■「外国人に対する心のバリアフリー」調査にあたって
東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、公益社団法人日本観光振興協会は今後、観光関
連団体として「外国人に対する心のバリアフリー」に注力する。その一環として、各自治体や企業にお
ける先進事例や現状を聞き取り調査し、その結果を踏まえ、的確な啓発活動を行っていく。

■ 調査概要
外国人のお客様に対する理解、配慮、思いやり、気軽な声掛け、支援といった「外国人に対する心の
バリアフリー」が観光関連団体・施設および一般市民の中でどの程度浸透しているかを、2017 年 11 月
から 2018 年 2 月にわたって調査。その結果を報告書としてまとめたものである。
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1

訪日外国人旅行者急増の現状と課題

日本人の心のバリアは解かれているのか？

インバウンドを中心に、急成長を遂げつつある日本の観光産業。さまざまな企業が続々と参入してい

る現状を俯瞰するとともに、急増する訪日外国人旅行者受け入れの現実と課題に触れる。
急成長を遂げた日本の観光産業
観光産業は、経済成長を支える成長戦略の柱に位置付けられると同時に
地方創生の切り札としても期待される、我が国の基幹産業となりつつある。
訪日外国人旅行者は2013年に初めて1000万人を超えると、わずか4年
後の2017年には3倍近い2869万人にまで増加。訪日外国人旅行者がもた
らす旅行消費額は2017年に4兆4000億円を超え、年間3兆円前後を輸出す
る鉄鋼、自動車部品、電子部品を上回る巨大産業となり、すでに日本の基
幹産業の一角を占めるまでになった。
さらに東京オリンピック＆パラリンピックを開催する2020年には化学
製品輸出額を上回る年間消費額8兆円を目指しており、この時点で自動車
産業に次ぐ2番目の基幹産業に成長すると期待されている。
また訪日外国人旅行者数の増大により、インバウンドの恩恵は大都市圏
から地方部へも広がりつつある。2016年の外国人延べ宿泊者数の前年比
伸率は、三大都市圏の3.4％増に対し地方部では9.5％に達し、地方におけ
るインバウンドビジネスが活性化。地方創生にも力強く貢献し始めている。
さまざまな分野の企業が観光に参入
高い将来性を示す観光産業の成長性を取り込もうと、さまざまな分野の
企業が観光に関心を寄せる。すでに百貨店をはじめとする小売企業は免税
売り場を拡大するなど訪日外国人客の取り込みを強化しているし、飲食業
界では「ロボットレストラン」に象徴されるような訪日外国人客に特化し
た新業態も登場している。ICT分野では自動翻訳をはじめとするコミュニ
ケーション技術の開発が進められ、AIやVRの観光への活用も多くの企業
で試みられている。
民泊の法的整備が進むのに伴い、不動産、建設、住宅機器、金融など幅
広い分野の企業が参入し、観光客の移動手段として世界的に注目を集める
カーシェアの分野でも自動車メーカーやタクシー業界が研究を進めてい
る。さらには、これら多くの分野で既存企業の取り組みが進むだけでなく、
こうしたビジネスの周辺ではベンチャー企業の取り組みや新たな起業が
活発化している。
地方における「稼げる」観光地域づくりも進む。観光地域づくりには、地
域の多様な関係者を巻き込みつつ合意を形成し、マーケティング戦略を含
む科学的アプローチを取り入れた取り組みが不可欠で、その司令塔役を担
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う「日本版DMO」が各地域で形成され、日本版ＤＭＯ候補法人は全国で
133法人、正式登録法人は４１法人に達している。
（2017年11月28日現在）
。
こうしたDMOを核に、行政や地域住民、飲食店、交通事業者、農林漁業、
宿泊事業、商工業など地域の関係者が一体となって観光による地方創生に
取り組むムーブメントは、全国各地に広がっている。
安倍政権の“扇の要”と言われる菅官房長官は観光立国への取り組みに
ついて「やれることは何でもやる」と公言しており、政府は観光促進に係
る規制緩和や税制改正を積極的に推進。観光庁予算は5年連続で増額し、
観光施策の財源となる出国税の導入も決めた。さらにカジノも解禁して
いる。こうした観光関連の動きを見れば、日本が国を挙げて訪日外国人旅
行者を歓迎しようとしている基本姿勢について異論を挟む者はいないは
ずだ。
果たして受け入れ側の態勢は？
しかし国や自治体、企業が観光促進や訪日外国人旅行者の誘致拡大へ邁
進する一方で、国民一人ひとりの心の内にも、同じような意欲の高まりや
熱意があるのかについては疑問が残る。
長年にわたった鎖国の眠りを破られ、日本人が黒船来航に怯えた幕末か
ら150年以上が経過した。この間に日本人は外国恐怖症をいったいどこま
で克服できたのか。近年ではグローバリゼーションの重要性が指摘される
場面も増えているが、シャイで語学が苦手でコミュニケーション下手な日
本人の国民性は一向に変わっていないようにも見える。
訪日外国人旅行者の増加が、かえって外国人に対する歓迎マインドを阻
害する要因になってしまっている皮肉な現実もある。いわゆる観光公害を
引き起こしているケースが全国で発生しているからだ。
京都では、外国人を含む観光客の参加が増えすぎ安全面に支障が生じた
ため、長年続いてきた花見の催しが中止に追い込まれた。鎌倉では住民の
足である電車が混雑しすぎて通勤通学に支障をきたす事態が発生。ほかに
も違法駐車や渋滞の増加、民泊を利用する外国人旅行者と周辺住民とのト
ラブルといった問題は全国各地に広がりを見せている。
こうした状況のもと、日本人はこれからも増え続けていく外国人旅行者
を、歓迎し、受け入れていく心の準備ができているのか。あるいは、そう
した心の準備を進めるためには何が必要なのか。外国人旅行者を迎え入れ
るための「心のバリアフリー」を身に付けるためには何が必要で、どうし
たらいいのか。
そのヒントを求めて、今回の調査では訪日外国人旅行者の受け入れに成
功している地域の事例として飛騨高山を訪れ、受け入れの工夫や実態を詳
しく取材した。
また長年にわたって訪日外国人を受け入れてきた企業や地域、あるいは
受け入れの最先端で日々奮闘している観光案内所に取材し、日本人の「心
のバリアフリー」の現状を探ってみることにした。
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i n t e r v i e w

心のバリアフリーを実践しよう

心の開国には痛みが伴う

苦労を経て知ったもてなしの心

富士箱根ゲストハウス代表
VIST JAPAN 大使

高橋正美さん

四方を箱根外輪山に囲まれた標高 700m の箱根仙石原温泉。日本屈指の宿泊施設が点在する観光地で、部
屋数 14、定員 52 人ながら、創業 33 年間で世界 75 カ国、15 万人の外国人旅行者を受け入れてきた小さな宿
がある。館主の高橋正美さん夫妻が日々実践してきたおもてなしは、観光先進国を目指す日本全体が心のバ
リアを解いていくための示唆に富んでいた。
て日本の生活文化を体験できることではないかと考

家族の生活の場が国際交流の舞台に
私たち夫婦が「富士箱根ゲストハウス」を箱根仙

えています。当館の客室は畳敷きに襖と障子戸のつ

石原に開業したのは今から33年前、1984年のこと。

いた典型的な和室。外障子をスライドさせて見る雪

当時の私は小田原で国際教育や国際交流の仕事に

景色に「日本の“カーテン”はなんて素晴らしいんだ」

従事し、母親が実家で企業の保養所を運営していた

と驚く欧米人がいれば、部屋の押し入れを見つけて

こともあって、日本で外国語を教えるインストラク

「ドラえもんの世界だ」と感動する東南アジアから

ターやその家族のホームステイを自宅で受け入れる

の旅行客もいます。宿泊客がいつの間にか集まって

機会が増えていました。外国人との出会いや交流を

くる場であり、私たち家族やスタッフ、地元の人た

通じて得る異文化体験はかけがえのないもの。ただ、

ちが外国人旅行客と交流する場でもあるラウンジに

外国人のお世話をボランティア精神だけでやってい

あるピアノや季節の雛飾り、五月人形も、新たに買

くのは、特に接客の最前線に立っていた妻・由美子

い求めたわけではなく、娘や息子のために用意して

にとって限界にも近づいていました。おもてなしの

きたものです。最初から、従来型の宿泊施設を始め

心を通じて私たち夫婦が生活の糧を得て、子どもた

るつもりはなく、私たち家族の暮らしを通じて国際

ちを育てていくためにはどうすればいいだろう。悩

交流の舞台をつくりたいという意識でした。

んだ末に、「ゲストハウス」という形態で、実家の一
部を増改築して事業化に踏み切ったのです。

違いは受け入れるのではなく受け止める

ゲストハウスというと、安宿という認識の方が大

多くの人が実感されているように、ここ数年、外

半かもしれません。実際、当館の客室はすべて6～8

国人旅行者は急増しています。インバウンドによる

畳の小ぢんまりとした和室で、バス・トイレは共同

ビジネスチャンスをつかまえたいと考えている人も

です。箱根という土地柄、館内の風呂はすべて大涌

数多くいらっしゃるでしょう。確かに、インバウン

谷から引いたかけ流しの温泉で露天風呂もあります

ドの経済効果は、少子高齢化が進行する日本社会に

が、夕食は提供していないので宿泊客は近くの飲食

おいて大きなインパクトをもっています。ビジネス

店に出かけたり、コンビニエンスストアで買ってき

の側面に焦点を当てるのは大切なことです。ただ、

て部屋で食べたりしています。朝食もパンやフルー

私の気持ちを正直に申し上げると、
「いかにお金を

ツといったシンプルなものです。このように当館の

落としてもらうか」よりも、
「いかに満足してまた

ことを説明すると、露天風呂付客室、郷土料理の豪

日本を訪れたい」と思ってもらえるかという視点が

華な夕食に慣れた日本人の感覚では、たいして魅力

非常に重要だと考えています。富士箱根ゲストハウ

的には映らないかもしれません。

スに宿泊する方々はお客様であると同時に、友人と

では、なぜ富士箱根ゲストハウスに、世界から外

して迎え、人としてお世話したいと思ってきました。

国人旅行客が訪れるのか。一つは、滞在全体を通じ

もちろん、多様な異文化を受け入れるのは簡単な
4
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もともと高橋さんのご実家だったという富士箱根ゲストハウス。

純和室の宿泊部屋。欧米の旅行者は布団が壁にくっついているほうが

本当に帰省した時のように落ち着く宿だった

落ち着くということでこの配置となっている

ことではありません。私にとっての旅館経営、イン

ただくとよくわかると思います。たとえば、温泉の

バウンドとは、①国際交流、②文化交流、③教育交

ルール、宿周辺の交通機関の乗り方を英語で記した

流であるという3つの理念に至るまでには少なくと

案内があれば、ホッとするでしょう。外国人旅行者

も開業から10年以上かかりました。当館は当初から

の受け入れには、困っていることや必要としている

外国人の個人客が中心だったので、温泉の入り方や

ことを察知して、手助けするという配慮が重要にな

トイレの使い方、当日キャンセル、最寄りのバス停

ります。

で降車できず自分がどこにいるか分からないという

日本政府は将来的に年間4000万人、6000万人の

電話がかかってくるなど、日本人では考えられない

誘致を目指しています。ただ、国民の3分の1に上る

トラブルも山ほどありました。

外国人がやってくる時代になると、観光産業に従事

外国人が起こすトラブルは悪意によるものではな

する人たちだけでなく、警察、消防、病院、学校といっ

く、国籍や生まれ育った文化による違いだ――。頭

た地域社会を支える人々全体の理解と協力がなけれ

では認識していても、日本人としての常識、価値観

ば、特に個人で訪れる外国人旅行者の安心・安全を

が根底から破壊されるのですから、心で理解するま

担保し、かつリピーターとなって戻ってきてもらう

でには相当な年月がかかりました。でも、真っ暗な

ことは困難になるでしょう。

トンネルをもがきながら進む中で気づいたのは、違

たとえば、話題の「民泊」が急増していますが、

いを受け入れるのではなく、違いは違いとして受け

一般の民家やマンションに宿泊するわけですから、

止めるということ。日本人である自分たちが絶対的

ゴミ捨てのマナーをはじめとしたトラブルも顕在化

に正しいわけではないし、外国人旅行客が絶対的に

してきています。心のバリアを解く前に多くを受け

間違っているわけでもない、というスタンスで一つ

入れてしまうと、異なる文化に生まれ育った外国人

ひとつの案件ごとに対処することがお互いにとって

の対する免疫ができていない日本人が拒否反応を起

重要だと考えるようになりました。

こしてしまうのではないかと私は心配しています。
最悪の場合、
「外国人お断り」の張り紙が各地の店
頭に出てしまうかもしれません。つまり、これから

WANTSとNEEDSの違い
こうした試行錯誤を経て、富士箱根ゲストハウス

は地域ぐるみの「外国人対応能力」と「異文化対応

が外国人旅行客をもてなす上で重視しているのが、

能力」の質の向上が求められるようになります。ノ

「WANTS（ウォンツ）」と「NEEDS（ニーズ）
」の違

ウハウ、スキル、テクニック、法律、制度、組織、外

いです。「ウォンツ」には温泉に入りたい、懐石を食

国語の習得はもちろん重要な要素ですが、若い世代

べたいといった希望や欲求があり、満たすこともで

への国際教育も含めて、日本人みんなのおもてなし

きれば、当館のような小さな宿ではできないことも

の心を育む努力をしていかなければ、インバウンド

あります。私たちは、できないことには「ノー」と

政策は破たんしてしまうのではないでしょうか。

はっきり言うことが大切だと思っています。一方で、

心のバリアフリー、すなわち心の開国には痛みが

私たちが何より心がけているのが「ニーズ」に応え

伴います。ただ、外国人旅行客との交流でおもてな

ることです。どんなに体が大きくて強そうな外国人

しの心を育てることはそれ以上の価値があり、最終

でも、初めて訪れる日本は楽しみである半面、日本

的に外国人、地域、日本の幸せにつながるのは間違

語を話せないことにとてつもない不安も抱いていま

いありません。

す。みなさんも自身の海外旅行経験を思い出してい
5
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2 「心のバリアフリー」先進事例紹介
岐阜県高山市

誰もが安心してひとり歩きできる
市民にもてなしの心が息づくまち
東京から東海道新幹線で名古屋乗り換え、ローカル特急「ワイドビューひだ」に乗車すると、外国人
乗客が多いことに気づく。彼らの主な目的地は岐阜県高山市。成田・羽田、関西といった日本のゲート
ウェイからのアクセスが複雑で時間がかかるにもかかわらず、高山市の年間の外国人宿泊者数は年間 46
万 1000 人（2016 年）を数え、2017 年は 50 万人を突破する見通しだ。
人口約 8 万 9000 人、他の地域と同じく高齢化率が 3 割を超えるこの地方都市に、なぜ人口の 5 倍以
上の外国人が訪れているのだろうか。そこには行政の先進的な施策とともに、遠方からの旅人をもてな
す市民の心があった。

1 30年にわたるインバウンドへの取り組み
年の外国人宿泊客をエリア別でみると、アジアが

人口の5倍の外国人が宿泊するまち
北アルプスのふもと、山々に囲まれた立地ながら、

59.4％と過半数を上回るものの、ヨーロッパ20％、

江戸時代に幕府直轄の天領として栄え、小京都の面

北米5.7％、オセアニア5.5％と、他の地方に比べ、圧

影を残す岐阜県・高山市。今この地は、日本人観光

倒的に欧米豪からの来訪者が多いのも特徴だ。世界

客はもとより、日本を訪れる外国人の間で熱狂的な

的な旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」が調

人気を誇る。

査した2017年の人気上昇中旅行先でも、アジア部門

まちなかの「古い町並」に代表される江戸時代の

でトップの石垣島に次ぐ2位にランクインしている。

面影を残す風情、奥飛騨温泉郷、奈良時代に始まる

一方で、東京オリンピック・パラリンピックが開

匠の伝統工芸、近郊の世界遺産・白川郷、飛騨牛や

催される2020年に政府が目指す訪日外客数目標は

朴葉味噌といった豊かな食など、複合的な“日本の田

4000万人である。日本総人口の3分の1に当たる海

舎の原型”が、東アジア、東南アジア、欧米豪と国籍

外からの旅行者を迎えるというだけでも、日本が今

を問わず外国人の心をつかんでいる。

まで経験したことのない規模というのに、高山市は

高山市には、2016年に451万1000人の観光客が

すでに何歩も先を進んでいるわけだ。そのすごさの

訪れ、このうち市内に宿泊した外国人観光客は46万

理由は、実際に訪れてまちを歩くと、次々に浮かび

1000人に上った。高山市の人口約8万9000人に対

上がってくる。

し、5倍以上の外国人を受け入れた計算になる。観光
消費額は約1000億円で、観光波及影響額も2210億

困っている人を放っておけない

円に上った。

JR高山駅から出格子の町屋が連なる古い町並まで

2015年度から10年のまちづくり指針「第八次総

は歩いて約5分。昔ながらの伝統的な町並に目を奪

合計画」で策定された外国人観光客数の中間目標で

われながらも、雪深い季節でも雪に足を取られるこ

ある2019年・40万人はすでに突破。この計画では

とはない。高山市のインバウンド施策に携わってき

2024年に70万人を目指している。

た高山市役所企画部部長の田中明さんは、
「高山市

高山市を訪れると、さまざまな国の人がこのまち

は誰にもやさしく、そして歩きやすいまちを目指し

の風景に溶け込んでいることに驚かされる。2016

てきました。外国人旅行者の増加も長年の取り組み

6
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高山のおもてなしの歴史を物語る観光名所
「高山陣屋」

真冬でも朝市は健在。名物の漬物や甘酒、手作り 観光客に人気の古い町並の一つ、上三之町
の工芸品などが並ぶ
（上）宮川朝市、（下）高山陣屋朝市

の成果だと思います」と語る。

でしょうか。隣近所との密な付き合い、祭りへのま

冬場の降雪を側溝に流し入れるグレーチング整備

ちを挙げた参加といった昔ながらの閉鎖的なところ

はその一つ。あらためて意識しながら周囲を観察す

もありますが、困っている人を見たら放っておけな

ると、快適に通行できるフラットな遊歩道、車いす

いのが高山の市民性だと思います」と話す。

やオストメイト対応の多目的トイレ、散策途中に腰

実際、江戸時代に代官所だった高山陣屋には、代

かけられるベンチなど、バリアフリーに対する取り

官を迎えるために地元の人々が酒や食事を準備して

組みが目につく。

振る舞った記録が残されている。

中心街のあちこちには行き先と方向、距離を多言
語で記した案内板があり、外国人旅行者も特に困る

モニターの声を聞いてつかんだニーズ

ことなく、まち歩きを楽しんでいる。登録すれば7

高山市のインバウンドへの具体的な取り組みは、

日間無料で利用できるWi-Fiを利用して旅の様子を

30年以上前にさかのぼる。最初のきっかけは「昭和

SNS投稿したり、行き先を検索したりする姿も見受

の56豪雪」
（1981年の大豪雪）によって冬期の観光

けられる。

客が激減したこと。

市最大の観光スポットである古い町並を形成する

地域経済が多大なダメージを受けたことで、地元

さんまち通り、安川通り、まちの中央を流れる宮川

企業のみの谷グループの社長だった蓑谷穆さん（故

を見下ろす中橋周辺に連なる飲食店や小売店は、ほ

人）が観光産業の重要さを訴え、翌1982年に当時任

とんどが店先に英語、さらに各国の言語で書かれた

意団体に過ぎなかった観光協会を「社団法人飛騨高

写真付きのメニューが歓迎のメッセージとともに出

山観光協会」として発足させ、会長に就任。民間活

ている。

力を引き出し、官民一体となった強力な観光事業、

そして、何よりも驚かされたのが、旅人に対する

組織づくりに乗り出した。

市民の温かさだ。実際、まちのあちこちで「こんな

この組織が現在の一般社団法人飛騨・高山観光コ

遠くの山里に来てもらってありがとうなあ」と何度

ンベンション協会であり、蓑谷さんはのちに国土交

も声をかけられた。日本人だから、外国人だから、

通大臣が認定する「観光カリスマ」にも選ばれた。

ではない。この言葉が、このまちの心のバリアフリー

1986年には高山市が国から国際観光モデル地区

のすべてを表している。

に指定され、
「国際観光都市」を宣言。いち早く外国

一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会

人旅行者による経済活性化に注目した。1996年に

で事務局長を務める駒屋義明さんは、
「これは私が

はモニターツアーを実施して高齢者や障がい者同

勝手に思っていることですが、江戸時代に天領とし

様、外国人旅行者に改善点などを直接聞き、施策に

て代官が派遣される中で、自然と地域外から来る人

取り入れてきた。市民にとって過ごしやすいまちは、

をおもてなしする風習が根づいていったのではない

旅行者にとっても過ごしやすいまちであるべきとい
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飛騨・高山観光コンベ
高山市ホームページの

ンション協会ホーム
ページ。情報はもちろ

観光情報サイト、ロシア

ん、申請シートがダウ

語 バ ー ジ ョ ン。ホ ー ム
ページは11カ国に対応

ン ロ ー ド で き た り と、
サポート体制も充実

う考え方である。

ンド対応をさらに強化。東日本震災の影響で訪日客

情報バリアを除くための多言語併記の誘導看板、

数は一時落ち込んだものの、トップセールスをはじ

外国語ホームページによる11カ国語での情報発信、

めとする精力的な対外プロモーションの効果もあっ

無料Wi-Fiの整備もその一環だ。政府がインバウンド

て需要の回復は早かった。

に着目し、ビジット・ジャパン・キャンペーンがス

そして2020年夏季オリンピック・パラリンピッ

タートしたのは2003年なので、かなり前から取り

クの開催が東京に決定した2013年には、震災前を

組んでいたことになる。

大きく上回る22万5000人の外国人が宿泊。2017年

高山市は2011年に海外戦略室を設け、インバウ

※資料①

は大台の50万人を超えた。

高山市の受け入れ体制

■インフラ整備

■海外PR

⒈ 誘導案内の多言語表記

⒈ 観光ホームページの多言語化

外国人が安心して一人歩きできる環境づくりを目

英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、フラン

指し、多言語表記の誘導案内板を設置。支柱型40カ

ス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガ

所、路面埋込型65カ所・260枚

ル語、ロシア語、タイ語の11言語で発信。2014年に
はモバイル版も作成

⒉ 外国語パンフレットおよび散策マップ作成
外国語パンフレットは英語、韓国語、中国語（繁

⒉ JNTOの海外事務所に外国語パンフレット設置

体字、簡体字）
、フランス語、タイ語、スペイン語、イ

ソウル、北京、上海、香港、台湾、バンコク、シン

タリア語の8言語。市街地の散策マップは英語、中国

ガポール、シドニー、ロンドン、フランクフルト、パ

語（簡体字、繁体字）、フランス語、ドイツ語、スペ

リ、ニューヨーク、ロサンゼルス、トロントの計14都

イン語、イタリア語、韓国語、タイ語に加え、2016年

市

にはヘブライ語のマップを作成し、約1万人に上るイ

⒊ トップセールス、海外で開催される観光展・旅行博

スラエル人旅行者に対応している。

への出展
台北やタイなどメジャーな場所だけでなく、ルク

⒊ 無料Wi-Fiの提供
まちなかで7日間、無料Wi-Fiを提供。SNSなどによ

センブルク、ストラスブール、イスラエルなど幅広

る魅力発信、台風や地震などの緊急情報発信、マー

くプロモーションしているのが特徴

ケティングにも活用されている。

⒋ 海外旅行代理店、メディアへのセールス

⒋ 通訳ガイドの育成・確保
まちなかに外国語対応の観光案内人を配置、ボラ
ンティア通訳の活用、高山市・飛騨市・下呂市・白
川村で通訳ガイドができる特例通訳案内士を養成
⒌ 日本政府観光局（JNTO）認定、外国人観光案内所の
設置
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市内のほとんどのエリアをカバー

飛騨・高山観光コンベンション協

するFree Wi-Fi。市内各所にステッ
カーを貼り、外国人観光客にわか

会と地元の銀行が連携し、設置さ
れた両替機。12カ国の通貨から日

りやすいよう配慮されている

本円への両替が可能

市内の郵便局の案内表示も5カ国語対応

※資料②

高山市の取り組み経緯

西暦 和暦
1981
1982
1986

S56
S57
S61

1987
1990
1996

S62
H2
H8

1997
1998
1999
2003
2005
2007

H9
H10
H11
H15
H17
H19

2008

H20

2009

H21

2010

H22

2011

H23

施策や主な出来事
56豪雪より冬場の観光客が大幅に減少し危機感が高まる
社団法人飛騨高山観光協会発足
国際観光都市宣言、国際観光モデル地区に指定、
観光案内誘導看板整備（英文表記）
飛騨観光案内所（JR高山駅前）
「i」案内所に指定
5カ国語会話集作成（英、仏、独、韓、中）
バリアフフリーのまちづくり開始
（モニターツアー）外国語HP開設、現在は11言語に対応
台湾への誘客活動を開始。以後、中国、タイなどにも
外客来訪促進地域に指定、英語のウェルカムマップ作成
飛騨・高山コンベンションビューロー設立。国際会議都市に指定
小泉首相が「訪日外国人旅行者の倍増」を表明
市町村合併で新高山市が誕生
外国語版散策マップ作成（英、中、仏、伊語）
ミシュラン・オレンジブックで三ツ星獲得
リーマンショック
外国語版散策マップ作成（西、独語）
CITM（上海）に市単独で出展
観光ホームページにタイ語追加
市単独でBITM（北京）
、ITE（香港）
、CITM（昆明）に出展、
外国語版散策マップ作成（韓国語）
外国語版散策マップ作成（タイ語）
＠WTF（上海）に出展（クレア北京ブースに参加）
東日本大震災発生
海外戦略室設置
戦略的な職員の派遣
海外戦略ビジョン（誘客・交流・物販の一体的な促進）策定
一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会設立

外国人数
（人）

約17,000

40,280
37,001
48,449
89,500
132,300
171,180

148,000
187,000
95,000

（社団法人飛騨・高山観光協会と飛騨・高山コンベンションビューローを統合し、一般社団法人化）

2012

H24

2013
2014
2015
2016

H25
H26
H27
H28

外国語HP全面リニューアル
SNS発信スタート
TITF（タイ）に広域連携
CITE（広州）に市単独出展
昇龍道プロジェクトに参加
古い町並等外国語ガイド
2020年夏季五輪の開催地が東京に決定
無料Wi-Fiスポット12カ所整備
ブランド・海外戦略部設置
外国人宿泊数が過去最高の46万人になる

151,000
225,000
280,000
364,000
461,000

（注）太字は日本全体のインバウンドにかかわる出来事
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2 市民の心がつなぐ交流

―こんな田舎に来てくれて本当にありがとう―
CASE STUDY ②

小売店

そばの食べ方を漫画で説明
高山市の外国人旅行者に対するおもてなしの基盤となっているのが、前
述した行政による受け入れ体制だ。多言語パンフレットやホームページは
もちろん、消費税免税制度の活用促進に向けて研修会を開催したり、おも
てなし国際化促進事業として補助金を交付するなど、民間企業の取り組み
促進に向けた施策も充実している。
もっとも、行政の支援だけで観光立国は進まない。「行政の施策は土台
に過ぎない。事業者をはじめ、市民の皆さんの取り組み、気持ちが、今の
高山のインバウンドをかたち作っている」と高山市役所企画部部長の田中
さんは力を込める。
こうした市の補助金を活用して、メニューや看板の多言語化を進めた飲
古い町並の建物も味わい深いそば店「恵比寿
本店」

食店も数多くある。古い町並の一角をなす伝統的建物群保存地域である上
二之町にある老舗そば店「恵比寿本店」もその一つ。
そばの食べ方に悩む外国人旅行者が多かったため、補助金を利用してつ
ゆのつけ方、薬味の使い方、蕎麦湯についてなど、そばにまつわる知識を
英語や中国語、韓国語、スペイン語などでわかりやすくまとめた漫画リー
フレットを作成。外国人旅行者に配布している。着物姿の女性や飛騨高山
名物の「さるぼぼ」が描かれた漫画リーフレットは持ち帰りができ、日本
旅行のお土産としても大好評だ。
恵比寿の各テーブルに置かれた落書き帳には、各国語による感想やお
礼の言葉、イラストがびっしり。今では自主的に英語の勉強をするスタッ
フも多く、店内では日本語と英語が飛び交っている。女将の伊藤圭子さん
は「最初は（外国人旅行者への対応が）未知数で戸惑いも多かったけれど、
壁に当たっては英語メニューを用意したり、スタッフ間で片言の英会話を
練習したりして、改善してきました。漫画のリーフレットを作ったのは、

そばの食べ方やそばのミニ知識などを漫画で
紹介したパンフレット。こちらはスペイン語
バージョン

東京でデザインを学び、外国人の友人も多い娘です。みんなで力を合わせ
ておもてなしすることで、次回もまた高山に来たいと思っていただけると
うれしい」と話す。
ストレスフリーが一番大切
トリップアドバイザーが外国語の口コミ評価をもとにした「外国人に
人気の日本のレストラン2016」で全国トップに選ばれたのが、JR高山駅
近くにある「平安楽」だ。創業50余年、2代目の夫婦二人で切り盛りする
中華料理店は、昔ながらのこぢんまりした店構え。だが、店内に足を踏み
入れると、さまざまな国の人たちがラーメンや餃子、から揚げに舌鼓を打
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ち、主人、女将と英語でフレンドリーに会話しているアットホームな雰囲
気が広がる。
「最初から英語が話せたわけではありません。夫婦で20年もやっている
から、必要に迫られて少しずつできるようになっただけ」と微笑みながら
話すのは女将の古田直子さん。2000年代に入り、外国人客が増えるよう
になり、肉抜き、ベジタリアンといった細かい要望にも一つひとつ対応し
ているうちに、いつしか世界的なヴィーガン情報サイト「HAPPY COW」
にも掲載されるようになっていた。多言語メニューも、夫婦の人柄に惚れ

アットホームな雰囲気の「平安楽」の店内に

込んだスペイン人やドイツ人客が、自ら母国語で作って提供してくれたこ

は、ここを訪れた外国人観光客から届いた絵

ともある。

ハガキがいっぱい！

「私たちにだってできたのだから、英語がわからない、相手が外国人だ
からと怖がる必要はありません。例えば、中華料理店だったら、まず玄関
先に“Chinese restaurant”と掲げ、2～3品でいいから英語のメニューを用
意することから。ストレスフリーが一番大切です」。苦労した経験をもと
に話す古田さんの言葉は重い。

アレルギーのある人やベジタリアン、ヴィー
ガンなどに配慮し、わかりやすい絵と簡単な
英語表記のメニューも用意

挨拶くらい母国語で交わしてあげたい
平安楽の古田さんと同じく、高山の素朴で温かなおもてなしを語るうえ
で欠かせない人物が、
「飛騨高山 郷土料理

京や」の女将、西村京子さん

だ。
「いらっしゃい。東京からようお越しくださいました。これが、うちが
コツコツと作ってきたものよ」
。ざっくばらんな語り口で見せてもらった
のが、世界各国の言葉で「ありがとう」「肉」「漬物」「会計」などが手書
きされたシートの厚い束だ。ところどころ書き足され、古びて破れそうな
シートもあるが、この使い古された状態にこそ、店の試行錯誤がうかがわ
れる。
取材日もタイ人のカップル、台湾人のファミリー、地元のサラリーマン
などさまざまな客でにぎわっていた。京やは、日本の昔ながらの民家の佇
まいの空間で、炭火焼きの飛騨牛をはじめとした郷土料理が味わえるのも
人気の理由である。
もちろん、女将が各国語を話せるわけでも書けるわけでもない。秘伝の
シートは、女将やスタッフがすべて耳で聞き取った発音をカタカナで記し
たものだ。その数はインドネシア語、ヘブライ語など30カ国語以上。

長年かけて各国の言葉を書き留めてきた“京や
の虎の巻”。上はイタリア語、下はヘブライ語

「たとえ、“Where are you from?”が通じなくても、地球儀を見せて『ど
こから来たの？』と指させばコミュニケーションできるでしょ。挨拶ぐら
いはその国の言葉でしたいじゃない」。そんな女将の一貫した姿勢が、片
言だけど、自国語で温かく迎えてくれるおいしい店があるという口コミと
して爆発した。
「友人に評判を聞いた」と言って訪れる外国人旅行者も後
を絶たない。
京子さんの息子である京や代表取締役の西村直樹さんは、「日本人も外
国人も関係ない。来てくださるお客様を受け入れようという気持ちでした
が、かつては外国人対応に苦慮する飲食店が大半で、我々も悩んだ時期も

「京や」のレジ脇には珍しいものも含め、世界
各国のお札がずらり！みんなこの店を訪れた
外国人観光客が記念に…と置いていったもの
だという
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ありました」と吐露する。座敷に全員が靴のまま上がったり、高山名物・
朴葉味噌の注文を受けて出したら、葉ごとバリバリ食べられたりして絶句
したこともあった。
「外国人旅行者を受け入れるためには、メニューの写真と英語併記、無
料Wi-Fi、クレジットカード決済の3つが欠かせません。これまでを振り返
ると、“度胸と慣れ”という言葉に尽きます。でも、こんな田舎まで足を運
んでいただいて、喜んでいただけるのが本当にうれしい。もっともっとコ
ミュニケーションしたい」。つい先ほどまでタイ人観光客と楽しそうに話
していた直樹さんは、こちらを振り返った瞬間、真っすぐな視線を向けて
こう語った。

CASE STUDY ②

小売店

高山を起点に日本を発信
一般的にインバウンドというと、旅行や宿泊、交通といった観光産業の
ためのビジネスという印象が強いかもしれないが、実は通信、不動産、印
刷、人材派遣など、あらゆる事業者との関わりがある。その筆頭がお土産、
「まるひゃく」の店内には、奥洞さんが日本全
国を回って集めた“Made in Japan”の伝統工
芸品が並ぶ

免税で注目される小売業だろう。
古い町並近くで箸、印伝、陶器、のれん、ひな人形など和の雑貨を扱う3
店舗を構えているのが、「まるひゃく」だ。地元・高山産だけでなく、全国
各地の伝統工芸品を取り扱う同店は2014年からいち早く免税店化した。
店内のあちこちには免税ロゴがあってわかりやすく、合計数万円の品を買
い求める外国人も少なくない。取材時も、ふらりと立ち寄って、スタッフ
と笑顔で会話する欧米人の姿をよく見かけた。
まるひゃく代表取締役で、安川商店街振興組合理事長も務める奥洞洋

免税手続きの効率化を図るため、「パスポー
ト持参」
「金額は5000円以上」という2つのポ
イントを表記したパンフレット。 免税手続
き終了前に、パスポートを持って来ていない
ことに気づく外国人観光客もいることから考
案したという

一さんは、古い町並に隣接する商店街の景観についても気を配ってきた。
アーケードの補修やリニューアル、柔らかい暖色のLED、融雪設備など、
市や県と連携して取り組んでいる。「ここを起点に日本の良さを発信でき
たら」と力を込める。
お金が動けば心も動くのが商売人
全国で初めて、一つの商店街（本町三丁目商店街）として免税の一括カ
ウンターを設置したのが、
「中田中央薬品」代表取締役の中田智昭さんで
ある。高山市の観光スポットである古い町並から通りを一本離れた本町三
町目商店街は、寺社や観光施設などの集客の目玉がなく、売上減少、空き
店舗の増加などが深刻な課題だった。
中田中央薬品としては、すでに免税店登録し免税手続きを行っていた
が、商店街の理事長として「一括で免税できたほうがお客様に喜ばれる」
「他の商店街との差別化のためにも先行したい」と考え、周囲の店舗に提

本町三丁目商店街を進むと「免税」の文字と
かわいいアニメキャラの女子がお出迎え

案。免税手続きカウンターがある中田中央薬品に行けば、手続きを委託し
た店で買った商品も合わせて免税手続きできるようにした。
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最初は4店舗で始めたが、自分の訪日外国人対応の経験を話すことで周
囲にも徐々に浸透。現在は7店舗となり、昨年比で手続き回数1.6倍、売上
も10％伸びた。さらに、“全国初”ということで視察や取材が増えて商店街
の認知度が上がり、空き店舗が埋まるという思わぬ効果もあったという。
中田さんは、
「手続きが大変だったと思ったことは一度もありません。お
金が動けば心も動くのが商売人。商店街全体が前向きになってきました」
と話す。

「中田中央薬品」の外観はごく普通のドラッ

多言語表記だけでなく、使い方の案内にも気を配っているという中田さ
ん。例えば、中田中央薬品でアジア人に売れ筋の膝のサポーター商品は、

グストア。しかし、ここに毎日多くの外国人
観光客が足を運ぶ

そばにメジャーを置いて実際に測ってもらい、M、Lなどのサイズをわか
りやすく案内している。外国人旅行者の「日本大好きオーラ」を感じるの
がうれしくて、「ずっと接客していたい」とも語る。
危機感と前向きな姿勢が、衰えつつあった商店街を再び変えようとして
いる。

CASE STUDY ③宿泊施設
飛騨言葉、料理を守り続けたい
JR高山駅から徒歩20分。古い町並を抜けて、東山寺町に宿を構えるのが
「山久」だ。館内に入ると、豆ランプやラジオなどアンティークが並び、レ
トロな雰囲気にホッとする。外国人から日本人のひとり旅まで客層は多様
で、スタッフの一部は英語を使いこなしてコミュニケーションをとってい
る。飛騨で生まれ育った“かかさま”たちによる料理が人気だ。
1泊7500円からとリーズナブルにもかかわらず、ロビーの無料コー
ヒー、チェックアウト後に高山駅で荷物を受け取れるサービスなども充
実。外国人向けにシャワールームも設置した。4月などは外国人率が8割に
上る日もある。最初はノーショーやマナーの違いにも悩まされた。「メー
ルなどの手間はかつての数倍かかりますが、ノーショーが一番痛手なので
こまめに対応しています」。
女将の山下良子さんによると、もともと外国人は多かったが、2012
年にトリップアドバイザーのアワード受賞を機にアジア圏の旅行者が急
増。リピーターの外国人もいる。「最初はスタッフの誰一人英語が話せま

静かな東山寺町にたたずむ、国内外問わずリ
ピーターも多い民宿「山久」

せんでしたが、物怖じしない姿勢、理解しようという気持ちが最も大切。
スタッフには自然体で、言葉は飛騨弁でいい。笑顔は万国共通と言って
います」。
英語の説明マニュアルは用意していないが、例えば「出汁＝Stock、
Soup、Fish」など単語を組み合わせて工夫している。習うより、慣れよ。
山下さんは「最近は日本人のお客様に英語で話しかけてしまうスタッフ
もいるんですよ」と微笑む。飛騨の言葉、料理を守りながら、外国人に
も懸命に対応してきたからこそ、今これだけ愛されていることがうかが
える。

館内のレトロなアンティーク家具や、美しく
展示されたガラス細工の器なども外国人観光
客に好評。居心地のいい空間にほっこり！
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特別な対応は何もしていない
高山を訪れると、心のバリアフリーはあえて取り除くことでなく、すべ
てを受け止めて、困っている人がいたら「やらんなんろ」という精神で
市民が対応している様子がうかがえる。高山屈指の名旅館「本陣 平野屋
花兆庵」の女将、有巣栄里子さんの「外国人のお客様だから、障がいのあ
るお客様だからといって、特別な対応は何もしていません。来てくださっ
たお客様の笑顔を見たい。どんなお客様にも喜んでいただくことが一番大
切だと考えています」という言葉が、このまちのあり方を物語っている。
高山市のまちなかにある花兆庵は28の客室に対し、70人のスタッフを
抱える。もちろん、最初は生活習慣の違う外国人旅行者の対応が難しく、
失敗の連続だったというが、欧米のスタイルに合わせて宿泊施設の泊食分
離が進む中で、日本旅館らしい1泊2食、季節のしつらえ、スタッフの温か
いもてなしを守り続けてきた。
花兆庵は学生のインターンシップを積極的に受け入れたり、若手社員向
けに寮を整備するなど、これからの観光産業を担う人材育成にも力を入れ
ている。そんなインターンシップの学生のアイデアから、風呂の入り方や
旅館での過ごし方を英語で解説したイラスト入りのパンフレットも生ま
れた。

インターンシップの学生たちが制作した「本陣 平野屋」の『RYOKAN MANUAL』。館内案内はもちろん、浴衣の着方から日本酒の楽しみ方、お風呂
の入り方まで写真やイラストを多用し、わかりやすく紹介。今後は中国語バージョンも予定しているという

◇

◇

◇

こんな田舎に来てくれてありがとう――。高山市を訪れて、この言葉を
何度聞いただろうか。多様な文化に恐れることなく、まちを訪れる旅行者
と接して、お客様から教わる。自然な温かいサービスが、心のバリアを解
き放ち、おもてなしのまちをつくっている。
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企業・地域の取り組み事例

第３章では、訪日観光客を受け入れている企業・地域への取材を通し、「心のバリアフリー」実現のため
に有効な工夫や課題を明らかにする。秋葉原電気街振興会、船清、ニッポンレンタカーサービスの３者
に話を聞いた。

取材対象者
秋葉原電気街振興会
観光委員

船

清
女将

石原直幸氏
伊東陽子氏

ニッポンレンタカーサービス

上阪克之氏
白井祐子氏
営業本部 No1. サービス推進部 CS 推進課 課長 荒木孝文氏
営業本部 No1. サービス推進部 CS 推進課 課長代理 久保田晃久氏
営業本部販売推進部

営業本部販売推進部

国際営業部

副部長
主任

調査対象の3者は、いずれも訪日観光客の受け入

ニッポンレンタカーは、日本のレンタカー業界を

れに関して日本を代表する企業・地域だ。秋葉原は

代表する会社の一つとして、大量の外国人観光客へ

日本の外国人観光客受け入れの原点ともいえる地

の対応という業界にとって初の現象であり、なおか

域。今から50年以上も前に開催された前回の東京オ

つ最先端の課題に取り組んでいる最中だ。

リンピックの際には、すでに秋葉原は外国人観光客
や来日した大会関係者らの間で認知度の高い観光ス

観光ビジネスに欠かせなくなりつつある

ポットだったという。

訪日外国人観光客

船清は屋形船という日本独特の遊覧船事業を通じ

秋葉原の街に外国人のための免税売り場が登場

て、30年以上前から外国人観光客や外国人ビジネス

したのは1972年。訪日外国人旅行者数は当時まだ

接待客を数多く受け入れてきており、日々の営業を

約72万人で、現在の約40分の1でしかなかった時

通じて蓄積された対応ノウハウの豊富さは注目に値

代である。当時世界に名を轟かせていたメイド・イ

する。

ン・ジャパンの電気製品を求めて、すでに数多くの

図１

50年以上前から多数の外国人観光客を受け入れてきた（秋葉原）

15

15̲19̲バリアフリー調査3章̲企業・地域.indd 15

2018/03/22 14:31

図２

屋形船は日本文化が凝縮されたアトラクション（船清）

外国人観光客が秋葉原電気街にやってきていた（図

の和が凝縮したアトラクションとして人気が高いの

１）
。その後、街の主力客がパソコン愛好家、パソコ

だという（図２）
。

ンゲームのソフト購入者、ゲームのキャラクターを

国土交通省によれば外国人のレンタカー利用者数

モチーフとした各種製品の購入者へと時代を追って

は2011年には17万9000人だったが2015年には70

変遷し、さらに近年はアイドル・オタクがこれに加

万5000人と約4倍に増加している。ニッポンレンタ

わり、現在はアニメやゲームのキャラクターやアイ

カーでも外国人観光客の利用が増えており、販売推

ドルが好きな人々の聖地として海外からも数多くの

進部・副部長の上阪克之氏によれば「北海道、沖縄

OTAKUが集まる街となった。

といった人気地域や、国際線が多数乗り入れている

街の変遷を見続けてきた秋葉原電気街振興会の石

東京・大阪はもちろん、最近では東北をはじめとす

原直幸氏によれば「外国人観光客が急増し始めたの

る地方部での利用が増えているのが特徴で、2年ほ

は2000年代に入ってから。現在は世界中のあらゆ

ど前から地方化が加速している」とのことだ。8割以

る地域からやって来る。先日、ある免税売り場で調

上がアジアからの旅行者だが、欧米豪からの需要も

べてみたら1カ月の間に、アフリカの10カ国を含む

増加傾向にあるという。レンタカー事業にとって訪

世界103カ国もの人々が来店していた」ほどだ。

日外国人市場は期待の成長市場であり、
「外国人利

外国人観光客を早くから受け入れてきた船清は乗

用客は滞在期間も長く単価も高いので、その意味で

船客の40％近くを外国人観光客が占めるという。女

もレンタカー会社としては注目している」
（上阪副

将の伊東陽子さんによれば同社は「来る者は拒まず

部長）という（図３）
。

だが、積極的に外国人を取りに行って
はいない」との方針で、実は「外国人
観光客向けのプロモーション活動は一
切行っていない」という。それでも訪
日外国人旅行者の急増に伴い乗船客も
右肩上がりで増加。特にこの2年ほど
外国人観光客の増加が著しく、北欧や
南米からの観光客もやって来るように
なってきたとのことだ。半纏を着たス
タッフが出迎え、提灯が揺れる日本情
緒たっぷりの和船に乗り、東京湾の美
しい夜景を眺めながら、畳の部屋で刺
身、天ぷらを味わえる屋形船は、日本

図３

訪日外国人のレンタカー利用は成長市場（ニッポンレンタカーサービス）
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ういうサービス

日々の外国人受け入れに際して異文化摩擦も多発
訪日外国人観光客を、実際のビジネスの場で数多

はしていないの

く受け入れてくる中で、さまざまな異文化摩擦や戸

に当日になって

惑いも経験している。ニッポンレンタカーで顧客

『ウェルカムドリ

サービスを担当する荒木孝文課長は「他車との接触

ンクを付けろ』

や自損事故を起こしても、多少の接触や車の損傷は

といったリクエ

『事故』のうちに入らないと主張する外国人は多く、

ストをしてくる。

日本との認識のずれを感じることが多い。国際運転

間に入ったエー

免許証に関してもさまざまな種類があり、有効期間

ジェントも断る

に関する制限もあるのに、そうしたルールを理解し

べきことも断れ

ないまま来日し『ルールにより車を貸し出せない』

ずにおろおろす

と告げるとトラブルになるケースもある」。また販

る ば か り。で き

売推進部の白井祐子主任は「12月に来日して成田

る、できないをはっきりさせる文化に対応するには、

空港で車をレンタルし、ノーマルタイヤのまま青森

こちらも明確に線引きしておく必要がある。おもて

へ向かってしまい現地で立ち往生した香港人旅行者

なしといった曖昧な発想では対応できない」
（伊東

がいた。スタッドレスタイヤをリクエストしないで

さん）のが現実だ。

図５

 ぼりには「No Smoking Area」と
の
入れている（秋葉原電気街振興会）

冬の青森へ行く日本人はさすがにいないが、香港か

秋葉原が電気製品を主力に販売してきた時代から

らの旅行者にはそもそも雪道を走るという想定がな

直面してきた課題は、値段交渉だった。日本の小売

かったようだ」と驚く。

業界は表示価格での販売が基本で、値段交渉を受け

船清は和文化を凝縮したアトラクションだけに、

入れる小売文化は一般的でない。しかし海外では値

文字通りの文化摩擦は日常茶飯事だ。
「座敷の入り

段交渉が当たり前の国は多く、そうした国々からも

口で『なぜ靴を脱がなければならない』と説明を求

数多くの観光客が秋葉原へやって来る。
「日本の表

められ、そうこうするうちに大行列ができてしまい

示価格は、もともと値段交渉を前提とした価格では

乗船するだけで大騒ぎになったフランス人団体客が

なく、適正価格で値引きのできない価格だという認

いた。中国人客は周囲にお構いなしに大声で盛り上

識はなかなか理解してもらえない」
。

がってしまい、他の客が引いてしまうこともしばし

最近では喫煙問題も浮上している。千代田区が路

ば。別の国の乗船客はトイレで使用済みの紙を流す

上喫煙を全面的に禁止しており、喫煙者とのトラブ

のではなく汚物入れに入れてしまい悪臭が発生し

ルになりがちだ。特に海外からの旅行者は、そうと

た。トイレで紙を使わない国から来た乗船客がトイ

知らずに喫煙してしまうケースも少なくない。とは

レの壁に汚物をなすり付けてしまったトラブルも

いえ黙認するわけにもいかない。秋葉原電気街振興

あった」（伊東さん）。

会では「No Smoking Area」と記した36基ののぼり

商習慣や時間感覚の違いを感じることも頻繁にあ

を立て周知を図る努力をしている（図５）
。

るという。乗り合い船であることを知っているはず
なのに乗船時間に大幅に遅れて来る。乗り遅れた外

外国人受け入れ経験の積み重ねが解決策を導く

国人客を仕方なくモーターボートで屋形船まで送り

こうした摩擦を乗り越える力も、外国人との日々

届けてあげても当然という顔で礼も言わない。乗り

の接触の積み重ねの中から育まれているようだ。そ

遅れた自分を棚に上げて1時間近くもクレームを言

れぞれの事態に直面している3者とも、外国人客を

い続け、あげくに他の屋形船を用立てろと言い出す。

拒否するのではなく、むしろ前向きに摩擦を乗り越

自己主張や交渉事が当たり前の国から来る旅行者

えることに意欲を見せているのがその証拠だ。

の中には、交渉次第で有利な条件を引き出そうとい

秋葉原では現在、値段交渉が普通に行われるよう

う意識が強すぎる者が少なくない。
「そもそも、そ

になっている。日本でも家電ショップでは値段交渉
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が当たり前になっているが、家電の値段交渉のルー

言語対応は必須だが全てではない

ツは外国人に家電製品を大量に販売していた時代

事業の性質上、規則や契約内容を正しく伝えるこ

の秋葉原電気街の手法の可能性がある。秋葉原では

とが最優先されるレンタカー事業の場合は、言語対

「値切ってくる客を突っぱねるだけでは、客側の楽

応に力を入れる。まず顧客に渡す手引き、案内類を

しみを奪うことになる。値切り交渉はエンターテイ

刷新している最中だ。利用方法、料金とその内容、

ンメントとしてのコト消費の面もある。そのあたり

給油や標識に関する注意事項、保険とその内容、緊

を理解して接客すると、意外に客との間にも信頼関

急時対応などを1冊にまとめたパンフレットを中国

係が生まれ、面白いことに次の商品は値切られない

語、英語、韓国語、タイ語で用意しているが、これ

ことがあったりもする」（石原氏）そうだ。

をビジュアルも刷新してより見やすくまとめた最新

秋葉原で外国人客がひっきりなしに来店し、大繁

版に入れ替えている（図3-右）。カーナビも英・中・

盛の立ち食い蕎麦の店がある。最初は外国人が来店

韓に対応しているが「現在は旅行者自身がスマホの

しても食券システムの説明もままならず、片言の英

カーナビ機能を活用することも多いようだ」
（CS推

語で四苦八苦していた。しかし嫌でもやって来る外

進課課長代理・久保田晃久氏）
。

国人客を受け入れ続けていく中で、写真での説明を

一方、従業員に対する言語サポートも強化してい

取り入れたり、実用性の高い単語や言い回しをピン

る。外国人客に対しての説明を手助けするツールと

ポイントで覚えて駆使したり、現場のさまざまな工

しての「接客対応・多言語会話集」もそのひとつ。

夫で乗り越えて現在の繁盛があるそうだ。石原氏は

英語、中国語、韓国語、タイ語と日本語が併記され

「好むと好まざるとにかかわらず、外国人客を受け

ており、日本語表記を頼りに必要な文章を指差しす

入れ続けていく中で工夫が生まれ、それが洗練され

れば外国人客に内容が伝わる。このほか外国人客へ

て行き外国人客にとっても快適な環境が整うことに

の説明に使用する「Usage Guide」
（図8）も用意し

つながる」と指摘する（図６）。

ている。

船清も日々の経験を糧に受け入れの改善を積み

ただし個々の従業員に対する特別な言語トレーニン

重ね、円滑に外国人客を受け入れられるようになっ

グなどは行っていないという。国際空港の営業所な

ているという。たとえば靴を脱ぐスペースを工夫し

どには多言語スタッフを配置しているが、それ以外

た結果、スムーズに乗船できるようになったり（図

は特別な人員配置や教育はしておらず、会話集の配

７）
、乗船客の国ごとの特性を考慮して配船したり、

布やEラーニングシステムによるトレーニングを呼

外国人客との間に入るエージェントとの打ち合わせ

び掛けている程度。むしろ24時間対応の電話多言語

を事前に綿密に行うなど、経験を常にフィードバッ

通訳サービスを活用し外国人客の接客に役立ててい

クして改善につなげている。

るという。
秋葉原や清船も言語対応の重要性は
指摘するが、完璧である必要はないと
説明する。「言語対応は大切だが、ブ
ロークンで十分。秋葉原での経験から

図６ 多
 くの外国人観光客が訪れる立ち食い蕎麦店では英語で券売機の説明を掲示
（秋葉原）

図７ 靴を脱いでと伝えるマットを用意するなど工
夫を重ねる（船清）
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言えば、ゆっくり話せば通じる。まず片言でも何で

くことと、片言でも話すという積極性の重要さを説

も対応してあげる姿勢の方が重要。日本人は真面目

く。

で、道を聞かれても間違えてはいけないと考え、き

秋葉原の石原さんは「日本人と外国人が混在する

ちんと誘導できるように話す自信がないと案内を拒

場所には摩擦が付きもの。しかし、それを避けられ

否してしまう。そうではなく、言葉が難しければ指

る状況ではもうないし、バリアはなくさなければな

で方向を指してあげるだけでもいいのでは。まず相

らない。ただ日本人にとっての心のバリアとは、外

手の言いたいことを聞いてあげなくては、それこそ

国人を追い出したいとか嫌いといった感情のよう

が心のバリアになってしまう。
」
（石原氏）。また石

な、相手に対して思うことではなく、むしろ自分の

原氏は言葉がいらないピクトグラムの有用性につい

自信のなさに対して思うことなのではないか」と話

て「テキストでの説明は長くなりがち。しかしピク

している。

トグラムなら外国人にも直感的に理解してもらえ
る。もっと活用していいのでは」と提案する。
船清の伊東さんも「細かいことが分からなくて
も、ちゃんと聞いていると示すことが大切。それを
しないと外国人客の不満につながることが多い。言
葉に堪能なスタッフは英語や中国語など各言語に1
人ずつのみ。他のスタッフは実践の中で覚えたカタ
コト言葉だけ。10言語に関して、それぞれ挨拶など
簡単な文章を20個ずつほどは覚えている。お国の言
葉で挨拶や簡単な説明をするだけで外国人客は喜ん
でくれる。言葉の上手い下手ではない」と話し、聞

図８ 日
 本の交通ルールや道路標識に関する説明をまとめた「Usage
Guide」
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４

外国人観光案内所から見えてくる「心のバリアフリー」

第４章では、外国人観光案内所を取り上げる。過去の案内事例分析、案内所へのインタビューを通じ、「心
のバリアフリー」の現状を明らかにする。

４-1. 過去の案内事例分析
国際観光サービスセンター発行『月刊

国際観光情報』の「ニッポン案内コーナー」には、成田国際空

港第一・第二ターミナルの外国人観光案内所及び東京駅JR East Travel Service Centerから提供された、外
国人からの相談と案内事例が紹介されている。この中から、「心のバリアフリー」に関するポジティブな
要素を含む事例と、ネガティブな要素を含む事例を５つずつピックアップした。「心のバリアフリー」に
求められる要素を明らかにするため、「理解」「配慮」「気軽な声掛け」「思いやり」「支援」という５つの
ポイントから分析した。

「心のバリアフリー」に関するポジティブな要素を含む事例
タクシーに忘れ物

「タクシーに忘れ物をしたのですが」（2014年2月
案内

クウェート 20代男性）

 クシーのレシートを持っていたので、タクシー会社へ連絡するのを手伝いました。タクシー会
タ
社によると、すでに来訪者を乗せたホテルに忘れ物を持って向かっているとのこと。来訪者にこ
れからホテルに帰るのかと尋ねると、今から成田エクスプレスに乗って国へ帰るところでした。
そのため、タクシーの運転手さんは、親切にも案内所まで忘れ物を届けたので、忘れ物は無事に
本人の手に戻りました。忘れ物のためにホテルと東京駅を往復してくださった運転手さんに男性
は大変感謝して去って行きました。

➡ポイント：思いやり

タクシー運転手がクウェート人男性客の降車後に忘れ物に気付き、ホテルへ届ける途中で連絡を受け、
さらに案内所まで届けてくれた。男性は忘れ物を受け取り、無事帰国できた。

ベジタリアン

「八王子に滞在します。JRの一日乗車券は使えますか？ また、自分はベジタリアンで、チキンしか食べ
られません。豚肉や牛肉はスープでも駄目です」（2014年11月
案内

インド

30代女性）

J Rの都区内パス（1日乗車券）を購入するつもりだったらしいです。しかし八王子はエリアに含
まれていないことを説明し、IC乗車券のSuicaを購入することになりました。また、鶏肉しか食べ
られないベジタリアンであるがゆえに、韓国や中国を旅行した時も大変苦労したとのこと。そこ
で、お渡しした東京地図の余白に、
「私はベジタリアンです。牛肉と豚肉は食べられません。スー
プも駄目です。鶏肉であれば食べられます。私が食べられるメニューはどれですか。」と日本語で
書いて手渡しました。来訪者から「これで安心してレストランに行けます。」と大変感謝されま
した。また、成田TIC作成のベジタリアンレストランのリストも合わせて提供しました。

➡ポイント：理解

案内所スタッフが、ベジタリアンのインド人女性の状況を理解し、料理注文時に使える日本語のメモを
渡したことで、女性は安心してレストランに入れるようになった。
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迷子の旅行者

「団体からはぐれてしまいました」（2015年10月
案内

スロベニア 60代女性）

 りがかりの日本人が「丸ビルの前で困っている外国人がいた」と、連れて来ました。詳しく話
通
を聞くと、
「20人ほどの団体旅行で皇居へ行ってきたのですが、待ち合わせ場所である東京駅の
地下鉄乗り場へ行く途中で団体からはぐれてしまいました。自分の携帯で団体にいる友人に何度
も電話をしたのですが、繋がりませんでした」とのこと。宿泊先を尋ねると、ホテルの名刺を持っ
ていました。念のためホテルに電話をかけると、団体グループからの連絡は入っていないとのこ
と。もし電話が入ったら、迷子になった女性は当案内所にいるので、迎えに来てもらうよう伝言
を頼みました。しばらくするとホテルから電話が入り、「はぐれてしまった女性を引き取りに向
かっているので、しばらく待つよう伝えてほしい」とのこと。その旨を本人に伝えると、来訪者
は安堵した表情で握手をしながら感謝の言葉を述べました。この後、夕方に迎えの男性が現れ、
無事池袋にあるホテルに帰っていきました。

➡ポイント：気軽な声掛け

通りがかりの日本人が迷子のスロベニア人女性に声を掛け、案内所まで連れていってあげたことで、女
性は安心し、無事ホテルに帰ることができた。

電車に初挑戦

「今晩ロボットレストランのショーの予約をしています。その時間まで4時間ほどあるので歩いて銀座
まで行こうと思っています。その後、銀座からタクシーに乗ればロボットレストランまで迷わず行けま
すか？」（2017年6月
案内

メキシコ 50代女性、30代女性）

 訪者たちは今までツアーに参加して観光していたので、まだ日本で電車に乗車したことがな
来
く、自力で移動することに不安がある様子でした。銀座へ歩いて行きたいとのことでしたが、銀
座にこだわりがあるのではなく、徒歩圏内だから銀座にしたとのこと。それなら時間に余裕を
持って今から新宿に行ってしまい、新宿で買い物を楽しんでからロボットレストランへ行くこと
を提案しました。電車の乗り方や、新宿に着いたあとの道順など、地図を手渡して丁寧に説明す
ると、来訪者たちは「電車に挑戦してみる」と話していました。

➡ポイント：支援

案内所スタッフが、メキシコ人女性らに電車の乗り方を丁寧に説明したことで、女性たちの不安が軽減
され、電車を利用してみようという気持ちになった。

カウチサーフィン

（携帯の画面を見せながら）今日、このホテルに宿泊したいです」（2017年8月
案内

イタリア 30代男性）

来
 訪者の携帯を見ると「Nui Hostel & Bar Lounge」と書かれていました。置いてあるパソコンか
ら予約するよう案内しましたが、満室だったと戻ってきました。希望する予算から「ホテル・ニュー
紅陽」を選び、予約をすることができました。来訪者は約1カ月Couchsurfing（カウチサーフィン）
をしながら日本を楽しんでいるとのこと。カウチサーフィンは、会員に自宅などを宿所として無償
提供するインターネット上のコミュニティのことで、
「日本のカウチサーフィンのホストはみんな
親切で、今夜はホテルに泊まるが今後はまたカウチサーフィンをして過ごす」とのことでした。

➡

ポイント：思いやり
「カウチサーフィン」のホストがイタリア人男性を、思いやりをもって親切に迎え入れたことで、男性は楽
しく日本を旅行することができた。
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「心のバリアフリー」に関するポジティブな要素を含む事例
お祈りできる場所

「ムスリムの方々と旅行しています。
東京駅でお祈りができる場所はないでしょうか？」
（2014年3月 日

本 30代男性）
案内

 念ながら東京駅周辺にモスクはなく、来訪者は静かで人目につかない場所、または人通りが少
残
ない一角であれば公共スペースでもいいとのこと。どうしても場所が無い時はコインロッカーの
陰でお祈りをしたこともあったそうで、これまでもお祈りに適した場所を探すのに苦労したそう
でした。ホテルの部屋を借りられればベストだが、そこまでお金はかけられないとのことでした。
来訪者は、これから電車に乗って移動するとのことで、構内地図を手渡し、改札内外の静かそう
な場所を案内しました。イスラム教徒は一日5回礼拝の時間があり、成田空港や羽田空港には無
料で使えるPrayer Room（祈祷室）が設けられています。
※2017年に東京駅のJR東日本訪日旅行センター内に祈祷室が設置された

➡ポイント：配慮の不足

駅に祈祷室もしくは祈祷に使用できるスペースが準備されていないかったため、ムスリムの旅行者が快
適に旅行できなかった。

車いすでバスに乗車

「赤坂のホテルまで空港リムジンバスで行きたいのですが、断られてしまいました。どうしたらよいです
か？」
（2017年4月 アメリカ 20代女性2人）
案内

 ンドル式電動車いすで来所。1人は健常者で介助が可能ですが、車いすの来訪者は全く歩行不
ハ
可とのことでした。バスに乗ろうとしましたが、車いすが乗せられないと断られてしまったとの
こと。電車はどうかと駅に問い合わせをしましたが、ハンドル式電動車いすは電車に乗せられな
い、という返事でした。そこで前回利用した介護タクシーへ問い合わせましたが、予約が入って
おり２～３時間待たなくてはならないとのこと。
「ホテルに予約をした時に、空港からのバスに
車いすも乗せられると確認していました」と来訪者たちが言うので、再度バスカウンターでお願
いしてみました。基本的には規定で預かれないとのことでしたが、当該便の乗客が少なかったこ
ともあり、バッテリーを取り外すこと（取り外して座席に持ち込む。取り外せないものは不可。
）
、
万が一車いすが故障しても補償はできないことを来訪者たちに了承してもらい、特別に荷物室に
入れてもらえることになりました。

➡ポイント：思いやりの不足

バスのスタッフがハンドル式電動車いす使用のアメリカ人女性の乗車をルールに法り断ったことで、女
性らはバスに乗れることを確認済みだったにもかかわらず移動に手間取った。

車いすで新幹線に乗車

「大阪まで車いすで新幹線に乗るので予約を取りたいと伝えると、JR東海のきっぷ売り場へ行くよう言わ
れました。なぜこちらでは予約ができないのですか？」
（2017年8月 中国 40代女性）
案内

来訪者はJR東日本のきっぷ売り場で質問をしたそうです。旅行カウンターに確認すると、基本的
に折りたためる車いすは折りたたんで普通席に乗車してもらうようお願いするとのこと。もし
そのまま乗車となると、別途予約が必要になるそうで、来訪者はそのまま乗車することを希望し
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ているようでした。大阪まで行く新幹線はJR東海エリアになるので、JR東日本の窓口から車いす
席を予約する場合、管理しているセンターを一度通さなくてはいけないそうで、とても時間がか
かるとのことでした。JR東海の窓口で予約をすれば時間が短縮できるという意味で、JR東海へ行
くよう案内したようでした。来訪者にその旨を伝えると、ようやく理解できた様子で、JR東海の
窓口へ向かいました。来訪者は無事申し込みをできたが、1時間ほど待つことになったとのこと。
通常の場合、利用日の1カ月前から2日前までに、みどりの窓口で予約をしなければならないとの
ことでした。

➡ポイント：支援の不足

JR東日本のきっぷ売り場スタッフが、車いす利用の中国人女性にJR東海の窓口へ行って新幹線のきっぷを買
うよう案内したが、説明不足により不安にさせてしまった。

初めての温泉

「温泉に入れる箱根のツアーはありますか？」
（2017年8月 オーストラリア 30代男性）
案内

「どうしても箱根へ行きたい、

温泉にも入りたい。
」とのことで、自分で行くのは不安なのでツアー
に参加したいとのことでした。来訪者が求めているようなツアーは見つからなかったので、何を
不安に感じるのか話を聞くと、
「大阪にあるスパワールドへ行きましたが、人がたくさんいて、
みんな裸で慌ただしくお風呂に入っている初めての光景に怖じ気づいて、結局お風呂にも入らず
帰ってしまいました。
」と後悔している様子でした。
「旅行中なので、お金を気にしないで楽しみ
たいです！」とのことだったので、旅行カウンターのスタッフと相談して、東京からの往復の交
通と日帰り温泉にランチが付いたパッケージプランと、小田原からの箱根フリーパスを旅行カウ
ンターで購入することになりました。
「温泉旅館の温泉入浴はリラックスして入れると思うので、
是非楽しんできてください。
」と来訪者に伝えました。

➡ポイント：気軽な声掛けの不足

大阪のスパワールドで日本人スタッフか利用者がオーストラリア人男性に気軽な声掛けをしていれば、
不安になりお風呂に入らず帰ることはなかったかもしれない。

入れ墨禁止のプライベートビーチ

「来週沖縄に行く予定で、予約しているホテルから、入れ墨があるとホテルのプライベートビーチは使用
できません、という連絡がきました。どうしたらよいですか？」
（2017年8月 スペイン 30代男性2人）
案内

 訪者たちは入れ墨をしているが、それを隠してプールやビーチに入りたくないとのこと。調べ
来
てみると、沖縄のホテルのプライベートビーチは、ほとんどが入れ墨禁止となっていました。公
営ビーチは入れ墨禁止ではないところもあると伝えると、公営ビーチが近くにあるホテルに変更
したいということになりました。公営ビーチの近くのホテルを探していると、予約しているホテ
ルの近くに「幸喜ビーチ」という公営ビーチがあるのを見つけました。来訪者たちにその旨を伝
えると、ホテルの予約は変更せずそのままにして、公営ビーチに行ってみるとのこと。インター
ネットで調べた情報なので、那覇空港に着いたら観光案内所で確かめるように伝えました。

➡ポイント：理解の不足

ファッションとして入れ墨をしている外国人は多いが、それに対する理解がなかったため、入れ墨のあ
るスペイン人男性らはホテルのプライベートビーチを使えなかった。
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４-2. 外国人観光案内所インタビュー
最後に、東京駅の外国人観光案内所である「東京シティアイ」と「JR東日本訪日旅行センター」へのインタ
ビューを通じ、ここ数年における観光案内所の変化、「心のバリアフリー」の現状を明らかにする。また「心
のバリアフリー」をさらに進めるためのアドバイスも聞いた。
は約2万9000件（16年）
。うち4割程度が外国語に

東京シティアイ

よる対応となっている。

所長 山本 正裕氏

東京シティアイがオープンした13年以降、訪日外

サービス課課長 君嶋 広美氏

国人旅行者数が急増しているだけではなく、旅行者
の多様化も急速に進行。さまざまな階層のさまざま

日本人の日常に深まる関心
東京シティアイは、旧東京中央郵便局跡地の再開

な嗜好を持った旅行者が訪れるようになってきてい

発により13年3月にオープンしたJPタワー・KITTE

るという。「特に中国に関しては、かつてのような

内に設置された総合インフォメーションセンター

富裕層主体の旅行者ばかりでなく一般の旅行者が増

（図1）
。日本郵便株式会社からの受託事業として、

加していることを日々の業務の中で実感する」
（君

JTBコミュニケーションデザインが運営している。

嶋氏）とのことだ。

東京駅からは地下道直結で徒歩3分程度と利便性が

旅行者からの相談内容にも変化が見られる。最も

高く、多くの外国人旅行者が利用。年間の利用件数

顕著な変化は、
「観光地でない場所へ行きたいとい

図１

う要望が増えていること。外国人旅行者がなるべく

東京シティアイ

いない場所、日本人が好んでいく場所に行きたいと
いう要望が増えている」
（君嶋氏）ことで、
「新橋の
立ち食いソバ屋の情報を求められるなど、日本人の
『日常』に関心が高いようだ」
（山本氏）
。
逆に日本人も知らないようなニッチな観光情報を
持って訪日する旅行者も増えている。日本人の興味
のあり方と外国人の興味のあり方が異なるため、日
本人にとってはマイナー観光地でも外国人にとって
は有名観光地であるケースも多い。
「富士吉田市の
新倉山浅間公園などはその典型で、富士山を背景に
五重の塔や桜と共に写真を撮れるとあって外国人旅
行者に大人気を博している」（山本氏）
。このほか藤
棚で知られる栃木県の足利フラワーパークや、ネモ
フィラの群生で知られる国営ひたち海浜公園なども
同様のケースだという。
小さな工夫で
コミュニケーションのバリアを解消
外国人旅行者の急増に伴い、若干の懸念を感じる
面はあるという。中国人旅行者のマナーの悪さが指
摘されることが多いが、
「中国人旅行者にかかわら
ず、数多い旅行者の中にはどうしても一部にマナー

図２

カウンターの様子

図３

の悪い旅行者が含まれ、それによって受け入れ側の

SNS で映える小道具も用意
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外国人旅行者に手渡している。旅行者は英語表記を
頼りにアレルギーの有無や、宗教上の理由による食
事制限、ベジタリアンの別に印をつけた上で、食べ
られない食材（あらかじめカードに記入済み）に印
をつければ、受け取った飲食店が日本語訳を頼りに
要望を判断できる仕組みだ。こうした、ちょっとし
た工夫を施すことで、旅行者もストレスを感じずに
済み、サービス提供者側も安心して仕事ができるわ
けだ。
手取り足取りの子供扱いは逆効果
東京シティアイでは、受け入れ側に求められる姿
勢について、「とにかく旅行者の話をよく聞き、本
当のニーズがどこにあるのかをきちんと把握するこ
とが最重要」（君嶋氏）と考える。
「たとえば東京駅
にはどうやって行けばいいかを尋ねられることがあ
図４

る。目と鼻の先にある東京駅を案内するのは簡単だ

食事に関する情報記入カード

が、よく話を聞くと東京駅に行くことが目的ではな

宿泊施設、観光施設等に外国人に対する拒否感が全

く、観光バスの乗り場が東京駅にあり、最終的な目

くないとは言えない。ただしそうした雰囲気が特に

的は観光バスの乗ることだったりする。最初の質問

広がっているという感じも受けない」（山本氏）。あ

だけで東京駅への行き方だけを教えていたら、旅行

る離島での宿泊を希望する外国人旅行者に民宿を紹

者の本当のニーズに応えることができずに終わって

介しようと連絡を取ったところ、外国人の受け入れ

しまう。こういうケースは多く、有名建築物の場所

は無理だと断られたこともあったという。ただし別

を知りたいという旅行者の本当のお目当ては、その

の民宿が受け入れてくれたため、旅行者は無事に島

向かい側にある店舗で、建築物は目印に過ぎなかっ

へ向かうことができた。
「外国人嫌いというより、

たということもある」（同）と、本当のニーズを引き

やはり言語対応への自信の無さといった不安が原因

出す姿勢の重要性を説く。

として大きいのではないかと感じる」
（山本氏）
。

もう一つの注意事項は、外国人だからと言って特

少なくとも公共施設や公共交通機関に関しては入

別扱いしないことだという。日本人旅行者に接する

館拒否や乗車拒否といった話は耳にしたことがない

のと同じように、必要な手助けを必要なだけ行うこ

とのことだ。ただし接客の現場で対応に苦慮してい

とが重要で「外国人旅行者は旅の自己責任について

るという話はある。典型的なのがタクシーで、目的

の意識が高い。そのため、あまり手取り足取り手助

地や宿泊先の情報をやり取りすることもできない

けしようとすると、
『子供扱いされている』と感じ、

ケースが生じることもある。こうした状況を回避す

かえってマイナスの感想を抱くようだ。特に欧米の

るため、東京シティアイは外国人旅行者に場所を案

旅行者にその傾向が強い」
（山本氏）
。

内する際には、宿泊先や目的地を書いた紙を渡し、

日本人旅行者を対象にした通常の対応を磨くこと

タクシードライバーとコミュニケーションがうまく

が、結局は外国人旅行者への対応力の向上にもつな

いかなかった場合には、その紙を提示するようアド

がる。そう意味もあって、東京シティアイでは今年

バイスしている。

は特に「日本人を大切に」を目標としており、
「そ

飲食店の場合も同様だ。食事に関する必要最小限

れが結局は『外国人も大切に』につながっていくと

の情報を記入するカードを用意しており（図４）、

考えている」
。

25

20̲27̲バリアフリー調査４章.indd 25

2018/03/22 14:32

センター（ITCJ）が運営している。

ＪＲ東日本訪日旅行センター
国際観光サービスセンター（ITCJ）マネージャー 原

最近は観光案内所へやって来る訪日外国人旅行

周平氏

者の国籍もさまざまで、言語ニーズの多様化が顕

国際観光サービスセンター（ITCJ）業務主任 矢田部 暁氏

著だという（図２）。現在、観光案内所では公式に
は英語、中国語（北京語）、韓国語に対応している

言語ニーズの多様化が顕著

が、スペイン語を中心に英・中・韓以外の言語で

東 京 駅 の 丸 の 内 北 口 に あ る「JR EAST Travel
Service Center（JR東 日 本 訪 日 旅 行 セ ン タ ー）」

のコミュニケ―ションを求める外国人旅行者が目

は、12年に駅構内の総合旅行案内所として開業

立つようになっている。現在は語学に堪能な複数

（図１）。16年6月に店舗を拡張し、従来の「びゅ

の職員の能力に頼ることで、スペイン語、フラン

うプラザ東京駅」及び「みどりの窓口」を外国人

ス語、ドイツ語、インドネシア語にも対応可能だ

旅行者が利用できるように改装・変更した。こ

が、これはあくまでも職員の個人的能力に依存し

れにより外国人旅行者は、観光案内所（Tourist

たもの。あくまで運用の工夫でしのいでいる状態

Information）、旅行カウンター（Travel Service）、

だ。さらなる多様化が進めば対応できない事態も

手荷物関連サービス（Baggage Service）、外貨両

あり得る。
「旅行者はやはり母語でのコミュニケー

替・ATM（Currency Exchange/ATM）の4つのサー

ションが安心できる。いずれ正式な対応言語の拡

ビスを、丸の内北口ドームに面したスペースです

大や、電話通訳システムの活用も必要になると思

べて利用できることになった。この中で外国人旅

われる」（原氏）。
一方で、商業施設や自治体の施設情報や観光情

行者に対してさまざまな情報サービスを提供して
いるのが、観光案内所（Tourist Information）で、

報の多言語化が着実に進んでいることを実感して

JR東日本との業務提携に基づき国際観光サービス

いるという。英語、中国語、韓国語だけでなく、最
近ではフランス語やスペイン語、ロシア語の資料
を用意する商業施設や自治体もあり、多言語化の
動きはアジアのインドネシア語やタイ語、マレー
シア語ベトナム語にも広がっているという（図3）
。

図１

JR EAST Travel Service Center は東京駅丸の内北口にある

図３

訪日外国人旅行者の国籍はさまざま

外国人旅行者を決めつけないことが大切
観光案内所から見て、外国人旅行者に対する「心
のバリアフリー」には大きな問題はないという。
「たまに店舗から連絡が入り、外国人旅行者の対応
図２

に困っているからと助け船を求められることはあ

パンフレットの多言語対応は重要だ
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るが、外国人旅行者から『門前払いで入店拒否さ

“声掛け運動”をしているが、そういう普通の態度

れた』という苦情を聞くのは半年に1回あるかな

が結局は大切になってくる」（同）としている。

いかだ。むしろ言葉が通じないのに親切にしても

もう一つ重要な点は外国人旅行者だからといっ

らったといった感謝のエピソードを話してくれる

て遠慮をする必要もないということだ。それがか

旅行者が多い」（原氏）という。

えって誤解を招く場合もある。「たとえば築地市

外国人旅行者のバリアフリーという点では、道

場は基本的に卸業者のビジネスの場であり、単な

案内や観光情報に関する最小限の情報提供の強化

る観光名所ではないことや、神社仏閣は神聖な場

は絶対に必要だ。しかし多言語化には限界がある

所でもあり一定のルールがあることなどは、むし

ため「ピクトグラムのように、言語に頼らず万国

ろしっかり伝えてあげることが必要。そういう意

共通で理解できるサイン類を充実することや、あ

味でも、やはり特別扱いしないで普通の人間対人

らかじめ用意しておける資料、パンフレット類の

間として接することが一番重要なことだ」（矢田

一層の充実などが必要だ」（原氏）と指摘する。外

部氏）。

国人を拒否する発想はなくても、旅行者にとって
は情報提供の少なさが拒否と受け取られかねない
からだ。
また「外国人旅行者をステレオタイプで決めつ
けないことが心のバリアフリーの第一歩。国籍・
地域、人種、障害の有無、性別、宗教、思想信条に
とらわれず、旅行客として平等に扱うことが重要
で、誰でも同じように対応することを意識してい
る」
（矢田部氏）。

背伸びをしないおもてなしを
観光案内所で日々、外国人旅行者に接する立場
から見れば、積極的に旅行者を迎え入れるという
基本的な心構えさえあれば、観光関連施設も一般
の日本人も特別なおもてなしは必要ないと説明す
る。
「もてなしは、できることをすればよい。背伸
びしても長続きはしない。それでは意味がない。
普通のおもてなし、日本人に対するのと同じお
もてなしが外国人に対しても重要になって来る」
（矢田部氏）
。一方的におもてなしの努力だけを続
けていけばパンクしてしまう。外国人と双方向の
コミュニケ―ションを交わしながら、双方にとっ
て居心地の良い接点を探る取り組みが必要で、矢
田部氏は「そのあたりについて日本はまだスター
トラインに立ったばかり。ここ数年で訪日外国人
旅行者が急増しているが、これからの課題。学校
教育の段階から考えていくべき課題でもあるので
はないか」と指摘する。また「困っている人を見
かけたら、普通に声を掛けてあげる。東京駅でも
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