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消費者調査2022



前置き

Trip.com Groupは、グローバル旅行サービスプロバイダー
としての責任を大いに認識しています。当社は、常に旅行
業界の最前線に立ち、世界を全ての人々にとってより良い
場所にするため尽力します。

このレポートは、世界中のユーザーと旅行者を対象として
実施された広範な調査に基づく洞察を特徴とする、
Trip.com Group初の持続可能な観光（サステナブル・
ツーリズム）に関する報告書です。

一連のプロセスを通じて、持続可能な観光に対するお客様
の見解と、グローバル旅行サービスプロバイダーとしての当社
の役割をお客様がどのように考えているかをより深く理解する
ことができました。より持続可能な観光オプションに対する
需要増加と、サービスを提供する側が持続可能な観光
商品をより適切に説明し、明確にする必要が結果として
示されました。 当社は、これは非常に前向きで、実現可能
な内容であると考えています。

当社の報告書の結果は、旅行者をよりよく理解し、信頼で
きる持続可能な観光オプションをより多く、より多様に旅行
者へ提供するという当社のビジョンを再確認させるものです。
私たちと旅行業界の仲間に向けた明確なメッセージです。

Jane Sun（ジェーン・スン）
Trip.com Group 最高経営責任者(CEO)

「より良い世界のために、完璧な旅を追及」と
いう当社の使命は、社会と世界にプラスの
影響を与えるための絶え間ない努力を実現
していきます。 より持続可能な世界の必要性
を誰もが認識している今、Trip.com Group
はさらに多くのことに取り組んでいます。

当社はこの調査結果を共有し、旅行業界に
変化をもたらすことを願っています。将来的に
は、パートナー、旅行者、その他のステーク
ホルダーと協力し、より持続可能な世界を
目指し、取り組んでまいります。」
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概要

Trip.com Groupの「持続可能な観光に関する消費者調査2022」 は、アジアとヨーロッパの11カ国の市場の7,700件以上の調査サンプル
を利用して、旅行者が持続可能な観光をどのように認識して関与しているか、持続可能性への懸念が高まるにつれて旅行者の習慣と期待に
ついての洞察を提供することを目的としています。 その結果として、さまざまなステークホルダーのアクションが必要な分野をまとめています。
使い捨て商品の消費や食品廃棄物の削減から、生物多様性を認識し、地元の雇用を創出することまで、旅行者は持続可能な観光はどの
ようなものであるかを考え、少しずつ再定義しています。
当報告書では、読者がこの影響を加速するために企業や組織が果たすことができる役割を理解するのに役立つ事例をまとめています。
当報告書は、グローバル旅行サービスプロバイダーであるTrip.comやその他の予約プラットフォームにとって、ビジネス機会の可能性のある場所
を示しています。 持続可能な観光について発信すれば、持続可能なオプションの供給を増やし、それらをより目に見えるようにし、ユーザーの
より責任ある旅行商品に対する購買欲を高めることにより、利益につながります。
最後に、当報告書の準備過程で、アンケート配布に協力してくれたGoogleに感謝いたます。 回答者の70%が、Trip.com/Ctrip経由で
アンケートにアクセスし、それ以外の回答者はGoogle経由でアンケートに回答しました。 また、コンテンツのサポートと提案を提供していただいた
World Wide Fund for Nature China のご協力にも感謝いたします。

7,705 調査回答
11ヵ国/地域

イギリス
ドイツ

イタリアフランス
スペイン 中国本土 日本

韓国

香港
タイ

シンガポール
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持続可能な観光の台頭

「持続可能な観光」に対する考え方はここ数年で
大きく変化しています。数年前までは旅行者の頭
の片隅にある程度でしたが、現在では世界中の多
くの旅行者が大いに関心を寄せています。回答者
の78.7％が、持続可能な観光が不可欠である
ことに同意している一方で、その重要性を軽視また
は否定するのはわずか3.7%です。当社の調査
結果は、社会のさまざまなセグメントで持続可能な
観光を実践したいという強い 願望を示しており、
この傾向は今後も続くと予測しています。

責任は誰が負うべき？

旅行者は、旅行の影響を軽減する義務は、個人、政府、業界などの間で

多かれ少なかれ均等に共有されていると考えています。*

個人が最も責任を

負うべき

利害関係者間の

共有義務である

政府が前進すべき

しかし、当社は、アジアとヨーロッパの回答者の間で、責任の理解に関して大きく

地域差があることに注目しています。 詳細については13ページで記載いたします。

言葉でなく行動で示す

回答者の大半は、自身は持続可能な観光に貢献している、または多少なり

とも貢献しているとの考え

常に、または時々、
持続可能な観光の
オプションを探す

近年、何らかの形で

持続可能な観光を

実践している

将来的に持続可能な

観光オプションを予約

する可能性が高い
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持続可能な観光の受け入れが促進されている理由

持続可能な観光を選択する動機は人によってさまざまですが、その理由

は大きく分けて2つあります。 1つは、持続可能な観光が世界に与えうる

プラスの影響です。 もう1つは、世間の期待に沿って行動しているか、

社会規範に準拠しているかを考えているようです。 動機が何であれ、

持続可能な 観光/観光の必要性については徐々に賛同されており、

時間の経過とともに勢いは増すことでしょう。

人により異なるサステナビリティへの見方

人々はさまざまな理由で持続可能な観光を選択

50.5% 26.8% 13.2% 8.4%

旅行や未来の世代への
影響を気にかけているため

旅行体験が
向上するため

最先端で
あるため

仲間や社会
的圧力のため



新型コロナウイルス感染症の

拡大による革新

新型コロナウイルス感染症の拡大は私たちの生活に想定以上の影響を

及ぼしました。世界と経済に多大な損害を与えましたが、人々と産業は、

自然と社会への影響について深く考える必要が出てきました。当社の

調査では、持続可能な観光に対する意識と人気の高まりの理由の

大部分は新型コロナウイルス感染症の拡大による影響であることが

分かりました。

考え方の変化
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、より持続可能な観光をしたいと

思うようになった度合いを回答者に尋ねました

新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、より持続可能な観光をしたいと

思うよう になった

持続可能な観光の需要が急増した

のは新型コロナウイルス感染症の

拡大によるものである

新型コロナウイルス感染症の拡大は

持続可能な観光をしたいという考え

に影響を与えていない

新型コロナウイルス感染症の拡大の時代における旅行の新しい概念

旅行者は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、より持続可能な観光をしたいという思いが

どのように影響されたかを回答

人間の活動が自然や社会に広範囲に
影響を与える可能性があると感じている

旅行制限により自然への感謝の

気持ちが高まった

自分の行動がコミュニティや周囲の

人々に影響を与えると信じている

より多くの地元のスポットを訪れたい



持続可能な観光への理解

持続可能な観光は、さまざまな領域にまたがる包括的

な用語です。 国連世界観光機関 (UNWTO) は、

現在 および将来の経済、社会、 環境への影響を

十分に考慮する観光」と定義しています。当社の調査に

よると、旅行者は現在、持続可能な観光を総合的に

実践していきたいと検討していることが分かりました。

分岐の中の収束

回答者は、持続可能旅行で最も気にかけている側面を回答

環境 生物多様性

文化的側面 経済面

カテゴリー別の持続可能な慣行の内訳

旅行者にとって持続可能な観光慣行と見なされるものは何ですか？

環境

大半の回答者は、環境

カテゴリーに分類される

慣行を選択し、約半数

の回答者が、持続可能

な観光の行為として使い

捨て商品の使用を減ら

すことを検討しています。

生物多様性

多くの旅行者は生物多様

性の保全に関心を寄せて

います。調査対象者の

24.7%は、野生生物の

保護活動への参加が持続

可能な観光の重要な

要素であると考えています。

経済面

回答者の約30％が、地元

のビジネスや生活を支援

するメリットを認識 しており、

さまざまな形でサポートを

しています。地元の観光

スポットを訪れたり、地元の

宿泊 施設に滞在したり

することで、地元の旅行へ

貢献 しています。

文化的側面

これまで多くの観光客は、

地元の文化と遺産の尊重

についてあまり懸念してきま

せんでした。しかし、現在で

は旅行者の43%が持続可

能な観光の一形態であると

感じているため、この側面は

高い地位を占めるようになり

ました。
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地域社会への貢献 人々は持続可能な観光の環境面をより重視していますが、その概念は近年、新しい意味を持つ

ように多様化しています。多くの事例は、地元のビジネスや生活への観光客の貢献をはじめとする、

当社のより深い理解を反映しています。

注目の事例

Trip.com Groupのカントリー・リトリート

Jingfang Zhang(ジャン・ジンファン ) に

とって、より良い生活を追及する旅のスタート

は自宅です。Zhang（46歳）は、 「私は

月に 4,000 元 (575米ドル) を超える

収入を得ています。これは、季節移動

労働者として地元を離れて働いていたときより

も多い額です」と述べています。彼女は、

中国東部の安徽省にある観光地、金寨県

のTrip.com Groupのカントリー・リトリートの

シェフの一員です。

Zhangは故郷の家族を養うために大都市で

働いていました。 「リトリートのおかげで家計の

収入が大幅に増えました。ここで働くのは楽

しいのと同時に、家族を養うことができます。」

彼女 は 、 2021 年 3 月 に開始 さ れ た

カントリー・リトリート・プロジェクトで利益を

得ています。このプロジェクトでは、Trip.com

Groupが中国本土の地方に高級別荘を

建設し、それらを「地方の活性化」の見本に

する計画を発表しました。

Trip.com Groupは、5年（2021年～

2025年）以内に10カ所の公共福祉施設

を建設し、100の観光村を強化することを

目指しています。 2022 年9月時点で、

Trip.com Groupは10カ所の営利および

非営利のリトリートを開設しています。

観光の専門家を育成し、地元の人々の

スキルを向上させることを目標とするこの

取り組みは、発展途上の地域に新たな

雇用と収入源を提供することで観光が

地域に貢献できる役割を強調しています。

プロジェクト開始から1年、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大の打撃を受けた

いくつかの都市で、観光の回復に貢献して

きました。 最初のカントリー・リトリートが

建設された金寨県（きんさいけん）では、

2022年上半期に観光収入が前年比で

40％増加しました。これらの施設は、事業

を展開する大きな雇用創出の場にもなり、

Zhangのような季節移動労働者が地元

で雇用されるようになりました。
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より環境に優しい旅行の追求

CO2排出量に対する旅行者の意識はますます高まっています。環境に

優しい交通手段を利用することは、こうした責任感の強い旅行者の

一番の選択肢となっています。そんな中、短距離旅行やCO2排出量

の削減（カーボン・オフセット）といったオプションも増えてきています。

環境に配慮したさまざまな方法

回答者による移動時のCO2排出量削減のための取り組み

環境に優しい交通手段を
利用した

短距離旅行を選択した CO2排出量をオフセットした

CO2排出量の削減にお金を支払いますか？

旅行者が旅行を予約する際、お金を支払ってでもCO2排出量を相殺
したいと思うかについては、意見が分かれるところです。

価格が折り合えば検討する

CO2排出量の削減に

ついて全く知らない

余分な出費をしようとは

思わない

このオプションを提供

されたことがない

CO2排出量を削減する

た め に い つ も 費用 を

支払っている

Trip.com x CHOOOSE CO2排出量オフセット・オプションの分析

2022年6月より、Trip.comは気候テック企業であるCHOOOSEと提携し、

多くの航空便でCO2排出量をオフセットできるサービスを旅行者に提供

しています。当社のデータによると、CO2排出量オフセット・オプションを

購入したTrip.comユーザーの71％が短距離旅行で購入したのに対し、

中距離旅行で購入したユーザーは16％、長距離旅行で購入した

ユーザーは13％でした。Trip.comのユーザーは、平均して、元の航空

運賃の4％をCO2排出量オフセット・オプション商品に支払う結果となり

ました。

これらのTrip.comユーザーによるCO2排出量オフセット・オプション商品の

購入は、世界各地の4つの主要なサステナビリティ・プログラムに貢献して

います。CHOOOSEはTrip.comとの提携について、「Trip.comとの

パートナーシップを通じて、現在最も影響力のある気候変動対策を直接

支援することにより、旅行者に旅のCO2排出量を削減する機会を提供

することができました」と述べています。
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Case in focus

野生生物と保護する旅

持続可能な旅の重要な要素のひとつは、人間は野生生物が生息

する場所をある意味で歩き回る「侵入者」であることを知ることです。

そのため、私たちは旅行先で生物多様性を促進し、動植物を保護

するという責任を負っています。このような意識は、アンケート結果に

も明確に表れています。また、回答者の中でも多くの人が、何らかの

形で野生生物保護に貢献した旅行を意識しています。

野生生物保護のさまざまな側面

旅行者が行った野生生物保護に
関する持続可能なアクション例

WWF（世界自然保護基金）は、世界最大の環境NGO（非政府

組織）の一つとして、生物多様性の保全、再生可能な資源の循環

の確保、公害対策、不要な消費の抑制などに取り組んできました。

旅行は、人間活動の重要な側面であると同時に、野生生物や自然

資源の保護を促進する重要な機会でもあります。2019年以降、合意

文書に基づき、WWFとTrip.com Groupは一連の非営利プログラムを

実施しています 。その中には、 #TravelIvoryFreeなどの啓発

キャンペーンや、象牙取引のリスクや象牙の購入削減方法について

発信するラオスのツアーガイドに対応したセミナーが含まれています。

また、WWFとTrip.com Groupは、この感染症流行期間中、旅行

業者に対して持続可能な観光についての発信を行い、野生生物の

違法取引に対抗した経験の共有や、旅行業界の実務者間で生物

多様性の保全を進めるためのワークショップをライブ配信で開催

しました。

野生生物保護活動に参加している

違法または絶滅の危機に瀕した

野生生物製品の販売に対して

配慮して いる
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サステナブルなオプションの

選択経路を拡大

回答者の70％近くが、持続可能な観光オプションを見たことが

あるか、オンライン予約の際に積極的に探したことがあると回答

しています。逆に、持続可能な観光オプションを十分に利用で

きない、または探しにくいという報告もあります。この調査結果

は、持続可能な観光やCO2排出量オフセットが魅力的では

ない、または高すぎるという認識など、他の要因も存在すること

を示しています。

視認性と価格の問題

20％の旅行者が持続可能な観光に対する障害を報告せず、

残りの旅行者はさまざまな問題に遭遇しています。

サステナブルなオプション

が不足している

持続可能な観光オプションが

明確に表示されていない

持続可能な観光オプションは
高すぎる

価格感応度の違い

優良ユーザーのうち、サステナブルなオプションにお金を
支払いたいと思う人の割合

20%以上5%まで
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サステナビリティという選択の負担を軽減するために

Sustainability Travel Consumer Report 2022

一般的な考え方とは異なり、持続可能な観光では、必ずしも無難な旅と質の高い体験のどちらかを

選ぶ必要はありません。しかし、快適さや手軽さを犠牲にするという古い固定観念が、一部の人々の

意思決定を支配し続けています。そのため、持続可能な観光を心から楽しむことができません。この

ような懐疑的な意見に対し、持続可能な観光がなぜ一部の人々から良い印象を持たれていないか

を探る必要があります。

厳しいトレードオフの状況

約5％の回答者が、以下の理由から、持続可能な観光は旅行体験にネガティブな影響を及ぼす

可能性があると考えています

気ままな旅を好むから 旅行の楽しみがなくなる
可能性があるから

不便だと思うから ぜいたくな高級旅行を楽しめなく

なると思うから
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持続可能な未来への道を切り開く

回答者が持続可能な観光を実践する上で直面している困難を考えると、

オンライン旅行会社（OTA）、予約プラットフォーム、その他の事業者は、

認定のサプライヤーやパートナーを特定することや、推薦することで、旅行者

のニーズに応えることができます。また、これらの事業者が手を取り合い、

持続可能な考え方を持つ旅行者のために役立つ情報を提供する機会に

もなります。

持続可能なオプションをユーザーに提示する

持続可能な観光を促進するためにOTAができるアクションリスト

持続可能な観光のオプションを明確

に表示する

持続可能な旅のオプションの検索条件の絞り
込みを簡単にすることで、見つけやすくする

利用者にインセンティブを与える

魅力的で持続可能な観光体験を開発する

CO2排出量オフセット・オプションを提供する

今後期待されるトレンドの兆し

サステナブルなオプションを提供するOTAの利用に対する旅行者の反応

利用する可能性がある 利用する 利用しない
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地域格差について

今回の調査では、アジアとヨーロッパの地域格差が顕著に表れています。

両地域の回答者は、一部の質問に対して同じ回答をしていますが、 同時

に特定の分野では大きく異なる点が見受けられました。このような相違は、

両地域の旅行者の持続可能な観光に対する考え方の違いについて、多く

のことが明らかになっており、大変興味深い内容となっています。

ヨーロッパ
アジア

「CO2排出量オフセットは、持続可能な観光の重要な実践方法である」
ヨーロッパ：34.0％アジア：20.7％

「人々が持続可能な観光を選ぶのは、旅行体験を向上させるためである」
ヨーロッパ：15.4％アジア：35.2％

「人々が持続可能な観光を選ぶのは、流行の行動であると考えているから」
ヨーロッパ：21.3％アジア：7.1％

「旅行が与える影響を軽減するために最も責任があるのは個人である」
ヨーロッパ：25.7％アジア：35.4％

「旅行が与える影響を軽減するために最も責任があるのは政府である」
ヨーロッパ：47.3％アジア：33.6％

「新型コロナウイルス感染症の拡大は、持続可能な観光への意欲を高めた」
ヨーロッパ：23.2％アジア：39.7％

「新型コロナウイルス感染症の拡大は、持続可能な観光への意欲に影響を与えなかった」
ヨーロッパ：46.6％アジア：23.9％

「持続可能な観光をするために、高い費用を支払おうとは思わない」
ヨーロッパ：39.1％アジア：29.5％

「持続可能な観光オプションのために、総費用の5％までなら支払ってもよい」
ヨーロッパ：29.3％アジア：47.9％

「持続可能な観光オプションのために、総費用の10％以上を支払うと思う」
ヨーロッパ：12.7％アジア：6.0％
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本調査の回答者について
今回の調査は、2つの地域と11カ国の市場でアンケートを実施しました。

地域ごとに異なる傾向もありましたが、以下のように共通点も多く

見受けられました。

アジア系

男性

女性
26歳～45歳

学士号取得者

ヨーロッパ系

#自然愛好家

#持続可能な観光オプションのために

費用を支払う意欲がある

#使い捨て製品の利用を減らす

#地元の観光地に関心がある

Case in focus:

「GreenTripChallenge」という取り組み

OTAや旅行者の間で持続可能な観光が定着し始め、旅行プラット

フォームはSNSやその他のチャネルを活用してユーザーと関わり、旅行

中に持続可能な観光を実践するよう促すことで、特に新型コロナ

ウイルス感染症拡大下において持続可能な観光の意味やメリットを

再考および再発見するよう人々へ働きかけています。

2022年、 Trip.comはシンガポール、韓国、香港のサイトで

#GreenTripChallengeと名付けたユーザー参加型のコンテンツキャン

ペーンを開始しました。ユーザーは、#Green Stay、#Green Travel、

#Green Livingに関する地球に優しい体験や旅のヒントを、Trip.com

のコンテンツハブである「Tripメモリー」やその他のSNSチャネルで共有

しています。Trip.comは、パークロイヤル コレクション マリーナベイ

シンガポールおよびイートン HKと協働でこのキャンペーンを実施

いたしました。
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持続可能な未来を共に創出する

Trip.com Groupでより責任ある旅行を実現するために

この調査は、より持続可能な観光オプションに対する需要と期待を明確に表しています。より責任ある旅行を望む場合、消費者の選択肢が広がって こそ実現可能

となるのです。

Trip.com Groupでは、旅行者のニーズの変化に対応できるよう、サービスの拡充に取り組んでいます。Trip.comで航空券を予約するユーザーには、上記CHOOOSE 

フライトCO2排出量オフセット・プログラムが用意されており、ゴールド・スタンダードの認証を取得したプロジェクトに直接寄付することで、フライトで排出されるCO2排出

量をオフセットすることができます。Trip.comはまた、Travalyst Coalitionの創立パートナーでもあります。

当社は、業界をリードする同業他社とともに、世界中の旅行者に持続可能な観光オプションを促進し、提供するための業界全体の協力体制を構築しています。

中国本土では、Trip.com GroupのサブブランドであるCtripがサプライヤーと協力し、廃棄物ゼロのキャンプやエコハイキングなど、環境に配慮したさまざまな旅行商品を

提供しています。同グループの法人向け旅行ブランドであるTrip.Bizは昨今、中国本土で「グリーンホテル」「グリーンフライト」を推進するキャンペーンを実施しました。

今年、当社はグリーンツーリズムの構築という長期目標を発表しました。この目標には、パートナーと協力して1万以上の低炭素型旅行商品を発売すること、持続

可能な観光コンセプトを推進し、1億人の旅行者に低炭素の習慣を身につけてもらうこと、そして当社の事業全体でCO2排出量をさらに削減することを掲げています。

Trip.com Groupは今後も持続可能な観光を追求し、世界の人々と協力しながらより持続可能で望ましい未来に向けて努力してまいります。


