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訪日外国人旅行者4000万人時代はすぐそこに
世界の人の便利な交通機関として
日本の良さを伝えよう！
　政府は、『観光先進国 』への新たな国づくりに向けて、2016年3月30日に『明日の日本を支える観光ビジョン構想
会議』において、新たな観光ビジョン『明日の日本を支える観光ビジョン』を策定 。その中で、下記のような目標を掲げ

『世界が訪れたくなる日本』を目指し、観光ビジョンの施策の実行に、政府一丸、官民一体となって取り組んでいます。
　取り組みの成果は確実に表れており、2019年の訪日外客数は3188万人（日本政府観光局〔JNTO〕推計値）となり
ました。
　日本で利用した公共交通機関を見てみると、バスは在来線に次ぎ多くの外国人旅行者利用しています。一方で、利
用者が増えた分、「構内、乗り場、車内の利用 」「駅での切符／ IC カード購入 」「ルート検索 」などを中心にまだまだ対
策の必要があるという結果も出ています（ 出典：観光庁「『訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート』
結果（平成30年度）」）。
　このパンフレットを通して、日本にやって来るお客様の便利な交通手段として、もっと利用しやすく身近な存在とな
り、ひいては売上増加につながるノウハウを少しでもお伝えできれば幸いです。

訪日外国人旅行者数

2020年：4000万人→2030年：6000万人

訪日外国人旅行消費額

2020年：8兆円→2030年：15兆円

地方部での外国人延べ宿泊者数

2020年：7000万人泊→2030年：1億3000万人泊

外国人リピーター数

2020年：2400万人→2030年：3600万人
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旅行中に利用した公共交通機関
今回の訪日旅行にて、利用した公共交通機関を全て教えてください
（母数：全体、n=4037、複数選択、%（該当交通機関利用者数））

出典：観光庁「明日の日本を支える観光ビジョン」－世界が訪れたくな
る日本へ－概要（ 平成28年３月30日策定 ）より一部抜粋

出典：観光庁「訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するア
ンケート」結果（ 平成30年度 ）



「インバウンド」の変化とバス業界

　インバウンドに起こっている変化は、バス業界

に以下のような影響を与えています。

1 インバウンド対応の「主役 」が交代
　まず、「FIT 化の進展 」とは、訪日客の旅行形態

が、従来の団体ツアーやパッケージツアー中心か

ら、家族や知人といった個人旅行中心に変化して

いること。ビザ（ 査証 ）の発給要件緩和や旅慣れ

たリピーター比率の上昇、団体ツアーの習慣があ

まりない欧米などからの旅行者の増加、といった

背景があります。

　ツアーであれば、入国後は主に貸切バスで移

日本のインバウンドの変化と
バス業界における対応と今後
　訪日外国人が急増していることは、皆さんよくご存じでしょう。
しかし、その中身をよく見ると、彼らの旅行形態には大きな変化が起こっています。
　その変化とは、大きく分けて3つ。すなわち、「FIT（個人自由旅行）化の進展」

「目的地の多様化 」「発地国の多様化 」です。バス業界は、これらの変化にどう
いう対応を求められているのでしょうか？

動しますが、FIT は公共交通機関を使います。そ

のため、インバウンド対応の主役は、貸切バス事

業者から、乗合バス（ 高速バスなどを含む）事業

者へと移ってきています。

2 個別の対応が必要に
　ツアーの場合、旅のプロである旅行会社が旅

程を作成し、日本語を話す添乗員が同行します

が、FIT は自身で情報収集をして旅程を作成する

ので、乗合バス事業者らは、時刻や運賃などにつ

いてウェブサイトを通して外国語で発信する必要

があります。また、添乗員や通訳は原則として同

行しませんから、発券窓口や車内で、外国人と直

接やりとりをする必要があります。

成定 竜一　
高速バスマーケティング
研究所株式会社 代表
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旅行手配方法の推移 　■団体　■個人

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査 」［ 観光・レジャー目的 ］
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23.8%



間こなせるよう、「上り便 」の始発は早朝に、「下り

便 」の終車は深夜になるようダイヤが組まれてい

ます。

　一方、午前の「下り便 」と午後の「上り便 」は、

多くの路線で乗車率が高くありません。これらの

時間帯は観光需要を期待できますから、パーク

＆ライド駐車場や鉄道駅だけではなく、観光施設

や宿泊施設を積極的に経由することが重要です。

2 多言語での情報発信
　今後、乗合バス事業者のウェブサイトは、多言

語（ 少なくとも英語 ）対応が必須と言えます。しか

し、ウェブサイトの制作はもちろん、ダイヤ改正

時などの情報更新にも手間とコストが必要です。

とはいえ、日本語サイトの全ての情報を外国語訳

する必要はありません。「整理券方式中ドア乗車、

交通系 IC 利用可 」といった乗車方法に関わる最

低限の情報と、空港連絡バスや観光地路線など

FIT の利用を見込める路線の概要、と優先順位を

付けて外国語対応することが重要です。

　なお、時刻表データを定められた方法で「オー

プンデータ」として公開すれば、世界的な経路検

索サービスなどに、時刻や停留所の位置が表示

されるようになります。

3 現場での外国語、外国人対応
　予約センターや発券窓口、乗務員らが直接対

応する必要が生まれています。

　テレビ電話による通訳サービス 、携行用の音

声翻訳機、多言語表示のデジタルサイネージなど

を導入する事業者も増加しています。

　これまで乗合バス事業者は、「地域の足 」という

役割を自任する一方、観光客、特にインバウンド

の対応は、漠然と「貸切バスの役割 」だと考えて

きた会社が多かったはずです。しかし、地元に観

光客を多く呼び込むことも、乗合バス事業者の重

要な役割の一つになろうとしています。

貸切バス事業と、変化するツーリズム産業

　貸切バス事業者は、より大きな変革を求められ

ています。訪日客はもちろん、邦人（ 国内 ）旅行者

も、従来型のバスツアーを「お仕着せ」と感じるよ

うになっています。同時に、社員旅行など「社会

3 全国津々浦々に
　従来のインバウンド・ツアーは、人気の観光地

を駆け足で回るコースが中心でした。特に「ゴー

ルデンルート」と呼ばれる、東京、富士山、京都や

大阪を4泊程度で巡るコースに集中していまし

た。しかし、旅慣れたリピーターは「より深い日本」

を求めて全国各地を旅します。ちょうど、日本人の

海外旅行が、かつての「ロンドン 、パリ、ローマ

の旅 」中心から、世界中の国、田舎町などに向か

うようになったのと似ています。

　さらに、海外でレンタカーを運転するのはハー

ドルが高く、左側通行で道路標識は漢字中心で

ある日本では、より難しいと思われます。また、中

国本土（ 香港などを除く）の運転免許では、国際

免許の制度上、日本で自動車を運転することがで

きません。湯布院（ 大分県 ）、白川郷（ 岐阜県 ）、

富士山五合目（ 山梨県 ）などFIT に人気の観光地

は鉄道が不便なところが多いこともあり、乗合バ

スの役割は重要です。

乗合バス事業者に求められる対応

　そのような変化を踏まえ、以下の対応が求めら

れています。

1 観光需要に応える路線展開
　乗合バス（ 地域の路線バス 、高速バス）の多く

は、主に地元在住の利用者を想定してルートや

ダイヤが作られています。典型的な高速バス路線

（ 片道200km 程度の昼行路線 ）を例に挙げると、

クルマ社会である地方の乗客に配慮して、パーク

＆ライド駐車場を経由します。地方在住の利用者

が大都市で用件（ 出張や買い物など）を長い時
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「よく使う会話」を多言語化し、車内常備する例も



的な旅行 」はますます減少し、少子化により教育

旅行市場も縮小しています。

　それでは、その逆境に貸切バス事業者はどう対

応すべきでしょうか？

1「着地型ツアー」の取り組み
　従来の、発地（ 大都市や海外などの市場地 ）の

旅行会社が企画するツアーは、平凡な行程にな

りがちです。しかし、着地（ 現地 ）の旅行会社な

ら、その土地の人しか知りえない地元の魅力を盛

り込んだ、個性的なツアーを企画できるはずで

す。それが「着地型ツアー」です。

　一次交通（ 現地までの航空、新幹線など）や

宿泊を旅行者自身がウェブ上で予約するように

なった今、個人旅行者が、行程の一部のみ現地で

参加する着地型ツアーが注目されています。

　今後、ウェブ上で着地型ツアーを比較しながら

予約できるサービスが定着すれば、貸切バス事

業者は、自社で旅行業免許を取得して自らツアー

を組み、地元に誘客を図る役割を担えるようにな

るのです。

　これに限らず、有名観光地を総花的に回る従

来型のバスツアーではなく、「車両も、宿泊や食

事も超豪華 」とか「歴史やスポーツ体験といった

テーマが明確 」といった個性的なバスツアーに

対応する必要があります。

2 車両やサービスの多様化
　東南アジア各国の富裕層には、10人程度の大

家族で訪日し、観光を楽しむケースが目立ちま

す。マイクロバスの座席定員を減らして豪華な

車内に改装したり、外国語を話す専属アテンダン

トを配置したりするといった取り組み事例が増

えています。

　小学校のクラス定員を基準とした、45席基準

の汎用車両にこだわる理由は減っているのです。

　日本におけるツーリズム産業は、国内客も訪

日客も、団体ツアーを前提にしてきた傾向があり

ます。一方、人々は豊かになるとともに旅慣れし、

個人の興味関心に基づき自分のペースで個人旅

行を楽しむように変化しています。

　まずは、公共交通を乗り継ぎながら広域を旅

行するコース「観光回廊（コリドー）」を整備し、

優先的に観光客向けの二次交通（ 現地の足 ）や

着地型ツアーの拡充、現場での多言語対応など

を進める必要があります。

　バス業界の皆さんは、「観光立国 」という、この

国の次なる生き様の一翼を担うという責任感と誇

りを大きく胸に期する必要があります。同時に、

我が町に遊びにきてくれる世界の人たちをお迎

えする役割を、皆さん自身が楽しませてもらう、そ

んなチャンスも手にしているといえるのです。

成定 竜一（ なりさだ・りゅういち）

1972年生まれ、早稲田大学商学部卒 。高速バスマーケティング研究
所株式会社 代表 。
株式会社ロイヤルホテル 、楽天バスサービス株式会社取締役を
経て2011年同社設立 。バス業界向けにコンサルティングを提供 。
国土交通省委員を歴任し、メディア出演多数 。
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海外富裕層向け特別車両の事例



出羽三山の羽黒山と月山まで行きます。山形駅から
はバスがありません。鶴岡市内からはバスが出てい
るので、まず山形駅から鶴岡エスモールまでバス（2
時間、予約不要 ）で行き、そこからバスを乗り換えて
羽黒山頂まで（ 約50分）。羽黒山頂から月山8合目ま
ではバスで行くことができます（約1時間）。

〈ニュージーランド　20代男性〉

外国人観光案内所に寄せられた訪日外国人旅行者の声

訪日外国人旅行者は日本を訪れて、どのようなシーンでバスを利用するのでしょうか？　
また実際バスを利用する際、どんなことに困っているのでしょうか？
ここでは、東京の玄関口でもある成田国際空港第1 ターミナル・第2 ターミナルの外国人観光案内所、
東京駅JR EAST Travel Service Centerに寄せられた生の声をご紹介します。

東京から松本を経由して高山で2泊、その後京都へ行きた
いです。京都には1週間滞在、関西空港から沖縄へ出発す
る予定です。電車でのアクセスも検討しましたが、割高だっ
たのでバスのフリーパスを利用して行きたいです。
 〈オーストリア　40代男性2人〉

京都ではバスを利用して観光
してきました。東京でもバスを
利用して観光したいと思ってい
ますが、システムや乗り降りに
不安があります。

〈ポルトガル　20代女性2人〉

収納スペースが小さいという理由や、走行距離が長いので壊れ
る可能性がある、他のバス利用者の荷物を傷つける可能性も
高いという理由で、折りたたみ自転車を乗せてくれる高速バス
会社が少ないのが不満です。

〈トルコ　20代男性〉

姉妹3人で京都と熊野古道に行きます。紀伊田辺
駅からバスで滝尻王子に行き、1泊2日で熊野本
宮大社まで歩き、そこから紀伊田辺駅にバスで
戻る長いコースか、同駅からバスで発心門王子
まで行き、2時間半～ 3時間歩いて熊野本宮大社
まで行くコースを考えています。

〈60代夫婦（夫：日本　妻：アメリカ〔日系〕）〉

Snow Monkey を見に地獄谷野猿公苑まで日帰りで
行きます。長野電鉄で長野から湯田中まで直通で行
き、湯田中から上林温泉間はバスを利用します。

〈ドイツ　50代女性〉

愛媛県上浮穴郡久万高原町にある「由良野の
森」まで行きます。JR 岡山駅から瀬戸大橋線特
急しおかぜで松山駅まで行き、JR 四国バスに乗
り換え久万高原駅へ。そこから最寄りの集落や
遍路道などを通る町営バスに乗ります。

〈スリランカ（イギリス在住）　50代男女〉

東京から広島、京都、福島、仙台、札幌、青森
などを旅行しようと思っています。予算を抑
えるためにバスで周遊したいです。

〈インド　70代男性〉
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提供：一般財団法人国際観光サービスセンター（ITCJ）



できることから始めよう。訪日外国人旅行者対策

　訪日外国人旅行者が急増する中で、バスを

利用する外国人旅行者が年々増加していま

す。富士急行では、富士山が世界遺産に登録

されたことで、さらに増えているそうです。さ

らに、利用者の中心が団体客から個人客へ

移ってきています。日本バス協会によると、日

本が2度目、3度目といったリピーターが増え

ているとのこと。

　これまでバス事業者は、バスの安全運行を

第一に考えた接客を行っておりましたが、外国
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訪日客受け入れの第一線に立つバス事業関係者の現状と対策

外国人旅行者のバス利用が増加！
現場ではどんな工夫や
対応をしているの？

インバウンドを中心に、急成長を遂げる観光産業。移動
に必要な交通機関として、鉄道と並び重要な役割を果た
すのがバスです。ここでは、訪日外国人旅行者受け入れ
に積極的な日本バス協会、富士急行、はとバス、丸一観
光、新宿高速バスターミナル（バスタ新宿）にお話をうか
がいました。取材を通じ、「心のバリアフリー」実現のた
めに有効な工夫や課題が見えてきました。

1
人旅行者、特に個人客が増加することで、高速

バスや観光遊覧バス 、路線バスなどあらゆる

運行形態において外国人乗車客が増加し、多

言語対応や外国人に合った接遇・サービスの

拡充が急務になってきました。あるいは対応せ

ざるを得ない状況になっているとも言えます。

　全てを完璧にしなければいけないというこ

とはありません。できることから始め、ストレ

スなく安全運行していくことが重要だと言え

ます。

インバウンドの影響があまりない地域も、今後どのような変化が起こり得るのか。
まずは、自治体のホームページや、日本バス協会のアクションプランをチェック！（P9参照）

心のバリアの一番の要因 “ことばの壁 ” 。研修で備える、テクノロジーを利用するなど、
状況に合った対策を見つけよう！（P10~11参照）

取り組み方は各社によってさまざま。コストはかかるが、乗務員のストレス軽減やトラ
ブル回避につながることも。まずは、できることから始めよう！（P14参照）

Step 3

Step 1

Step 2



FIT 化の現状を知ろう
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予約のお客さんが時間になっても現れず、
遅れてくることがよくあります。
どのように対応するのが良いでしょうか？

何が原因になっているのかを突き止めるのも一つの手かもしれません。
ロッカーに預けていた荷物の取り出しがスムーズにいかないなど、何か理
由がある場合でもバスの出発時刻は延
ばせないという、注意書きがあると有
効です。また、注意書きが日本語表記
だけになっていて理解できていない場
合もあるので、外国語で目立つところ
に掲示するのも良いでしょう。

Q:

A:

2
◦大都市は交通網が整っており、個人で旅行しやすい
◦ネットに繋がりさえすれば、個人で観光できる
◦ツアー客、団体客が減少。路線バス利用客の増加、混雑

　地方でも団体客から個人客への変化へ

の対応が急がれています。10年ほど前か

らインバウンド需要に着目し業績拡大に成

功した石川県の丸一観光も、数年前までは

訪日外国人団体客が右肩上がりで増加してきましたが、現

在は団体客の成長が鈍化 。代わって増えている個人客をど

う取り込んでいくかが最大の課題となっています。 富士急行の河口湖を周遊する「レッ
ドライン」は、訪日客に人気

新宿高速バスターミナルにあるロッカー
は、注意書きを多言語で表示している

　首都圏を中心に観光バスツアーを運行してい

るはとバスは、訪日外国人旅行者の個人旅行増

加によりバスツアーへのニーズも多様化していると感じているとのこと。都内は交通インフ

ラが整っており、個人での観光もしやすい環境です。訪日外国人のお客様にバスツアーをご

利用いただくためには、バスツアーでしか体験できない企画作りやおもてなしを高めていく

ことが重要だと考えています。
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インバウンド振興のための
バスサービス向上アクションプラン

はとバスの待合ス
ペースではWi-Fi に
接続するとこうした
画面が表示される。
全車両に設置する
とコストが か かる
が、待合スペースだ
けでも効果あり

全国の貸切バス事業者が
連携し、設立した＂Japan 
Coastl ine Al l iance＂。
海外旅行会社等にインバ
ウンド向け広域周遊バス
旅行商品を開発・販売する

訪日外国人旅行者の増加や個人客化の流れを踏まえて、日本
バス協会は2018年2月に「インバウンド振興のためのバスサー
ビス向上アクションプラン」を策定しています。

    観光需要を取り込んだ便利で
　 利用しやすいバスサービスの提供

◦鉄道と路線バスの共通乗車券の販売
◦訪日外国人旅行者の観光需要を取り込んだ路線バスの推進
◦高速バス路線の充実と相互利用可能な共通乗車券の販売
◦魅力ある定期観光バスの振興など

    多言語での案内の推進

◦バスターミナル 、バス停留所、バス車両、観光地案内板等における多言語表示の推進
◦JNTO 、旅行会社等と連携した多言語でのバスサービスの案内と海外での認知度向上
◦バス系統ナンバリング

    Wi-Fiの整備推進

訪日外国人旅行者の利用が多い
バスターミナルや主要国際空港
のアクセスバス及び長距離高速
バス路線について、2018年度中
に100％の設置を目指す

    貸切バスの輸送力強化、
　 サービス改善

◦輸送力の確保
◦貸切バス事業者によるアライアンス
◦ドライバー融通支援



ことばの壁
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　富士急行では通訳センターと事務所の電話をつないで三者間会話（ 英語・中国語
対応 ）ができる通話システムを導入 。コアな問い合わせや忘れ物の問い合わせなど、

込み入った会話が必要な場
面で大いに助かっています。
三者間通話なので、通訳が話
している間も会話を聞いてい
ることができ、バス会社として
の専門知識が必要な際には
適切に通訳をアシストできる
のも利点です。

3
　バスの運行形態にかかわらず、乗車する外

国人旅行者が増えると運転手にかかる負担が

増大するのは間違いありません。バスの運転

手と外国語との相性は良くないようで、バス事

業者は「語学が堪能な運転手は少ない」「英語

にアレルギーを持つ運転手もいる」「地方のバ

◦乗務員に語学習得の無理強いをしない
◦日本語でも良いので「ありがとうございます」や
  「いってらっしゃいませ」と伝えることが大切
◦条件に合った手段を選ぶ

ス運転手は高齢化が進んでいることもあり、語

学習得のハードルは高い」と口を揃えます。中

には、英語が苦手と感じながらも、積極的にコ

ミュニケーションを取ろうとしている運転手も。

　各社とも運転手の外国語対応には、さまざ

まな工夫を凝らしています。

CASE １ 三者間通話の導入
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　富士急行では、新規採用の乗務員に実施している研修の一環として「英語対応研
修 」を行い、外国人乗車客に対して必要となる英語アナウンス 、例えば『このバスは
○○行きです』『後ろ扉から乗車してください』といった基本的な言い回しを中心に教
えています。
　さらに、2018年からは年に1回のペースで「カタカナ接客英語研修 」を開始 。目的
は、実用的な英語術の習得 。例えば、分かって
いるつもりで日本風に『チケット』と発音しても
通じないので『ティケッ』と発音するように指導
するなど、実践的なレッスンを行っているそう
です。同じ「Please」でも、『プリイズッ！』と強く
発音してしまうと威圧的な印象を与えてしまう
ため、『プリイ～ズ』とソフトに発声するようにと
いった具体的な指導をすることで、受講者にも
好評を博しているそうです。

　緊急時には、翻訳アプリや「ポケトーク」などが活躍するそうです。例えば2019年
の大型台風襲来でバスの運休が相次いだ際には「本日は、これ以降のバスは全て運
休となっております」といった内容を「ポケトーク」で翻訳し、そのまま音声を直接マイ
クで拾って館内アナウンスを流したこともあったそうです。複数の言語でのアナウンス
を急遽、状況の変化に応じて繰り返し流さ
ねばならない時に助かりました。定型文を
ストックしておけるのも便利です。
　外国人旅行者とバス事業者とのコミュ
ニケーションの場で、AI など進化が目覚ま
しいテクノロジーと、ヒューマンタッチの融
合が求められているのは、他の観光関連
事業者の場合と同じ状況と言うことができ
そうです。

「POCKETALK（ポケトーク）」
は、お互いに相手の言葉を
話せない人同士が自国語の
ままで対話できる、双方向の
音声翻訳機

CASE 2 テクノロジーの活用

CASE ３ 研修実施



ナンバリング対策
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4
◦日本語表記のバス停は、外国人にとって非常にわかりづらい
◦多言語表記する必要がなく、分かりやすい
◦トラブルやクレームが軽減するため、運転に集中できる

　国土交通省も推奨している「バスナンバリ

ング」。富士山や富士五湖、御殿場プレミアム・

アウトレットなど、訪日外国人に大人気の観光

地を沿線に抱える富士急バスでは、訪日外国

人旅行者の増加に合わせて段階的に外国人

対応を強化してきました。語学に堪能なスタッ

フを、鉄道とバスの結節点となる駅頭に配置

したのが出発点です。パンフレットの多言語

化、路線名のアルファベット化やバス停のナン

バリングなどを推進してきました。「忍野八海」

や「浅間神社 」など英語圏の人には聞き取り

にくく発音しにくいバス停名も、ナンバーで説

明すれば分かりやすく、外国人対応に追われ

るバス運転手などの負担軽減につながってい

るそうです。

　新京成電鉄グループの松戸新京成バスは会

社略称の「MS」と3桁の数字を組み合わせて

います。視覚での効果を高めるため、バス車

内の液晶画面で案内しているバス停名にナン

バリングを追加するとともに、起終点や主要バ

ス停名を英語でも表示しています。また、静岡

県の遠鉄バスは、方角別の主要街道を通る路

線を軸に系統ナンバリングを導入しています。

ナンバリングと組み合わせた観光施策として、

遠州浜温泉まで行くバスには、温泉マークが

付いているものもあり、目印となっています。

河口湖駅には、バスの出発時刻と行き先、乗車位置がデジタルで掲示
されている

アルファベットと数字のナンバリング

新宿高速バスターミナル（バスタ新宿）4F　高速バスのりばフロア



訪日客からのクレームと課題

13

混雑した車内で、運転席の横や立ち止まりが
禁止されている場所に入られてしまい危険です。
どのように注意するのが良いでしょうか？

危険なことは注意しなくてはいけな
いシーンもあります。ただ強い口調
で注意するのではなく、少し言い方
を変えて柔らかく伝えるだけでも効
果はあります。「プリーズ」と一言
付け加えられればベターです。

Q:

A:

5

車内で大きな声での会話や飲食、マナーなどの問題があり、乗務員
も必死に対応しています。混雑した車内でドアの開閉ができず、つ
い大きな声を出してしまうこともあります。すると、それに対して日本
人のお客様から「なんてことをいうんだ」という声もお聞きします。
一方で、車内飲食マナーについては「注意が足りない」とご意見を
いただくケースもあります。

文化の違い

日本のバスのシステムそのものが分からないという人も多いです。
整理券というものが海外にはありません。ポーランドでは乗車時間
で料金が変わるなど、その国によってシステムはさまざま。中でも日
本は複雑なシステムなうえに、各会社によっても異なります。

システムが
複雑

中間地点での情報が得られないことで、訪日客が不安を感じてク
レームに発展することも。バスロケーションシステム（P17参照 ）により、
現在地などの情報を発信するのが望ましいですが、都道府県によっ
て導入されている会社の差があります。

バスの遅延



丸一観光
　私たちのような地域のバス会社は、常に地域
やそこに暮らす住民、従業員と共にあるという意
識が欠かせません。運転手や従業員が外国人を
歓迎できる環境づくりが必要ですし、日本人乗客
を含めて外国人旅行者を歓迎してくれなければ、
インバウンドの受け入れ体制は進歩しません。外
国人旅行者が道に迷っていたら、住民が「どうし
たのですか？」と、日本語でもいいから話しかけて
あげられる。そんな地域づくりを目指すこともバ
ス会社として必要なことと考えています。

14

はとバス
　私たち日本人は完璧な対応を求めがちです
が、必ずしもそういうわけではありません。彼ら
は日本人はあまり英語を話せないと知っていま
す。そのうえで日本へ訪れている人もいます。身
構える必要はありません。身振り手振りで良いの
です。困っている人がいたら、ちょっと手を差し伸
べるだけでも十分なのではないでしょうか。

富士急行
　富士急行では、訪日外国人旅行者の増加に合
わせて段階的に外国人対応を強化してきました。
　東日本大震災で落ち込んだ客足が戻り始めた頃
から、語学に堪能なスタッフを鉄道とバスの結節
点となる駅構内に配置したことから始まりました。
　まずは何が必要なのかを考え、できることから
始めるということが大切です。

新宿高速バスターミナル（バスタ新宿 ）
　バスタ新宿は接客、ご案内が主な業務のた
め、比較的お客様対応がやりやすい面はあるも
のの、実際には日々試行錯誤の連続です。
　多くの外国人旅行者がいらっしゃるので、留
学生を採用したり、役職者が現場に出ることも
あります。接客スタッフを対象に特別な教育を
行うというより、現場での実践教育に力を入れ
ていてます。積極的に最前線に立つことで、い
や応なく接客することになります。最初は戸惑
いますが、身振り手振りも交えて奮闘している
と、そのうち慣れてきます。
　まずは、勇気を持って笑顔でお客様と向かい
合う姿勢がとても重要です。

各社からのメッセージ6

運賃とは別に、
いきなりお金を差し出されて驚きました。
受け取って良いでしょうか？

日本ではあまりなじみがありません
が、海外では多くの国でチップの文
化があります。これは、親切にしても
らったドライバーさんや添乗員さん
への感謝の気持ちです。運転手と添
乗員で折半、丸ごと会社に入れる、受
け取らないなど、あらかじめルール
を決めておくと良いでしょう。

Q:

A:
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あなたの会社もできる！ 
バス事業者のためのインバウンド対策事例集
ここでは、実際にバス事業者で行われているインバウンド対策や訪日外国人旅行者向けフリーパスな
どについてご紹介します。さまざまな導入事例を参考に、できるところから対策を始めてはいかがで
しょうか。

＜必要な情報を外国語でまとめて設置＞
　バスの運転手やスタッフが外国語に不慣れな場合でも、お金の支払い方、乗り方をはじ

めとする必要な情報を英語などの外国語でまとめてバス車内や案内所に設置しておけば、

コミュニケーションはぐっと楽になります。

　写真での案内は、時には文字や言葉以上に効果があることも。新宿高速バスターミナル

（バスタ新宿 ）では、台風で高速道路が通行止めとなり運休が相次いだ際、現地の様子を

報じていたニュースの写真をプリントアウトしてスタッフが案内 。言葉で説明して伝わらな

かった外国人旅行者も、「これでは運休になって仕方ない」と納得してくれたそうです。

＜ピクトグラムでわかりやすく＞
　関西圏で路線バス 、高速バスを運行する阪急バス

のウェブサイトでは、トップページに料金（Fares）、案

内（Information ）、停 留 所 の 場 所（List of Stops on 

Route）、時刻表（Timetables）がピクトグラムで表示さ

れています。ピクトグラムとは、情報を伝えるための視

覚記号のこと。ウェブサイトの多言語化、従業員の語学

力向上はすぐに対応できるものではありませんが、インバウンド4000万人時代で受け入れ

は待ったなしの状況にある中、課題解決の糸口にもなるでしょう。

多言語化
＜タビマエの需要確保に不可欠＞
　東京オリンピック・パラリンピックを目前に控える中、特に

急増しているのが地方へのFIT（個人旅行）です。各地の観光

多言語サイトが充実し、滞在中もスマートフォンでいつでも

情報が取れるようになったといっても、路線バスや高速バス

などの公共交通はこれまで団体旅行に依存していたため、対

応が遅れがちでした。

　まずは、出発前に旅行情報を調べる訪日客に向けて、ウェ

ブサイトを多言語化するのが必須。バス路線図、時刻表の他、

バス乗り場の位置、フリーパスが使える区間、時間通りに来な

い時の対応、停留所のイメージといった情報を多言語で整備

したウェブサイトを構築することが望まれています。英語から

始め、簡体字、繁体字、ハングルなどエリアに合った対応が求められます。

出典： 富士急行バス　ホームページ（ 英
語版）トップページ

出典： 阪急バス　ホームページ（ 英語版）トッ
プページ



コミュニケーションツール
　訪れる人々の国・地域が多様化することで、英語ならまだしも、中国語、韓国語、タイ語、

フランス語で話しかけられると、全く理解できずパニックに陥ってしまってもおかしくありま

せん。そんな時に役立てたいのが、インバウ

ンド向けに次々と登場しているコミュニケー

ションツールです。情報センター出版局の

「指差し会話ツール」は、導入しているバス

事業者も多く、きっぷ関連から車内接客、忘

れ物対応、運行トラブルまで、バスに特化し

た内容をオーダーメイドで制作しています。

また、技術革新に伴い、スマートフォンやタ

ブレットの多言語音声翻訳アプリを活用する

ケースも増加しています。国立研究開発法人

情報通信研究機構（NICT）が運用している多

言語音声アプリ「VoiceTra（ボイストラ）」は、

話しかけると外国語に翻訳してくれる音声翻

訳アプリで、31言語に対応しています。ダウ

ンロード 、利用ともに無料なので、利用しな

い手はありません。
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オープンデータ化
　外国人旅行者の利便性向上

で期待されているのが「オープ

ンデータ化 」です。これは、バ

ス事業者が保有する運行時間、

停留所の位置、料金などの情

報が世界標準フォーマットで公

開されるもの。これによって、時

間・場所を問わず誰でもバス

情報を入手することが可能に

なります。最近では、和歌山県

の高野山、熊野地域を巡る路

線バスの運行情報が、世界中

で広く利用され、複数言語に対

応している地図アプリ「Google 

Map（グーグルマップ）」で表示

されるようになりました。

国土交通省国土政策局国土情報課　
国土数値情報　ダウンロードサービス
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

オープンデータ化されることで、地図
アプリでもバス停が確認できるように

Android ならGoogle Play 、iPhone ならApp Store にアクセスし、ア
プリ名で検索すれば、アプリをダウンロードすることができる（無料）
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フリーパス
　すでに数多くのバス事業者が

導入している周遊フリーパス 。多

言語ホームページなどで事前販

売することで、タビマエの旅行計

画の段階からアプローチできる

他、広域周遊を促して消費額を上

げたり、定額よりお得なだけでな

く、乗車の都度、運賃を支払う必

要がなくなり、移動に対するハー

ドルを下げたりする効果も見込

めます。

　 フ リ ー パ ス の 取 り 組 み は

箱 根 や 日 光 な ど 有 名 観 光 地

だ け で は ありま せ ん。例 えば、

「TOKUSHIMA BUS PASS」は、徳

島市や鳴門市など県東部エリアを

運行する徳島バスと徳島市営バス

の全路線・全区間が大人1500円、子

ども750円で2日間乗り放題となる乗

車券です。好評で、2020年9月30日ま

での期間延長が決まりました。

　 宮 崎 交 通 の「VISIT MIYAZAKI BUS 

PASS」は、宮崎市内を中心に高千穂や

青島、霧島など8つの代表的な観光エリ

アまでの路線バスを1日乗り放題で利用で

きる乗車券と専用のパンフレットをセット

したものです。英語、韓国語、繁体字、簡体

字の4言語対応 。駅や空港、宮崎交通支店の

他、主要ホテルでも販売しています。

バスロケーションシステム
　利用者がスマートフォンやパソコンなどで運行状況を確認できるのが「バスロケーション

システム」です。バスが今どこを走行中で、あと何分くらいで到着するのか、あるいは通過し

てしまったかなどを知らせることができます。最近では、群馬県が実証実験を開始しました。

システムには多言語に対応しているものもある他、フリーパスが利用できる範囲を確認する

といったことも想定され、訪日外国人への対応が期待されています。

宮崎交通　外国人旅行者専用フリーパス乗車券 
"VISIT MIYAZAKI BUS PASS"

訪日外国人向け路線バス・フリー
乗車券「TOKUSHIMA BUS PASS」
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　タクシー業界では、東京オリンピック・パラリン

ピックに向けて、「訪日外国人向けタクシーサービ

ス向上アクションプラン」を策定 。インバウンド旅

行者のニーズに対応した、安全で快適なタクシー

サービスの向上に尽力、開催後も高度化を目指

し、継続して取り組んでいきます。

　2015年からは英語による観光ドライバーの育

成を目指す「TSTiE（タスティー）ドライバー認定

制度 」もスタートしており、2016年度から東京都

が実施している「地域限定特例通訳案内士 」に伴

い、「TSTiEドライバー 兼地域限定特例通訳案内

士 」も誕生しました。さらに、ユニバーサルデザイ

ンタクシーや外国語対応、スマートフォン配車シ

ステムなど、次世代に向けたハード・ソフト両面

の充実も進められているところです。

　日本交通では、英語対応専門のオペレーターを

24時間体制で配置しています。また、タクシー配

車アプリ「JapanTaxi」は英語、簡体字、繁体字、韓

国語に対応しており、注文、行き先指示、クレジッ

トカード決済までアプリ対応が可能です。特に、

　訪日旅行者数の増加が続く中で、外国人による

レンタカー利用も急増しており、その安全と利便

性を確保するため、さまざまな課題の解決を図っ

てきています。全国レンタカー協会が2018年1月

に策定した「訪日外国人向けレンタカーサービス

向上アクションプラン」では、(1) 事故防止対策、

(2) 利用環境の向上、(3) 予約の利便性の向上、が

3本柱となっています。

　利用環境の向上については、窓口での多言語

対応、外国人向けドライブマップ作成の促進、空

港等での利用環境の向上、乗り放題パスの販売促

進などに取り組んでいます。

　ニッポンレンタカーでは14言語対応での三者

間通話による通訳電話サービスに多言語ナビの

標準装備や翻訳機の導入など、更なるインフラ整

備に努めていきます。

　東京オリンピック・パラリンピック後も、レンタ

カーサービスへの評価を高めて観光大国の実現

に寄与するため、さまざまな課題にも積極的に取

り組んでいきます。

韓国や台湾、東南アジア各国で利用されている配

車アプリとの相互連携により、使い慣れたアプリ

でタクシーを呼べることから、集客の強化にもつ

ながっています。

　日本交通管理部秘書・広報担当野村貴史副部

長によると、「タクシーは手を挙げて乗るケース

が多いので、正確な外国人利用者数がつかめて

いるわけではありません。タクシーは乗客との距

離が近いので、専門的な業務員の育成や多言語

対応ツールの整備ばかりでなく、筆談やスマート

フォンの翻訳アプリなどで、コミュニケーションを

取りやすいのも特徴です」ということです。

ラストワンマイルをカバーする
二次交通のインバウンド対策
日本の隅々までカバーするのに欠かせないのが、タクシーやレンタカーの存在。
インバウンド対策や現状などについて担当者にお話をうかがいました。

業界全体で訪日外国人向けのサービス強化
次世代に向けたハード・ソフト両面の充実も

日本交通株式会社

業界全体で利用環境の向上に取り組み
インフラ整備による万全な受け入れ体制を

ニッポンレンタカーサービス株式会社
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　交通エコロジー・モビリティ財団では、高齢者や

障がいのある方にとって安全に安心して移動できる

社会を目指してバリアフリー事業を推進する中で、主

に公共交通機関における知的障がい者や聴覚障が

い者、高齢者や日本語のわからない外国人などのコ

ミュニケーションを円滑に行うためのサポートツー

ルとして「コミュニケーション支援ボード」を作成し

ています。

　訪日外国人旅行者が急増して、公共交通機関を使

う際の利便性向上という観点から「コミュニケーショ

ン支援ボード」を活用していただく機会も拡大してき

ました。路線バスの車内でも、必要な部分だけコピー

して運転席の傍に設置して、必要な皆さんが指し示

すという形で利用していただいているようです。

｢付加的なサービス｣ではなく
｢必要不可欠 ｣なものに

　民間のバス会社が多い日本では、会社によっても

乗降方法や運賃の支払い方法が異なるので、訪日外

国人旅行者向けに事前の情報発信を通じて安心感

何をもって「心のバリアフリー」と言えるのか
受け入れ体制と心構え
　交通エコロジー・モビリティ財団は、バリアフリーの分野で鉄道駅や旅客船などにおけるバリアフリー施設
の整備の推進や、高齢者や障がいのある方々が安全かつ快適に移動できる交通システムの実現に向けた活
動のため、関連する施設整備への支援、啓発活動、情報提供や調査研究を実施し、ハード、ソフト両面から交
通バリアフリー化の推進を図っています。
　そこで、インバウンド対策に取り組む方々へ向け、受け入れ体制や心構えなどをうかがいました。

｢コミュニケーション支援ボード｣の活用を
相手の立場を考えることが ｢心のバリアフリー｣

を持っていただくことも大切ではないかと考えてい

ます。

　また、個別のバス会社による努力も限られますか

ら、業界団体などが中心になって対応をリードしてい

ただければと思います。バリアフリーや外国人向け

サービスは、付加的に捉えられがちですが、必要不

可欠なものとして取り組んでいただくことが求められ

ているようです。

　バスドライバーの皆さんには、安全運転が第一に

求められていますので、必要最低限の対応をお願い

できればと思います。利用者の皆さんにも、運転中

はバスドライバーに話しかけないなど、マナーの周

知も図っていく必要があります。ドライバーの方々に

は、共感力を持っていただき、いつも通りに対応して

いただけば良いのではないでしょうか。

真の意味で ｢共生社会 」が
求められる時代

　場面に応じて、自分だったらこうしてほしいと思う

ことを実践いただくことが大切だろうと思います。研

修で学んだ対応だけにとどまらず、相手を見て、相手

に応じて、臨機応援に対応していただくことが最も求

められていると考えます。

　「心のバリアフリー」は、さまざまなお客様がいらっ

しゃっても、相手の立場に立って考えられるというこ

とだと思います。最終的には、「心のバリアフリー」と

いう言葉がなくなることが理想ですけれども、そのた

めには、バスドライバーだけでなくバスを利用する

乗客の皆さんにも配慮をしていただかなければなり

ません。さまざまな利用者がいることを認識し理解

し合うという、「共生社会 」の実現が求められる時代

を迎えています。
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