/㎥]=1382.88[kg-CO₂] 
 
水道  
52[㎥]×0.351 [kg- CO₂/㎥]=18.25[kg-CO₂] 
 
 
 
 

電気
(kwh) 

ガス 
(㎥) 

水道 
(㎥) 

8/27 373 144 8 

8/28 842 275 29 

8/29 381 97 15 

合計 1596 516 52 

2.  3日間の電気、ガス、水道のCO₂排出量   

（ 電気 + ガス + 水道 ） ÷ 124人 

3.  宿泊室における1人当たりのCO₂排出量 

(805.98+1382.88+18.25) [kg-CO₂ ]÷124[人] 
=17.80 [kg-CO₂/人] 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

電気  1596[kwh]×0.505[kg-CO₂/kwh] 
      =805.98[kg-CO₂] 

ガス 516[m³]×2.68 [kg- CO₂/m³] 
    =1382.88[kg-CO₂ 

水道 52[m³]×0.351 [kg-CO₂/m³] 
            =18.25[kg-CO₂ 



シャンプー 150Ｌ/年間　　約5g/1名当たりの消費量

リンス 120Ｌ/年間　　約4g/1名当たりの消費量

ボディソープ 150Ｌ/年間　　約9g/1名当たりの消費量

アメニティにおけるCO2排出量 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

アメニティの使用量について、以下のデータを入手 



1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

アメニティにおけるCO2排出量 

シャンプー、リンス、ボディソープの使用量のデータを湘南国際村より入手 

シャンプー     5[g]×0.00662[g-CO₂/g]=0.0331[g-CO₂]=0.0000331[kg-CO₂] 
 
リンス          4[g]×0.00662[g-CO₂/g]=0.0264[g-CO₂]=0.0000264 [kg-CO₂] 
 
ボディソープ    9[g]×0.00662[g-CO₂/g]=0.0203[g-CO₂]=0.0000203[kg-CO₂] 

2泊3日 
計2.42[kg-CO₂/人] 

表 各アメニティのCO2排出量²⁾ 

2) 玉利有香(2011年) 宿泊のCO₂排出量推計方法の提案と国内ツアーの
分析 工学院大学環境マネジメント工学研究室 

製品 CO₂排出量[kg] 内容

ハブラシ 0.0081 1本

カミソリ 0.0088 1本

シーツ 0.515 2枚

タオル 0.598
フェイスタオル、バスタオル

バスマット各1枚

ピロケース 0.076 1枚

シャンプー 0.0000331 5g

リンス 0.0000264 4g

ボディソープ 0.0000203 9g



食事におけるCO₂排出量 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

朝食・・・・ブッフェ形式 

昼食・・・・日替わりメニュー3種から選択 

夕食・・・・立食ブッフェ形式 

朝食、昼食、夕食の 
各食事ごとの1人当たり
のCO₂排出量を算出 



食事におけるCO₂排出量 
1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

レストランより 
メニューの入手 



食事におけるCO₂排出量 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

レストランより 
食材の入手 



食事におけるCO₂排出量 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

レストランより 
食材の入手 



食事におけるCO₂排出量 

5)  味の素株式会社「食材関連材料CO₂排出係数データ」 

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/lc-co2/ 

メニューや調理方法の
調査 

食材 

調理 

1.  各メニューと食材のデータ入手 

 2.  [食材の重量]×[食材の原単
位]µ⁾によってCO₂排出量を算出 

朝食2回、昼食1回、
夕食2回 

 
材料 

重量 
[g] 

原単位 
[g-CO₂/g] 

CO₂排出
量 

[g-CO₂] 
 

鰹 3800 1.469 5582.2 

レタス 800 0.544 435.2 

玉ねぎ 1000 0.159 159 

ドレッシング 700 1.82 1274 

食事CO₂排出量 ＝ 食材CO₂ + 調理CO₂  

3.  朝食2回 昼食1回 夕食2回ご
とに値を算出  1人当たり 

例 ： 鰹のカルパッチョ 

朝食2回(食材)     0.97[kg-CO₂/人] 
昼食1回(食材)     0.61[kg-CO₂/人] 
夕食2回(食材)     2.53[kg-CO₂/人] 

他のメニューも同様に算出 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 



約700種類の食材の原単位が記載 



食事におけるCO₂排出量 
メニューや調理方法の
調査 

食材 

調理 

1.  厨房で各食事を作り、片付けを行っている時間帯のエネルギー消費量を得た。 

朝食2回、昼食1回、
夕食2回 

 
 

電気 ガス 水道 

kWh kg-CO₂ ㎥ kg-CO₂ 
 

㎥ kg-CO₂ 
 

朝食1回目 81 40.9 10 26.8 4 1.05 

朝食2回目 71 35.9 8 21.4 1 0.35 

昼食1回目 156 78.8 15 40.2 5 1.80 

夕食1回目 104 52.52 8 21.4 8 2.80 

夕食2回目 104 52.5 11 29.5 1 0.35 

食事CO₂排出量 ＝ 食材CO₂ + 調理CO₂  

2. 朝食2回 昼食1回 夕食2回ごとに 
       値を算出  1人当たり 

朝食2回(調理)     1.02[kg-CO₂/人] 
昼食1回(調理)     0.97[kg-CO₂/人] 
夕食2回(調理)     1.28[kg-CO₂/人] 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 
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1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

レストラン利用によるCO₂排出量 

図 レストランの電気、ガス、水道の消費量 

朝食2回のレストランの1人当たりのCO₂排出量 
 
(3.535+3.535)[kg-CO₂] /  124[人] ＝ 0.06[kg-CO₂/人] 

昼食1回のレストランの1人当たりのCO₂排出量 
 
5.05[kg-CO₂] / 124[人] ＝ 0.04[kg-CO₂/人] 

ガス、水道の使用はゼロ 

電気(kwh) ガス(m³) 水道(m³) 

kWh kg-CO₂ m³ kg-CO₂ 
 

m³ kg-CO₂ 
 

28日朝食(7:00～9:00) 7 3.535 0 0 0 0 

          昼食(12:00～14:00) 10 5.05 0 0 0 0 

29日朝食(7:00～9:00) 7 3.535 0 0 0 0 
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人数:55[人] 
距離:10km 

 
参加人数：55人 
距離：22km 

 

観光 
船 バス 

589 [(g-CO₂ / km)/x人] 39[g-CO₂ / t・km ]  

観光におけるCO2排出量 

原単位1) 原単位1) 

39[g-CO₂/  t ・ km]×0.06[t]×10[km] 
=0.024[kg-CO₂] 

589[g- CO₂/km] / 55[人] 
＝11.55[g- CO₂/人km] 
 

22[km]×11.55[g- CO₂/人km]
＝0.25[kg- CO₂/人] 

観光におけるCO₂排出量は 
合計で0.27[kg- CO₂/人] 
 

1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

1)伊藤友佳ら(2012年) 交通のCO₂排出原単位 名古屋大学大学院環境学研究科 



図2   2泊3日の各CO₂排出量の割合 
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1.湘南国際村に宿泊する際のCO₂排出量の具体的な算定 

湘南国際村のまとめ 

17.80[kg] 

3.81[kg] 

2.42[kg] 

1.99[kg] 

1.58[kg] 

0.16[kg] 0.27[kg] 
1.58[kg] 

宿泊室におけるCO₂排出量が60%と大きくなった。 
 
宿泊室 
17.8[kg] (2泊) ⇒ 8.9[kg] (1泊) 
 
 

2泊3日 
計29.61[kg] 

宿泊室 

夕食2回（食材＋調理） 

アメニティ 

朝食2回（食材＋調理） 

昼食1回（食材＋調理） 

移動 

観光 

レストラン（朝食+ 
昼食+夕食） 



2. 全国32ヶ所の旅館の分析 

【対象施設】 
全国32ヶ所の旅館６） 

【入手したデータ内容】 
  1年分 
 
  ・宿泊者数 
  ・客室数 
  ・稼働率 
  ・面積 
  ・電気使用量 
  ・ガス使用量 
  ・水道使用量 
  ・重油使用量 

981669kg 

69277kg 

18407kg 

897448kg 

図 32ヶ所の旅館のCO₂排出量の内訳 

電気によるCO₂排出量が半分占めている。 

電気の使用量を少なくする努力が必要 

６） 独立行政法人 統計センター 

電気 

ガス 

水道 

重油、軽油、
灯油 



2. 全国32ヶ所の旅館の分析 

旅館のエネルギー消費によるCO₂排出量は何に依存するのか？ 

CO₂排出量と宿泊人数、客室数、稼働率、面積との関係をそれぞれ分析 

稼働率との関係 
 
  相関なし 

面積との関係 
 
多少の相関あり 

客室数との関係 
 
  相関なし 



旅館のエネルギー消費によるCO₂排出量は何に依存するのか？ 

2. 全国32ヶ所の旅館の分析 

CO₂排出量と宿泊人数、客室数、稼働率、面積との関係をそれぞれ分析 

図3 宿泊人数とCO₂排出量の関係 

y = 16.489x  
    y : CO₂排出量[kg-CO₂] 
  x : 宿泊者数[人] 
  
この値を旅館に宿泊する際の 
1人当たりのCO₂排出量とする。 

旅館に宿泊する際のCO2排出量推算式の算出 



まとめ 

湘南国際村（宿泊） 
   1人1泊 8.9[kg-CO₂]  

旅館 
1人1泊 16.5[kg-CO₂] 

ビジネスホテル²⁾ 
1人1泊 7.15 [kg-CO₂] 

ビジネスホテル 
・宿泊のみを目的 
・部屋、公共部分が狭い 

2) 玉利有香(2011年) 宿泊のCO₂排出量推計方法の提案と国内ツアー
の分析 工学院大学環境マネジメント工学研究室 

旅館 
・宴会ができる大広間 
・レストラン 
・大浴場 
・休憩スペースなど 

約2倍 

移動1.58[kg-CO₂] 
食事2.9[kg-CO₂] 
観光0.27[kg-CO₂] 
アメニティ1.21 [kg-CO₂] 
レストラン0.06[kg-CO₂] 

+ ＝ 14.92[kg-CO₂] 



まとめ 

26%                   20%          16%        14%       21%          3%             
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図4  シティ・リゾートホテルのエネルギー使用量の割合⁷⁾ 

シティ・リゾートホテル  宴会＋飲食＝35% 

湘南国際村       レストラン＋食事＝2.96[kg-CO₂] 

ホテルより値が小さく、
全体の35%もない 

シティ・リゾートホテル 

・宿泊者以外にも食事を
しに来る人がいる。 

湘南国際村 

・宿泊者以外の利用
はほとんどない。 

7)  経済産業省 内田委員提出資料 



今後の課題 

宿泊   ・・・ 
・廊下やトイレ、エレベーターなどの公共部分 
・施設内のゴミの廃棄 

食事   ・・・ 食べ残しなどの廃棄 

上記のような課題を克服し、算出の正確さを上げ、 
カーボンフットプリントとしてツアーのパンフレットに表示 

CO₂排出量の少ないツアーを選択可能 

旅行のCO₂排出量削減となる 


