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はじめに 

１．背景と目的 

多くの地方鉄道を取り巻く経営環境は、年々厳しさを増しています。少子高齢化及

び地方の過疎化により沿線人口の減少が進み、通勤・通学旅客をはじめとする輸送人

員は減り続けています。また、多くの鉄道事業者において、線路や車両の保守等、安

全設備の維持・更新に係るコストが経営を圧迫しており、路線運営はますます困難に

なりつつあります。実際、中小民鉄や第三セクターで構成される地域鉄道事業者だけ

でも、全 96 社中 73 事業者（約 76％）は、鉄軌道業の経常収支ベースで赤字を計上

（平成 29 年度）している状況です。 

他方、外国人旅行者数は増加の一途をたどっており、平成 30 年には 3,119 万人に

達しています。外国人観光客のリピーター化も進んでおり、いわゆる「ゴールデンル

ート」以外の地方部への旅行ニーズも高まっています。こうしたニーズを踏まえ、地

方鉄道においては、沿線外から乗客を誘致する取組の一つとして、外国人観光客の誘

客が喫緊の課題となっています。人口減少社会に突入したわが国において、外国人観

光客市場は、今後も伸びゆく可能性のある有望なマーケットと考えられます。そして、

地方鉄道の経営改善に向けた重要な施策の一つとして、外国人観光客による鉄道利用

促進は、着実にプラスの効果をもたらすことが明らかであるといえます。 

外国人観光客の消費スタイルは、物品購入（「モノ消費」）から、旅先ならではの体

験を求める「コト消費」へとシフトしてきています。地方鉄道沿線には、美しく豊か

な自然環境、伝統的な食や文化、地域の人々との交流といった、体験型観光の有力コ

ンテンツとなり得る魅力的な観光資源が豊富に存在しています。地域全体に面的な広

がりをもつ地方鉄道を貴重な観光資源としてとらえ、鉄道を軸としてこれらを一体的

に整備し、効果的なマーケティング施策を展開することにより、外国人観光客の誘客

促進が見込まれます。外国人観光客の増加は、地方鉄道の経営改善に寄与するだけで

なく、地方鉄道沿線での旅行消費拡大・地域活性化にも貢献することが期待されます。

したがって、地方鉄道は、地域の足、あるいは地域に外国人観光客を輸送する二次交

通であるばかりでなく、地域の観光資源でもあり、地域の魅力を高める財産でありま

す。いわば、地方鉄道は「地域の宝」であり、地域の名を高める「地域の広告塔」に

もなりうるものです。 

地方鉄道事業者においては、これまでも、ホームページの多言語対応、SNS を活用

した情報発信、企画乗車券の造成、観光列車の運行等、外国人観光客の誘客に向けた

様々な取組を行ってきました。しかしながら、ターゲット（国や旅行形態等）のニー

ズに合った魅力的な商品作り、ターゲット別の的確なプロモーション、快適な旅行を

支援する受入環境整備等のマーケティング施策が一体となって、効果的に誘客が行わ

れているとは言い難い状況です。また、地域全体として統一した方針を定め、地域関

係者（沿線自治体や DMO 等）と連携しながら誘客に取組んでいる事例はまだ多くあ

りません。 
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地方鉄道事業者と沿線自治体や DMO などの地域関係者が共に支え合いながら、地

方鉄道を観光資源として磨き上げ、外国人観光客をはじめとした旅行客が魅力を感じ

る商品・サービスを提供する仕組みを作り上げることが重要です。地方鉄道と沿線地

域が、お互いを「無くてはならない存在」として認識し、双方がメリットを感じるよ

うな仕組みができ上がることで、地方鉄道と沿線地域の間には、共存共栄・互恵の関

係が構築され、地方鉄道は地域にとって必要とされる公共交通機関になります。この

ような関係が育まれた地域には、大きな潜在的可能性が生まれることになります。 

上記の認識に基づき、地方鉄道事業者及び沿線地域の関係者の双方に対し、外国人

観光客の誘客促進に取組むための「道しるべ」として本ガイドラインを策定しました。 

 

 

２．本ガイドラインの位置づけと活用方法 

本ガイドラインでは、外国人観光客の誘客を通じて路線活性化・収益向上を目指す

地方鉄道事業者に対して、取組むべき内容や取組ステップ等について提示するととも

に、地域振興・経済活性化を目指す沿線の地域関係者等に対しても、鉄道事業者と地

域関係者との連携のあり方等について示しています。 

実際の取組に当たっては、本ガイドラインに示す内容を手掛かりとしながら、外国

人観光客の動向等にも常に目を配りつつ、着手可能な部分から開始するとともに、

PDCA サイクルを意識し、継続的に取組を推進していくことが望まれます。 

 

 

３．本ガイドラインの基本的な考え方と対象者 

（１）本ガイドラインの基本的な考え方 

本ガイドラインでは、「マーケティング」という切り口から、地方鉄道に対する外国

人観光客誘客の方策を検討・提示します。マーケティングという用語については様々

な定義がなされていますが、ごく簡単に言えば、「お客様の求めるもの（ニーズ）を把

握し、その要望に合った商品・サービスを提供することで自社のファンになってもら

い、お客様と持続的な良い関係を築く」ということです。裏を返せば、お客様が何を

望んでいるかをきちんと把握しなければ、お客様の望む商品やサービスを提供するこ

とは難しくなります。したがって、「ニーズの把握」は、マーケティング活動を展開す

る上で一番初めに行われるべきものです。 

一般に、マーケティング活動では、「何を（商品）」、「いくらで（価格）」、「どのよう

に（流通）」販売し、「お客様にどのように認知してもらうか（プロモーション）」とい

う 4 つを検討します。これらを、地方鉄道についてのマーケティングという観点で整

理し直した場合、「商品開発・販売」、「プロモーション」、そして商品提供の基盤とな

る「受入環境整備」という 3 つに集約できると考えられます。「お客様に選択され、商
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品を買ってもらう」という事柄の本質は、消費財でも地方鉄道が提供する旅行商品で

も変わらないといえるでしょう。外国人観光客の誘客に向けては、外国人観光客の的

確なニーズ把握に基づき、「商品開発・販売」、「プロモーション」、「受入環境整備」の

３分野に関して、統合的かつ一貫性のある施策を実施することが極めて重要です。 

しかし、地方鉄道事業者においては、予算的、人員的に多くの制約があり、マーケ

ティングの重要性を理解し、取るべき方策が明らかになったとしても、全ての分野に

満遍なく着手するのは難しいと言わざるを得ません。したがって、取組内容の「取捨

選択」（差し当たってできそうなことと難しいことの選別）及び「優先順位付け」を行

うことが、実効性のある取組を行う上で不可欠といえます。 

そこで、本ガイドラインは、上記の前提に基づき、効果的な外国人観光客の誘客施

策を実施するには、３分野のどこからどのように対応すべきか、という視点から記述

しています。また、予算的、人員的な制約を克服する手段として、地域関係者との連

携や役割分担についても重視して説明します。 

 

 

（２）本ガイドラインの対象者 

本ガイドラインは、地方鉄道の運行・管理を担う地方鉄道事業者を主な対象として

設定していますが、外国人観光客から見て効果的な取組とするには、地方鉄道の沿線

地域等において観光に密接に関わる地域関係者（沿線自治体、DMO、公共交通事業者、

旅行業者など）も含めた包括的な対応が必要となります。このため、本ガイドライン

は、地方鉄道事業者のみならず、地域関係者も含めた対応のあり方について記載して

います。 

なお、本ガイドラインにおいて、「地方鉄道事業者」とは、新幹線、在来幹線、都市

鉄道に該当する路線以外の鉄道路線全体を運営する事業者を指しており、地域鉄道事

業者 96 社（平成 30 年４月１日現在）に加えて、JR、一部の大手民鉄が該当します。 
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Ⅰ 地方鉄道に対する外国人観光客のニーズ 

本章では、地方鉄道に対する外国人観光客のニーズについて説明します。まず、既

存調査、並びに本ガイドライン策定に先立ち実施した国内外での調査及び有識者検討

会を通じて明らかになった外国人観光客のニーズを紹介します。その後、各地方鉄道

事業者等が、実際にニーズ把握を行う場合の方法について提示します。なお、沿線自

治体やDMO 等では、観光振興活動の一環として、地域に来訪する外国人観光客のニ

ーズを調査・把握している場合があります。自治体や DMO 等と連携・情報共有し、

こうした既存の情報・データを積極的に活用することが、効率的なニーズ把握には不

可欠です。 

 

１．外国人観光客によるニーズの現状 

（１）全体動向 

下図が示すように、外国人観光客は、年々団体旅行から個人旅行（FIT）へと移行し

てきており、現在では、4 分の 3 以上が FIT となっています。しかしながら、団体旅

行の需要も、依然として 4 分の 1 程度存在します。 

 

（出典：観光庁「平成 29年度 訪日外国人消費動向調査」） 

図 旅行手配方法の推移（観光・レジャー目的） 

 

国籍・地域別にみると、台湾や中国の「団体ツアー参加」の割合は 4 割弱と比較的

高い一方で、欧米豪からの旅行客は、個別旅行（「個人旅行パッケージ利用」あるいは

「個別手配」）が大きな割合を占めています。 
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（出典：観光庁「平成 29年度 訪日外国人消費動向調査」） 

図 旅行手配方法（国籍・地域別、観光・レジャー目的）［2017年］ 

 

現状で団体ツアーへの参加割合が高い中国などにおいても、年々FIT 化が進んでお

り、今後は、アジア・欧米豪を問わずにFIT が主流になるといえます。 

（出典：観光庁「平成 29年度 訪日外国人消費動向調査」） 

図 個人手配旅行比率の推移（国籍・地域別、観光・レジャー目的） 
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外国人観光客のリピーター化も進んでおり、2017 年には 1,761 万人を突破してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 訪日リピータ―数の推移 

 

さらに、訪日回数が増えるにつれて地方を訪れるようになり、「リピーターほど地方

を訪れる割合が高くなる傾向」が顕著に現れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 訪日回数別都道府県訪問率 

 

 

以下では、こうした全体的な傾向を踏まえた上で、本ガイドライン策定に先立ち実

施した国内外での調査及び有識者検討会により明らかになった、地方鉄道に対する外

国人観光客のニーズを「アジア諸国」と「欧米豪」に分けて紹介します。 
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※JNTO「訪日外客数」に「訪日外国人消費動向調査」のリピーター率を乗じて算出した推計値
（年）

（資料）観光庁「訪日外国人消費動向調査」より観光庁作成 
注１：訪問率は、対象の国・地域別の旅行者が各都道府県を訪れた割合。訪問地には出入国空海港の所在地が含まれる。 

【台湾】

【中国】

訪日回数1回目 訪日回数 2～9回目 訪日回数 10回以上

20％以上
10％以上
1％以上
1％未満

訪問率注1



7 

（２）地方鉄道に対するニーズ 

１）アジア諸国 

台湾、香港などのアジア諸国からの外国人観光客は、「日本らしさ」や「日本の原風

景」などを感じる「乗車体験」、「その場所ならでは／その場所限定のもの」（食や旧所

名跡、文化財など）などを求める傾向があります。また、持ち帰れるお土産品に対し

ても大きなニーズがあります。 

アジア諸国の場合、日本から比較的近く、短時間で来訪可能であり、日本の地方部

についても、欧米豪より多くの事前知識を有していることが多いといえます。しかし、

近距離であることの裏返しとして、日本での滞在期間が短い傾向にあり、直行便の飛

来地で、なおかつアクセスに恵まれた場所でないと、誘客は容易ではない傾向があり

ます。したがって、まずは、現在、近隣の空港に直行便が就航している国・地域がメ

インターゲットとなり、その人々をどう誘客していくか（ニーズに応えていくか）が、

取組の第一歩となるでしょう。 

なお、団体客の誘客に当たっては、ツアー行程に効率的に組み込めるように商品や

ダイヤを工夫することが必要という意見が出されています（36 頁）。団体客の誘客は

引き続き重要な取組ですので、外国人観光客増加に向けて留意が必要です。 

 

表 有識者からの意見やヒアリングによるアジア諸国からの外国人観光客のニーズ 

☞ 【台湾】台湾人は元々鉄道が好き。年配の方は、日本のローカルや昭和時代の雰囲気を好

む。また、台湾の人は何度も日本に来ており、普通のコンテンツでは満足しない。「昔な

がらの日本」が味わえる地方鉄道の良さはまだまだ伝わっておらず訴求できる。 

☞ 【香港】香港には観光用の鉄道がないため、外国人観光客の誘客には観光列車はなくては

ならない商品である。香港の若者は、日本の「変わったもの（地方のユニーク列車など）」

に興味がある。香港では、女性が旅行先を決めることが多いので、女性が好むロマンチッ

クな雰囲気の商品を宣伝すれば来客数が増える。 

☞ 【香港】片道の鉄道の旅は好まれるが、往復だと復路は同じ景色の繰り返しになるので好

まれない。 

☞ 【台湾・香港】昔は新幹線へのニーズが大きかったが、今は台湾に新幹線、香港に高速列

車があるため、新幹線よりも地方の観光列車、豪華列車が好まれる。 

☞ 【共通】アジアの方はグループで楽しくお喋りしながら移動するので、団体で貸切にすれ

ばそうしたニーズに応えられる。 

☞ 【共通】「地方鉄道に乗った」というステータスを得るため、一部区間だけ地方鉄道に乗

車するニーズもある。 

☞ 【共通】持って帰ることのできるお土産品は是非用意して欲しい。 

☞ 【共通】FIT については、「自分自身で旅行計画を立てたい」、「（自分の使い慣れた予約・

決済手段で）安心して手配したい」、「（チケット類の事前購入、事前決済、事前受け取り

等）ストレスフリーで快適に旅行したい」というニーズもある。 
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○「日本の原風景、日本らしさ」（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「その場所ならでは／その場所限定のもの」（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「持って帰ることのできるお土産品」（例）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典）天竜浜名湖鉄道 
 

図 「日本の原風景」のイメージ 

（出典）四国旅客鉄道 
 

図 「日本らしさ」の例 
（お見送り） 

図 「転車台」の見学ガイド 

（天竜浜名湖鉄道） 
図 「体験運転」（一畑電車） 

図 駅構内に設置されたお土産売り場 

（天竜浜名湖鉄道） 
図 お土産の車内販売 

（九州旅客鉄道） 
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２）欧米豪 

欧米豪からの外国人観光客は、前述のように FIT の割合が特に高く、「自分達で計

画を立て、自由に旅行したい」という傾向が強くあります。また、「地域の人と交流し

たい」といったニーズも高く、バスツアーよりも、鉄道旅行を選好するケースも少な

くありません。 

欧米豪の場合、日本からの距離が遠いため、必然的にアジア諸国よりも長期の滞在

となる傾向があります。「ジャパン・レール・パス」の利用率も高く、日本国内を周遊

する旅行形態が好まれています。しかしながら、日本の地方部や地方鉄道についての

認知度は高くないと思われ、その結果、欧米豪からの外国人観光客は、魅力的な日本

の地方部や地方鉄道に辿り着かないまま帰国していると想定されます。したがって、

欧米豪からの外国人観光客に対しては、地域と合わせて自社（地方鉄道）の認知度を

高めていくことが、取組の第一歩となるでしょう。 

 

表 有識者からの意見やヒアリングによる欧米豪からの外国人観光客のニーズ 

☞ 「自分自身で旅行計画を立てたい」、「（自分の使い慣れた予約・決済手段で）安心して手

配したい」、「（チケット類の事前購入、事前決済、事前受け取り等）ストレスフリーで快

適に旅行したい」というニーズが特に大きい。 

☞ 「自分達で計画を立て、自由に旅行したい」や「地域の人と交流したい」といったニーズ

も高く、バスツアーよりも鉄道旅行を好む旅行者も多い。 

☞ 【欧米】交通ルールの違う国での運転は好まず、快適・便利、スムーズに移動したい。 

☞ 【欧米豪】「景色」、「歴史的遺産」、「地域の人々との交流」に対するニーズもある。 

 ・道路よりも早く鉄道が整備されたため、素晴らしい車窓が楽しめる。 

 ・ホスピタリティに溢れる地域の人や車掌と楽しい車内空間を共有できるのも好評。 

 

 

 

２．外国人観光客のニーズ把握方法 

（１）利用客からの直接的なニーズ把握 

外国人観光客が地方部において期待する観光体験、並びに地方鉄道に対するニーズ

を的確に把握する第一歩となるのが、実際に訪問・乗車したお客様からの意見（フィ

ードバック）です。つい見落とされがちですが、実際に乗車・体験した利用客からの

意見に勝るデータはありません。どういう属性（国籍、性別、年齢等）のお客様が、

利用後にどのような意見・感想を持ったのかを把握するのは、マーケティング活動の

基本です。アンケート票などの形で、網羅的・継続的に利用客の意見を収集・蓄積し

ていくことが、的確なニーズ把握・商品開発に繋がります。 

さらに、従来のような、アンケート形式や直接インタビュー形式などで「お客様の

声」を把握するだけではなく、「SNS」や「口コミ（サイト）」といったオンライン上
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の情報を効果的に活用することでも、多様な意見を収集することができます。特に、

SNS の場合、当該顧客の様々な発信情報と総合することで、顧客属性（国籍、年齢等）

や嗜好等も把握できます。お客様の意見を分析することは、個人旅行客を中心とした

幅広いニーズ把握に役立ちます。例えば、以下は、多くの旅行者が意見を投稿・閲覧

する情報源として利用しています。 

表 オンライン上の情報源（例） 

・SNS 

・口コミサイト（TripAdvisor 等） 

・オンライン旅行会社（OTA）［Expedia, Booking.com, Voyagin, Viator 等］ 

・著名ブロガー/ブログサイト（台湾のPIXNET 等） 

 

SNS については、国・地域によってサービスの利用傾向が異なりますので、ターゲ

ットとする国・地域に応じて適切な SNS を選択する必要があります。 

 

表 各国の SNS利用状況１ 
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表 各国の SNS利用状況２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務省「平成 28 年版 情報通信白書」） 
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参考事例 SNSを活用した双方向型コミュニケーション（天竜浜名湖鉄道、九州旅客鉄道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNS や口コミサイトに投稿された情報を上手にサポートし、場合によっては情報を

補足・追加発信することで、当該ユーザーはさらに御社の良い評判を発信・拡散して

くれるかもしれません。あるいは、不満など、良くない評判を発信している場合は、

早めに対処することができます。SNS や口コミサイトを活用したニーズ把握は、プロ

モーションと表裏一体ともいえます。SNS や口コミサイトを通じた情報発信について

は、プロモーションの部分（32 頁）で詳しく述べますが、実際に訪問・乗車してくれ

たユーザーのみならず、関心を持っている潜在顧客が発信している情報も効果的に活

用し、外国人観光客のニーズを把握していきましょう。 

 

 

（２）海外旅行会社等を通じた間接的なニーズ把握 

地方鉄道には、個人旅行客以外にも団体客も訪問・乗車します。そのため、団体客

を送り込む側となる海外旅行会社等の意見（フィードバック）を聞くことも効果的で

す。特に、団体客を誘致する場合には必須となる、ツアー造成の立場からのニーズを

把握することができます。また、国籍ごとの大まかな嗜好等、マクロ的なニーズを把

握することも可能です。 

海外旅行会社等から意見を聞く機会としては、旅行博や商談会、海外セールス等に

参加・出展することが挙げられます。他にも、自治体や DMO 等が誘客戦略の一環と

して、商談会を主催したりニーズ把握等を実施していることもありますので、連携す

ることも重要となります。 

図 写真の投稿・シェアを促すメッセージ
（天竜浜名湖鉄道） 

図 鉄道会社の投稿記事に対して読者
が様々に反応（九州旅客鉄道） 
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参考事例 天竜浜名湖鉄道に対するヒアリング結果 

○静岡県海外駐在員事務所と旅行博等に共同出展している。 

〇浜松市が主催する、ファムトリップへの組み込みや商談会に参加している。 

〇「浜松・浜名湖ツーリズムビューロー」（DMO）と旅行博等に共同出展している。 

また月 1 回程度の割合で戦略会議を開催し、誘客の方向性などを協議している。 

 

 

図 青森県の誘客対策強化・促進地域（青森県観光国際戦略局） 

 

 

 

 

青森県におけるインバウンド対策
青 森 県
観光国際戦略局

AOMOR I OMOTENASH I

４．国・地域別の誘客対策の強化・促進

【韓国】

・ソウル線を利用した誘客対策の強化
・アクティビティプロモーション
・北東北三県・北海道ソウル事務所運営

【台湾】

・直行便を利用した誘客対策の強化
・個人旅行客向け認知度向上
・食と観光の連携、教育旅行対策

【オーストラリア】

・スノーシーズンアクティビティによる誘客推進
・グリーンシーズンアクティビティによる誘客推進

【タイ】

・広域周遊旅行商品の造成・販売
・タイ語Facebookによる情報発信

【香港】

・食と観光の情報発信の強化
・現地旅行会社との共同プロモーション
・香港向けFacebookによる情報発信

【中国】

・天津線を利用した誘客対策の強化
・旅行会社と連携した個人旅行の誘致強化
・訪日需要が伸びている内陸部へのアプローチ

３

図 静岡県海外駐在員事務所と共同出展した旅行博の様子［台湾］ 
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（３）ニーズの喚起（「ニーズづくり」） 

外国人観光客のニーズは、旅行者が持つ国や土地へのイメージから発展することも

少なくありません。したがって、顕在的・潜在的ニーズの把握のみならず、プロモー

ションとの連携・一体化により、外国人の視点に基づき、日本のイメージからニーズ

を「作っていく」というアプローチも検討してみて下さい。 

なお本ガイドラインの策定に先立ち、モントルー・ヴヴェ観光協会（スイス）にヒ

アリングを実施したところ、「スイスの場合には『自然』、『食（チーズ、チョコレート）』、

『安心便利・快適』等が、基本的な観光客が抱くイメージである。当該地域で運営し

ているモントルー・オーベルラン・ベルノア鉄道（MOB 鉄道）では、『自然（山岳地

帯の風景）』→パノラマカー、『食の名産品』→『「チーズトレイン」、「チョコレートト

レイン」という旅行商品』という形でイメージを商品化した」との回答を得ました。 

参考事例 モントルー・ヴヴェ観光協会（スイス）に対するヒアリング結果 

・モントルー・ヴヴェ地域では、地元自治体や DMO・観光協会等、地域の観光関係者が密

接に連携し、①ターゲット国、及び②売り込むべき「地域のイメージ」を策定。「イメージ

の商品化」により、鉄道への乗車も「観光体験」の一つになると認識。 

・日本についても、外国人が一般的に想起する日本についてのイメージが、そのままニーズ

に繋がると考えられる。 

（例：文化・伝統と最新テクノロジー、健康的な食事、清潔、着物、スキー等） 
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Ⅱ 地方鉄道事業者の類型化と類型に基づくマーケティング施策 

１．地方鉄道事業者の類型化 

各地方鉄道事業者が置かれている事業環境は様々ですが、外国人観光客誘客に向け

たマーケティング施策立案にあたっては、類似した特徴を持つ地方鉄道事業者をグル

ーピング（類型化）して検討を行うのが効果的・効率的と考えられます。各地方鉄道

事業者は、自社の置かれた状況がどの類型に該当するかを特定し、各類型の特徴を踏

まえながら、具体的施策に重点的・戦略的に取組んで下さい。本節では、まず、上記

の考え方に基づき、「自社線の訪日外国人客乗車数」及び「地域外からのアクセス、沿

線の観光資源」の 2 つの視点によって地方鉄道事業者を類型化します。 

 

（１）視点１：自社線の訪日外国人客乗車数（「集客状況」） 

自社線の訪日外国人客乗車数は、現在の集客状況を示すものです。多くの地方鉄道

において、訪日外国人客乗車数の現状把握は十分には行われておらず、実態について

断片的にしか分かっていないことがほとんどであると思われます。「どの国・地域から

何人来訪・乗車しているか」を把握することはマーケティングの基本であり、それが

分からなくては次のステップに進めません。したがって、まずは訪日外国人客乗車数

のデータを取得することから始めて下さい。いきなり詳細な調査は難しいので、外国

人客を識別するのが困難な場合には、団体乗車数や企画乗車券（周遊パス等）の発売

数など、できるところから着手することが重要です。個人旅行客の実態把握には、場

合によっては、定点調査などで地元関係者等の協力が必要になることが想定されます。

たとえ実数値の集計が難しい場合でも、推計値・トレンドなどを把握することがポイ

ントです。 

継続的な実態調査の結果、訪日外国人客乗車数の傾向や特徴が浮き彫りになってき

ます。そのデータを足掛かりとして、次に何をするべきかが明確になります。既に様々

なマーケティング施策に取組んできた結果として、外国人観光客の利用が多い路線も

あるでしょう。逆に、現在はまだ利用が伸び悩んでいる路線もあると思います。今後、

取得したデータをもとに、的を射た取組を行えば、大きく成長する可能性を秘めてい

ます。「集客状況」は、地方鉄道事業者の努力次第で大いに改善できる指標といえます。 

 

（２）視点２：地域外からのアクセス・沿線の観光資源（「外部環境」） 

地域外からのアクセス性や沿線の観光資源は、路線を取り巻く外部環境を表してい

ます。例えば、自社線が新幹線に接続している、沿線に著名観光地がある等の場合は、

外部環境に恵まれていると考えられます。地方鉄道事業者自身が外部環境を変化させ

ることは難しいため、与えられた外部環境の中で、いかにターゲット客に響く商品を

作ったりプロモーションを行うかということが重要になります。 

沿線に新幹線が開通したり観光地が世界遺産や日本遺産に登録される等、外部環境



16 

が改善すると、FIT の来訪機会が高まることが予想されます。その際には、地方鉄道

事業者もFIT の誘客に効果的な施策を実施することが重要になるでしょう。 

なお、外国人観光客に人気の高い観光スポットは、海外で販売されている書籍（例：

Lonely Planet など）やオンライン旅行会社における掲載数（例：Viator など）や、

旅行口コミサイト（例：TripAdvisor など）におけるランキングなどを通して、調べる

ことが可能です。 

 

（３）類型の提示 

上述の「自社線の訪日外国人客乗車数」及び「地域外からのアクセス、沿線の観光

資源」の 2 軸で分類される地方鉄道事業者について、誘客に向けての「商品開発・販

売」、「プロモーション」、「受入環境整備」の各取組との関係性を考慮し、各類型を次

図のように呼ぶことにします。 

 

 
 

地域外からのアクセス、沿線の観光資源 

訪
日
外
国
人
客
乗
車
数 

① 受入環境整備重視型 ②-b 観光地としてのプロモーション重視型 

 沿線に既に外国人客が多く訪れて 

いるメジャー観光地が存在 

 ジャパン・レール・パス等を利用して
個人旅行客のアクセスが可能 

 鉄道は、観光地への移動手段としての
役割 

 一定程度の外国人客の訪問実績があり、
地域一体での観光資源の磨き上げによっ
て、団体客を中心にさらなる誘客 

 外国人客の知名度が向上しており、今後、
団体客に加え個人旅行客もターゲットに
することが理想的 

②-a 鉄道のプロモーション重視型 ③ 商品開発重視型 

 沿線に外国人から人気の高い観光地
があるが、①に比べて鉄道利用者数が
少なく、需要を取り込む余地あり 

 ジャパン・レール・パス等を利用して
個人旅行客のアクセスが可能 

 沿線に集客の核となる観光地は乏しく、
鉄道は、地域での一連の観光体験の１つ
の要素としての役割 

 地域外からのアクセスが限られているた
め、まずは団体客がメインのターゲット 

図 各類型とその特徴 

「地域外からのアクセスや沿線の観光資源」に恵まれ、既に「訪日外国人客乗車数」

も多いという①のポジションに位置することが理想的ですが、前述の通り、「地域外か

らのアクセスや沿線の観光資源」という外部環境は、地方鉄道事業者だけでは改善・

解決が難しいものです。そこで、まずは、地方鉄道事業者の努力次第で改善していけ

る「外国人客乗車数」の増加（上記の図で上向きの矢印で示されている変化）が当面

の取組目標となります。 

以下の部分では、各類型の特徴について簡潔に説明します。  

「外部環境」 

「
集
客
状
況
」 

恵まれている                              恵まれていない 

多
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

少
な
い 
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① 受入環境整備重視型 

「受入環境整備重視型」は、既に訪日外国人客乗車数が多く、地域外からのアクセ

スや沿線の観光資源に恵まれた事業者の類型です。沿線に外国人観光客が多く訪れる

メジャーな観光地が存在し、団体客ばかりでなく、ジャパン・レール・パス等を利用

して個人旅行客も容易にアクセスが可能であるという特徴を有します。この類型では、

鉄道はメジャーな観光地への移動手段としての役割が期待されています。 

 

② プロモーション重視型 

a. 鉄道のプロモーション重視型 

「鉄道のプロモーション重視型」は、受入環境整備重視型と同様に、地域外からの

アクセスや沿線の観光資源といった外部環境には恵まれていますが、現時点では①の

類型ほど外国人観光客による鉄道利用は多くない事業者の類型です。沿線の観光地に

来訪している外国人観光客など、地方鉄道を利用する可能性がある外国人観光客が少

なからずいるケースが多いと思われます。 

 

b. 観光地としてのプロモーション重視型 

「観光地としてのプロモーション重視型」は、沿線に集客の核となる観光地は乏し

く、地域外からのアクセスも不便ですが、訪日外国人客乗車数が多い事業者の類型で

す。地域一体となった観光資源の磨き上げや、地方鉄道事業者の努力等により、主に

団体客を中心とした誘客に成功している類型です。 

 

③ 商品開発重視型 

「商品開発重視型」は、外部環境に恵まれず、訪日外国人客乗車数も少ない事業者

の類型です。沿線に集客の核となる観光地が乏しく、地域外からのアクセスも限られ

ているため、鉄道は地域での一連の観光体験の１つの要素となることが期待されてい

ます。地域外からのアクセスが限られているため、まずは団体客がメインターゲット

になります。他にも、特定のテーマに対して感度の高い個人旅行客（いわゆる「ファ

ン」や「マニア」と呼ばれるような層）を引き付けるような強いコンテンツがある場

合は、そうした個人旅行客をターゲットに定めることもあり得ます。 
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２．類型に基づくマーケティング施策の基本的考え方 

本節では、前述の 4 つの類型について、各類型における優先的取組事項、各類型で

外国人観光客の利用促進に成功している参考事例、及び各類型における成功要因につ

いて説明します。 

（１）類型化の視点から見た優先的取組事項 

まず、各類型における優先的取組事項について考える前に、地方鉄道事業者を類型

化する際に用いた「自社線の訪日外国人客乗車数」及び「地域外からのアクセス、沿

線の観光資源」の 2 つの視点から、優先的取組事項を整理します。 

「自社線の訪日外国人客乗車数」の観点からは、今後に向けてどのような施策を検

討すべきでしょうか。大まかな方向性としては、既に外国人観光客による乗車数が多

い場合には、口コミ等により旅行者間での認知度が高まっていると推察されますので、

今後は個人旅行客を中心に誘客することで、さらに乗車数を伸ばせるでしょう。一方、

外国人観光客による乗車数が少ない場合には、まだ外国人観光客間での認知度が低い

と考えられますので、まずは団体客をメインターゲットとして誘客することで、効率

よく乗車数を伸ばすことが可能になるでしょう。 

また、「地域外からのアクセス、沿線の観光資源」の観点では、沿線に外国人観光客

から人気の高い集客の核となる観光地が存在したり、当該地域・鉄道への地域外から

のアクセスが良好な場合は、受入環境整備とプロモーションを推進し、団体客・個人

客の両方を取り込んでいくことが誘客の基本方針となります。一方、「地域外からのア

クセス、沿線の観光資源」に恵まれていない場合は、観光の目的地となるような地域

の魅力向上や、誘客の目玉となる観光商品の造成（鉄道も核となる観光体験の一つ）

が重要となります。 

各類型と「（２）各類型におけるマーケティング施策方針」（19～23 頁）及び「３．

外国人観光客による鉄道利用促進に向けた具体的施策」（24～43 頁）において、重点

的に取組む施策の関係を下記表の通り整理しました。 

 

表 各類型が重点的に取組む施策 

類型 

（２） 各類型におけるマーケテ
ィング施策方針 

３． 外国人観光客による鉄道利
用促進に向けた具体的施策 

頁 頁 

① 受入環境整備型 19 43 

②-a 鉄道のプロモー

ション重視型 
20～21 

32～ ②-b 観光地としての

プロモーション

重視型 

22 

③ 商品開発重視型 23 24～ 
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（２）各類型におけるマーケティング施策方針 

① 受入環境整備重視型 

優先的取組事項 

この類型に該当する事業者は、外部環境に恵まれ、訪日外国人客乗車数が既に多い

という特徴があります。したがって、優先的取組事項は、効率的でストレスフリーな

輸送を提供するために、受入環境向上に取組み、更なる利用者増加に繋げることです。

具体的には、多言語対応、キャッシュレス環境整備、洋式トイレ整備、海外からのイ

ンターネット予約、Wi-Fi 整備等の取組が挙げられます（詳細は 43 頁）。 

参考事例 

この類型において特徴的な取組をされている事業者には富士急行があります。 

事例紹介 富士急行 

 新宿駅から直通列車で２時間程度の距離にある富士急行には、非常に多

くの外国人観光客が富士山見物のために訪れます。（例：河口湖駅外国人利

用客は年約 35 万人） 

 列車時刻やチケット、観光ルートといった定型的な案内以外に、「（SNS

等でみた）この姿の富士山がみたい」というニーズも大きく、「通訳スタ

ッフ」を大月駅・河口湖駅に配置しています（英語対応：６名、中国語対

応：３名）。なお、通訳スタッフには台湾からの大学生インターンシップ

や地元大学の学生アルバイトを雇用しています。 

 また、「通訳スタッフ」は職員向け英会話教育の講師も担当して

います。「通訳スタッフ」以外にも、河口湖駅では、コンシェルジ

ュデスクを開設し、周辺観光案内、河口湖周遊バスのチケット販

売、外貨両替、手荷物預かり等のサービスも提供しています。 

富士急行以外にも、黒部峡谷鉄道、江ノ島電鉄などがこの類型での取組を進めてい

ます。 

成功要因 

富士急行では、首都圏からの列車でのアクセス性の良さと、富士山が車内・沿線か

ら望める点にニーズを見出し、首都圏に滞在する個人旅行客の誘致に向け、受入環境

整備を推進しました。特に、日本を旅する外国人観光客にとって障壁となる言語の不

安に対して、多言語対応を進めるとともに人を介したサービスにより、きめ細かなニ

ーズにも対応できる体制を構築しています。 

 

 

  

図 通訳スタッフ 

図 職員向け英会話講習 
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②－a 鉄道のプロモーション重視型 

優先的取組事項 

この類型に該当する事業者は、外部環境には恵まれているにも関わらず、十分に需

要を取り込みきれていないことが課題です。したがって、優先的取組事項は、鉄道の

存在感を高めるプロモーションを重点的に行うことです。具体的には、個人旅行客を

ターゲットとした企画きっぷ（JR 等と連携した周遊パスの設定等）の提供により利便

性向上のメリットを打ち出すことや、自治体・DMO 等と連携したプロモーション、

SNS を活用した情報発信により、鉄道を軸に沿線観光地もセットで訴求することなど

が挙げられます。二次交通等と連携し、個人旅行客が観光資源を周遊できる商品（「観

光 MaaS」）を開発することも有力な取組となります。 

参考事例 

この類型において特徴的な取組をされている事業者にはWILLER TRAINS があります。 

事例紹介 WILLER TRAINS（京都丹後鉄道） 

京都丹後鉄道には、京都駅から特急「はしだて」が直通してい

ます。京阪神からのアクセス性は高いものの、高速バスと競合関

係にあります。沿線には日本三景「天橋立」、コウノトリで有名な

豊岡市を擁し、また豊岡から JR 線で城崎温泉までも近く、観光

資源に恵まれている環境です。 

「海」をテーマにした観光列車「丹後の

海」は、特急「はしだて」（上記）でも運用

され、出発時から旅の演出をしています。

他にも、観光列車「あかまつ」、「あおまつ」、

「くろまつ」などを運行しています。 

「海の京都 DMO」と連携し、インフルエ

ンサーやユーチューバーを招聘し、プロモ

ーションを行っています（40 頁）。 

WILLER TRAINS 以外にも、長野電鉄、一畑電車などがこの類型での取組を進め

ています。 

成功要因 

京都丹後鉄道では、外部環境は①の富士急行と似ていますが、DMO とも連携のう

え、「海の京都」をテーマにした観光列車を開発し、インフルエンサー等を活用した情

報発信により、鉄道を軸に沿線観光地も共通テーマ「海の京都」のもとで訴求してい

ます。  

（出典：WILLER TRAINS） 
 

図 「丹後の海」（左）と 

「あかまつ」及びその運行区間（右） 
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参考事例 東北海道ネイチャーパス 

 釧網本線沿線は、釧路湿原（国立公園）や知床（世界遺産）に

隣接し、自然体験アクティビティや温泉、海産物など観光資源を

豊富に有しています。一方で、観光資源は点在し、鉄道沿線から

の着地交通が不便であるため、旅行者の移動はレンタカーが中心

となっています。 

 「北海道ネイチャーパス」は、観光 MaaS として、鉄道から観

光資源への着地交通を、一つの移動サービスとしてシームレスに

つなぎます。特に、沿線の自然を楽しめる交通手段を組み合わせ

ることで、移動を「体験」に変えています。 

 また、本パスの販売に先立ち、様々な地元事業者に対し、説明

会・ワークショップを実施することで、地域一体で観光客を受け

入れる準備を整えました。点在する観光資源の魅力が、本パスによ

り繋がり、沿線地域の面的なブランディングに寄与しています。 

 

 

 

  

 「MaaS」とは、Mobility As a Serviceの略称で、ある地点から別の地点への移動において、マ

イカーを除く交通手段をシームレスにつなぐサービスであり、新たな移動（モビリティ）の概念

です。実際には、スマートフォンアプリ等において、従来のルート検索から、予約・運賃等の

決済までをワンストップで提供する仕組みを、MaaSと呼ぶことが多いです。 

 「観光（型）MaaS」とは、地方鉄道や二次交通に加え、観光施設等も連携することにより、外

国人観光客を含むすべての旅行客の、面的な周遊性を高める取組といえます。 

＜MaaS・観光（型）Maasとは？＞ 

図 「東北海道ﾈｲﾁｬｰﾊﾟｽ」 

リーフレット 

図 釧網本線沿線での取組概要 
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②－b 観光地としてのプロモーション重視型 

優先的取組事項 

この類型に該当する事業者は、路線について外国人客の知名度が一定程度向上して

いるので、優先的取組事項としては、団体客に加えて、個人旅行客もターゲットにし

ていくことが望まれます。また、鉄道路線の知名度と相乗して、面的な誘客を行うた

めに、地域や DMO と協力して、鉄道も含めた観光地全体のプロモーションを重点的

に行うことが必要です。 

参考事例 

この類型において特徴的な取組をされている事業者には東日本旅客鉄道秋田支社

（五能線）があります。 

事例紹介 東日本旅客鉄道 秋田支社（五能線） 

青森県の日本海側を走る五能線は、秋田駅からも青森駅

からも遠い立地ではありますが、世界遺産「白神山地」や

険しい日本海に挟まれた、風光明媚な路線です。沿線を観

光で活性化するため、沿線自治体と連携し、「五能線沿線連

絡協議会」を組織しました。 

観光列車「リゾートしらかみ」では、車窓に加え、津軽

三味線の生演奏が披露される等、列車への乗車が観光体験

になります。上記を含む観光メニュー開発、二次交通整備

等の功績を称え、日本鉄道賞「沿線地域+鉄道でつくった広域観光」特別賞を受賞しました。 

五能線以外にも、いすみ鉄道、九州旅客鉄道（肥薩線）、秋田内陸縦貫鉄道などがこ

の類型での取組を進めています。 

成功要因 

五能線では、アクセス性には恵まれないものの、世界遺産「白神山地」地域や海岸

沿いを列車で周遊（二次交通も含む）しながら、列車内では津軽三味線等の伝統文化

の実演を体験できるなど、沿線地域の観光資源も含めて、地域への来訪が観光体験と

なるように商品開発し、団体客を中心にプロモーションしてきました。 

 

  

図 「五能線の旅」Facebook ﾍﾟｰｼﾞ 

（五能線沿線連絡協議会の運営） 
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③ 商品開発重視型 

優先的取組事項 

この類型の優先的取組事項は、重点的な商品開発です。具体的には、自治体や DMO

等と連携し、統一したテーマのもと、鉄道と体験型観光を組み合わせた商品を開発する

ことや、旅行博への出展や海外旅行会社へのセールス等、団体ツアー商品の販路に対し

てプロモーションを展開することが挙げられます。また、「尖ったテーマ」（スポーツや

産業遺産・文化遺産等）を中心に地域・商品開発し、いわゆる「ファン」・「マニア」と

呼ばれる感度の高い個人旅行客に積極的にアピールしていくことも考えられます。 

参考事例 

この類型において特徴的な取組をされている事業者には津軽鉄道があります。 

事例紹介 津軽鉄道 

津軽鉄道は、五能線五所川原駅から

分岐し、津軽半島を北に目指す路線を

運営しています。冬季運行の「ストーブ

列車」では、車窓からみえる地吹雪と、

旧型客車に設置されたダルマストーブ

でスルメイカを焼く体験が人気です。 

台湾発のインセンティブツアーに組

み込まれ、冬の魅力を余すことなく堪

能し、地域への経済効果も高いことを

称え、JNTO「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018」を受賞しました。 

津軽鉄道以外にも、伊賀鉄道、島原鉄道などがこの類型での取組を進めています。 

成功要因 

津軽鉄道では、沿線の観光資源に恵まれず、「ストーブ列車」が観光体験の一つにな

ることで、地域への集客に寄与しています。旧型客車が感じさせるノスタルジーや、

（冬季の運行であるため）車窓に見える雪は、特にアジア人にニーズがあることを見

出しました。なかでも、アクセス性にも恵まれないため、団体客に誘客戦略を向けま

した。青森県等の自治体と連携し、海外旅行会社へのセールス等を展開してきました。 

 

 

 

 

 

 

  

本節の参考事例では、外国人観光旅客の利用促進に成功した事例を紹介しま
した。各事例に共通しているのは、取組を検討・実施する際に、以下のポイント
を押さえていることです。 

 観光資源としての鉄道の潜在的な魅力（＝ニーズ）を把握 
 ニーズが顕在化する市場（魅力が伝わる市場）をターゲット化 
 ターゲット市場における団体客の誘客か個人客の誘客を決定 

 団体客・個人客にあわせたマーケティング施策 
 必要に応じて、団体客から個人客へのターゲットの振替 

図 「ストーブ列車」の外観と内観 
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３．外国人観光客による鉄道利用促進に向けた具体的施策 

マーケティング戦略の鍵は、「何（商品）を、誰（ターゲット）に販売するか」を明

確にすることです。そして、その商品を「どのように認知してもらうか」、さらに、お

客様（旅行者）が現地で快適に滞在できる環境を整えることが続きます。地方鉄道を

含め、地域での観光が素晴らしい体験であるとの「評判」や「口コミ」がお客様から

広まり、やがては新たなお客様の獲得に貢献することも期待できます。 

そこで、本節では、外国人観光客の誘客及び鉄道利用促進に向けて、「商品開発・販

売」、「プロモーション」、「受入環境整備」の各分野についての具体的な施策例につい

て説明します。各分野に共通して重要なことは、自治体や

DMO・観光協会といった地域関係者と密接に連携したうえで

役割分担し、鉄道事業者は鉄道の観光利用促進に資する施策を

中心に実施することであり、外部資源の積極的な活用が成功の

鍵を握ります。なお、「売り込むべき『地域のイメージ』」を予

め策定しておくことで、地域関係者（自治体や DMO・観光協

会や沿線住民）との連携や役割分担をスムーズに推進できま

す。 

 

（１）商品開発・販売 

本ガイドラインでは、「鉄道も地域の観光資源である」との考え方を採っており、「商

品」とは、「鉄道の観光利用の促進に資する取組全般」をいいます。「Ⅰ 地方鉄道に

対する外国人観光客のニーズ」に応える「商品」としては、主に「観光列車・団体列

車」、「地域の食・物販」、「企画乗車券類」、「地域との交流」が挙げられます。 

まず、商品の開発にあたっては、「地域のイメージ」を商品に落とし込むことが重要

です。上記の例では、三重県伊賀地方→「忍者」→「忍者列車」（伊賀鉄道）というイ

メージ展開ができます。 

また、他に似たような商品がないかについても、よく調査・検討する必要がありま

す。例えば、風景（山、海、花など）や食（和食など）といった外国人観光客のニー

ズのみを頼りにすると、どの鉄道事業者も同じような商品（パノラマ列車など）を提

供することになってしまいます。そこで、商品開発にあたっては、他社の商品や海外

事例などを参考にしながら、「この地域」「この鉄道」ならではのものを作り上げるこ

とが大切です。それにより、他の類似商品との差別化を図ることができ、お客様に商

品を積極的に選んでもらえる可能性が高まります。 

さらに、家族や友人に自慢したくなるような体験であることも、お客様に選ばれる

ための重要なポイントです。外国人も含め、一般に、観光客は、周囲の人に自分の「オ

ンリーワン」な旅行体験を自慢したいものです。そうした「自慢したくなるようなオ

ンリーワンな体験」をアピールできる要素が商品に盛り込まれているか、よく検討し

て下さい。 

 

（出典：伊賀鉄道） 
 

図 「忍者列車」 
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１）観光列車・団体列車の運行 

観光列車を貸切り、大勢で賑やかに過ごすことは、それ自体

が貴重な「観光体験」になり、特にアジアの旅行客からのニーズ

が高い傾向があります。さらに、車両の内外装に「地域のイメー

ジ」を取り入れることで、「地域のイメージ」を視覚的に訴求で

きます。また、地域の伝統や文化等に根差した車内サービスを

提供することで、独自性の高い商品となります。 

しかし、観光列車は運転日が限られていることも多く、国際

線の就航便数が増えている地域などでは、せっかくこうした観

光列車を楽しみに来日しても乗車できないケースもあります。

また、既に国内で人気が高い観光列車では、外国人観光客が予約できず、いつまでも

乗車機会が得られない場合もあります。こうした状況を解消するためには、可能な範

囲で運転本数を増やしたり、外国人観光客向けの予約枠を設けるといった取組を検討

することが望まれます。特に、国内需要に季節性があったり、国内需要の先細りが懸

念される場合は、乗車人員を維持・拡大するためにも、外国人観光客向けの枠を設定

すること等は、検討に値する選択肢です。 

さらに、近隣にクルーズ船の寄港地がある地域では、近年増加しているクルーズ船

での来訪客の誘客も検討されると良いでしょう。クルーズ船での来訪客は、ある程度

スケジュールが決まって行動（例えば、朝 10 時頃下船し、夕方までに帰船など）して

おり、鉄道の定時性は、クルーズ船客にとって、観光を楽しむ上で好都合です。その

ためには、寄港地から鉄道駅までの二次交通との連携も求められます。 

以下では、観光列車の主な例を紹介します。なお、観光列車専用の車両の新造ある

いは既存車両からの改造が必要な事例ばかりではなく、ステッカーの張り付け等、少

ない費用で実施可能な事例もあります。一例を挙げると、「景色が楽しめる橋の上で列

車を停め、存分に写真を撮ってもらう」という取組も、比較的提供しやすい商品とい

えるでしょう（例：わたらせ渓谷鐵道）。この場合、お客様の満足感が高まるとともに、

お客様が撮った写真を SNS で拡散してもらうことにより、プロモーション効果も得

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：熊本電気鉄道） 

 
図 「くまもんのラッピン

グ列車」 
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参考事例 舞妓列車・芸妓列車（長良川鉄道） 

 岐阜県では、長良川での鵜飼遊覧船で、舞妓とお座敷遊びを楽しむ「船遊び」文化があ

ります。長良川鉄道では、観光列車「ながら」に乗車し、舞妓のおもてなしを受ける、風

情ある商品を販売しています。季節ごとに、昼食やお茶、地酒などの飲食もセットになっ

て販売されています。なお、本列車は、「長良川 DMO」、「長良川おんぱく（長良川温泉泊

覧会）」等、地域関係者も協力し、積極的にプロモーションを展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「妓」の漢字を使う場合、中国等の漢字文化の国にプロモーションする際は翻訳に気を

つけるとよい、と有識者から指摘がありました。 

 

参考事例 普通列車を観光列車にする取組（北海道旅客鉄道花咲線） 

 

 北海道旅客鉄道では、花咲線（釧路～根室間）

において、普通列車で観光を楽しめる取組を

2018 年６月から実施しています。具体的には、

沿線の絶景ポイントでの減速運転、ホームへの駅

弁出張販売、根室市が推進する、花咲線利用促進

PR「地球探索鉄道花咲線」の車両ラッピングを実

施しています。 

（出典：長良川鉄道） 
 

図 「ながら」 

（出典：北海道旅客鉄道） 
 

図 減速運転する「別寒辺牛湿原」
（厚岸～糸魚沢） 

（出典：長良川おんぱく）   
 

図 「舞妓ランチ・カフェ列車」の紹介 
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図 「普通列車を観光列車にする取り組み」の概要 

 

２）地域の食・物販 

日本において体験したいことのなかに、「日本食

を食べたい」と答える外国人観光客は多くいます。

また、「その場所でしか買えないお土産」に対するニ

ーズは、アジア人によくみられます。このようなニ

ーズに応えるために、「地域の食」については、地域

の食材・伝統料理を用いた「お弁当（駅弁）」を販売

したり、「レストラン列車」等を運行することが挙げ

られます。「物販」については、「駅窓口」や「車内

販売」等で提供することができます。主な例は以下

の通りです。  

＜概要＞
○花咲線（釧路～根室間）では、いつもの列車で観光気分を味わっていただくため、
普通列車を観光列車にする取り組みを2018年６月から実施しています。

○絶景ポイントでの減速運転
厚岸湾付近（門静駅～厚岸駅間）
別寒辺牛湿原付近（厚岸駅～糸魚沢駅間）
落石海岸付近（落石駅周辺）

○音声ガイドサービスを利用した観光案内
専用アプリをダウンロード、ＧＰＳで緯度・経度を判定し 音声ガイドが自動再生
日本語のほか英語、中国語、韓国語での案内を実施

○ご当地グルメの出張販売
厚岸駅で「かきめし」を出張販売
根室駅・東根室駅で「焼きさんま寿司」「やきとり弁当」を出張販売
（お客様が注文し、列車が停車するホームでお受け取り）

○ラッピング車両「ルパン三世ラッピングトレイン」
「地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン」の運行
2012年から運行している「ルパン三世」をモチーフにした車両に加え、
沿線地域の皆さまが進めている花咲線利用促進PRと連携し、
花咲線の花を赤で、冬の雪を白で表し、両面異なる配色とし、
見る側によって２度楽しめるデザインの車両を運行しています。

別寒辺牛湿原 落石海岸厚岸湾

19

花咲線「普通列車を観光列車にする取り組み」2018年デビュー

（出典：九州旅客鉄道） 
 

図 「ゆふいんの森」で販売 
される弁当・土産 

図 「レストラン列車」と外房の名産・イセエビの料理 
（いすみ鉄道） 

※前頁にて拡大 
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参考事例 ろくもん（しなの鉄道） 

 しなの鉄道では、長野県の豊かな自然と美食を

堪能する観光列車「ろくもん」を運行していま

す。旧軽井沢駅舎記念館を軽井沢町から借りたう

えで、リニューアルした駅舎には「ろくもんラウ

ンジ」、物販施設等が設置されています。 

時間帯により昼食や夕食を提供するレスト

ラン列車だけではなく、「座席のみ（食事な

し）」の利用もできます（希望によりお弁当予

約・車内渡しも可能）。なお、食事には沿線食

材や地酒に加え、沿線ワイナリーで生産されたワイン等も取り入

れられています。また、車内限定品を販売しています。 

 自社線内の運行だけでなく、東日本旅客鉄道篠ノ井線（篠ノ井

～姥捨）、えちごトキめき鉄道にも乗り入れるプランもあります。 

 なお、Web 予約システムが導入されており、インターネット

からの予約が可能です（多言語対応済み：英、中（繁・簡））。ま

た、SNS での情報発信も実施しています。 

 

 

 

  

（出典：しなの鉄道） 
 

図 「ろくもん」 

（出典：しなの鉄道） 
 

図 食事内容（一例） 

（出典：しなの鉄道） 
 

図 長野商工会議所と上越商工会議所の協力
により、観光列車同士の相互乗入 

（左：「ろくもん」、右：「雪月花」 
［えちごトキめき鉄道］） 

図 「ろくもん」
Instagramページ 

（出典：しなの鉄道） 
 

図 お弁当と 
車内販売 

図 軽井沢駅舎 
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３）企画乗車券類 

ジャパン・レール・パスをはじめ、鉄道事業者各社とも企画乗車券類を販売してお

り、外国人専用の周遊きっぷを設定する地方鉄道事業者もあります。日本では鉄道網

が発達しており、鉄道で到達可能な地域は多いですが、諸外国に比べ鉄道事業者数が

多く、事業者ごとに切符を買う手間が利便性を損ねています。 

外国人専用周遊パスは不慣れな土地での切符購入に係る一連のわずらわしさ・困難

を軽減できるという利点もあり、「自分たちで計画を立て、自由に旅行したい」という

ニーズに応えることができます。 

また、使い勝手の向上により「快適」というニーズに対応できれば、周遊パスの利

用価値も高まります。例えば、「JR Tokyo Wide Pass」（45 頁）は、事前購入でき、決

済時に発行されるQR コードを窓口で提示するだけで、スムーズに引き取ることがで

きます。他にも、「東北海道ネイチャーパス」（21 頁）は、周遊パスをE チケット化し

ています。 

 

参考事例 「JR Tokyo Wide Pass」の引取方法に係る実証実験 

 東日本旅客鉄道グループは、WAmazing 社と協業により、「JR Tokyo Wide Pass」を

同社のアプリ「WAmazing」等で購入可能にし、決済時に発行される QR コードを、窓口

で引き取り時に読み取り・発券する実証実験（2019 年 2 月 1 日～3 月 31 日）を実施し

ています。決済には、クレジットカードの他に、WeChatPay が利用可能です。なお、パス

の引き取り時に、パスポートを読み取り機でスキャンする必要があります。 

 

なお、周遊きっぷを使った鉄道利用を促進するためには、乗車前・乗車後の交通手

段を確保することが不可欠であり、二次交通の整備（周遊きっぷへの組込みやダイヤ

調整等も含む）も重要です。  

（出典：東日本旅客鉄道） 
 

図 「JR Tokyo Wide Pass」リーフレットと引き取り手順 
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参考事例 「つなぐ島鉄 つながる島原」（島原鉄道） 

 島原鉄道は、鉄道に加え、バス、タクシー、フェリー等の事業を

運営しています。「つなぐ島鉄 つながる島原」をスローガンに、

事業間の連携を推進しています。2018 年には、各事業の営業担当

者を集め、営業統括本部を立ち上げました。 

さらに連携を深めるため、社長直轄のタスクフォース「つなげる

島鉄推進本部」（10 名）を立ち上げました。鉄道・バスの 1 日乗

り放題券「島鉄ワンデイパス」の販売（英、中、韓国語での告

知）、ダイヤ改正を実施し、利便性を向上しています。また、将来

的には、有明海を囲む地域の交通事業者等との連携も視野に入れ、

「有明海広域連携」を構想し、観光ルートの構築、連

絡きっぷ等の施策を検討しています。 

本取組の一環として、2019 年 2 月に島原・熊本地

域の観光回遊人口の増進を目的として、九州産交グル

ープ（熊本県）と包括的業務提携契約を締結しました。 

 

 

４）地域との交流 

欧米豪系のニーズとして、「地域の人と交流したい」ということがあります。地方鉄

道事業者が「地域との交流」を商品化する方法としては、地域住民による「手振り」、

駅での「お出迎え・お見送り」、車掌・アテンダントによる「観光案内」等が挙げられ

ます。特に、「お出迎え・お見送り」については、「おもてなしの心」を表し、外国人

が抱く「日本のイメージ」に沿っていることから、アジアからの旅行客が求める「日

本らしさ」にも応えることができます。主な例は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 「島鉄ワンデイパ
ス」リーフレット 

（出典：島原鉄道） 
 

図 ダイヤ改正の PRバーナー 

図 観光列車「リゾートしらかみ」への手振り 
（東日本旅客鉄道五能線） 

（出典：島原鉄道） 
 

図 お見送りサービス 
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参考事例 手をふレール運動（九州旅客鉄道肥薩線） 

九州旅客鉄道では、肥薩線の観光列車「SL 人吉」（熊本～人吉）を、沿線の保育園・幼

稚園の園児等が手振りでお出迎えする、「手をふレール運動」を展開しています。 

他にも、観光列車「指宿のたまて箱」（鹿児島中央～指宿）では、地元の高校生が乗客に

お茶を出す、旗を振るなどの出迎えをするほか、地域のお宿では、玉手箱を模した料理を

提供し、乗客と地域が交流する場所・きっかけを作っています。 

  

 

参考事例 のと里山里海（のと鉄道） 

 のと鉄道では、能登地方の里

山・里海の風景と食を楽しめる観

光列車「のと里山里海」を運行し

ています。アテンダント（客室乗

務員）が、お出迎え・お見送り、観光案内、写真

撮影等をしてくれます。途中駅ではミニイベント

を企画し、地域住民との交流を楽しめます。他に

も、景勝ポイントでの減速・一時停止や、車内販

売、食事つきコースの設定など、既に説明してき

たポイントが盛り込まれた観光列車です。 

 

  

（出典：のと鉄道） 
 

図 「のと里山里海」（左）と 
車内サービス等（右） 

図 九州旅客鉄道でのおもてなし 
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（２）プロモーション 

プロモーションとは、商品をターゲットとするお客様に「どのように売るか」（販売

促進）を検討することです。また、プロモーションには、地域や商品に対するイメー

ジやブランド形成を目的とする「広告宣伝」もあります。両者を連動させながら進め

ることがプロモーションの効果を高めます。プロモーションを行う際、一方的に商品

の素晴らしさをアピールしても、お客様には商品の良さや購入の必然性が伝わりませ

ん。鉄道好きな人々に対して、鉄道旅行の良さを訴求するのは難しいことではありま

せん。それに対して、鉄道乗車のメリットや理由がよくわからない、鉄道に馴染まな

い国や地域の外国人観光客に対しては、「なぜ鉄道に乗る必要があるのか」という商品

購入（鉄道乗車）の必然性を、わかりやすく打ち出す必要があります。例えば、「この

鉄道に乗らなければ見られない素晴らしい景色がある」ということは、バスやレンタ

カーではなく鉄道を選択する十分なメリットや理由になり得ます。 

プロモーション方法（ツール）の主な例は以下の通りです。日本政府観光局（JNTO）

や自治体、DMO 等と連携し、ターゲット国・地域への訴求に最も効果的な方法を選

択する必要があります。必要に応じ専門家等の支援を受けることも検討すべきです。

なお、団体客を中心に誘客する場合には、海外旅行会社等に対するB to B プロモーシ

ョン、個人旅行客を中心に誘客する場合には、個客に対する B to C プロモーションが

あります。 

表 プロモーションツール（例） 

・広告（印刷物、交通広告、放送広告、ネット広告等）（B to C） 

・PR（セミナー、イベント、スポンサー等）(B to B) 

・販売促進（旅行博、見本市、展示会、ファムトリップ等）(B to B) 

また、地域の関係者と定期的に戦略会議を開催し、マーケティング戦略（ターゲッ

ト国とプロモーション方法の検討を含む）を協議・共有することが、プロモーション

実施に不可欠です。その際、商品名や商品紹介文等について翻訳が適切であるか、

DMO 等の協力を得てネイティブチェックも行うことが重要です。地方鉄道事業者が

こうした翻訳の妥当性等についても自社のみで確認を行うのは難しいと思われますの

で、積極的に外部の支援を仰ぐ方が良いでしょう。 

なお、アジア人に商品をプロモーションする場合には、（滞在期間が短いため、）「直

行便で行ける地域に行きたい」というニーズがあるので、最寄空港から直行便が飛ん

でいる国・地域に対し、プロモーションを実施するのが効果的・効率的です。 

以下では、DMO と密接に連携し、B to B とB to C の両面からプロモーションを展

開している事例を示した後、各プロモーションでの施策例を説明します。 
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地方空港における国際航空ネットワークの展開

茨城空港(3都市11便)

仁川:3便 上海:6便 台北:2便

岡山空港(4都市23便)

仁川:7便 上海:7便

香港:2便 台北:7便
花巻空港

台北:2便

宮崎空港(2都市10便)

仁川:7便 台北:3便

熊本空港(3都市15便)

仁川:10便 香港:2便 高雄:3便

広島空港(7都市31便)

仁川:3便 上海:7便

北京(大連):4便 大連:4便 香港:3便

台北:7便 シンガポール:3便

高松空港(4都市22便)

仁川:7便 上海:5便

香港:4便 台北:6便

佐賀空港(3都市12便)

仁川:7便 上海:3便 台北:2便

山口宇部空港

仁川:3便

小松空港(3都市14便)

仁川:3便 上海:4便 台北:7便

松山空港(2都市7便)

仁川:5便 上海:2便

新千歳空港(18都市190.5便)

仁川:57便 釜山:12便 テグ:7便 北京:7便

南京:2便 天津:2便 上海:21便 杭州:2便

香港:16便 台北:28便 高雄:7便 バンコク:7便

ドンムアン:7便 クアラルンプール:4便 シンガポール(台北):4便

タシケント:0.5便 ホノルル:3便 ユジノサハリンスク:4便

青森空港(2都市7便)

仁川:3便 天津:4便

静岡空港(5都市18便)

仁川:3便 上海:7便 杭州:4便 寧波:2便 台北:2便

新石垣空港

香港:2便

仙台空港(4都市28便)

仁川:7便 北京(上海):2便 上海:2便 台北:17便

大分空港

仁川:7便

長崎空港(2都市5便)

仁川:3便 上海:2便
那覇空港(14都市230便)

仁川:66便 釜山:9便 テグ:4便 北京:4便

南京:2便 天津:2便 上海:21便杭州:4便

香港:22便台北:63便高雄:18便台中:5便

バンコク:7便 シンガポール:3便

函館空港

台北:12便

富山空港(3都市9便)

上海:2便 大連:3便 台北:4便

福岡空港(21都市393便)

仁川:134便 釜山:56便 テグ:14便

北京(大連):7便 北京(青島):7便 大連:7便

青島:7便 煙台:2便 上海:28便

武漢(上海):7便 香港:30便 台北:38便

高雄:7便 マカオ:3便 バンコク:7便

ホーチミン:3便 ハノイ:7便 マニラ:10便

シンガポール:7便 グアム:7便 ホノルル:5便

鹿児島空港(5都市35便)

仁川:13便 テグ:3便 上海:2便香港:12便台北:5便

北九州空港(5都市29便)

仁川:7便 釜山:7便 務安:5便 襄陽:3便 台北:7便

新潟空港(4都市10便)

仁川:3便 上海:2便

ハルピン:3便 台北:2便

米子空港(2都市8便)

仁川:6便 香港:2便

新千歳：9都市 57便 18都市190.5便

福岡：19都市244便 21都市 393便

那覇：6都市 59便 14都市 230便
※2013年(時刻表)・2018年(事業計画認可)で集計しているため参考値。

地方空港における国際定期旅客便の推移

2018W
1133.5便

2017W
1002.5便

2013W
562便

約13％増

約102％増

各空港の国際定期旅客便の状況

2018年冬期ダイヤ当初における週当たりの
国際定期旅客便数。
【表記：行き先（経由地）】
就航都市数・総便数には経由地も含む。
（2018年冬期事業計画認可をもとに作成）

図 地方空港における国際航空ネットワークの展開 

（2018年冬ダイヤ） 

参考：国土交通省航空局ＨＰ 国際線就航状況 
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000005.html 
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参考事例 DMOと連携したプロモーション（秋田内陸縦貫鉄道、秋田犬ツーリズム） 

秋田内陸縦貫鉄道は、秋田新幹線角館駅

から奥羽本線鷹巣駅まで 94.2km の路線を

運営しています。旧国鉄の地方特定線であ

った角館線と鷹巣線を引き継ぎ、両線を接

続する新線も合わせて、1989 年に全線開

業しました。秋田県でも雪深く、特に過疎

化が進む地域で運営しているため、存続の

ためには、地域外からの誘客促進が課題と

なっています。 

内陸線では、絶景ポイントでの徐行運

転、お座敷列車や「秋田舞妓列車」などの

イベント列車等の商品を開発してきまし

た。また、SNS 等を活用したプロモーシ

ョン、ホームページの多言語化（英・韓・

繁・タイ語）など受入環境整備も着実に進

めてきました。 

外国人観光客の利用については、５年前

に 3000 人足らずであったのが、2018

年には 26,000 人を超え、利用者の約

95%が台湾人です。「角館駅～松葉駅」（乗

車時間約 30 分、運賃 470 円）の利用が

大半です。秋田県２大観光地である「角

館」と「田沢湖」（松葉駅が最寄り）への訪

問の間に、ローカル列車に乗車する観光体

験が定番になっています。なお、秋田県下

の他の観光資源と比べても、内陸線の外国

人観光客増加率は大きく、秋田県内でも注

目されています。 

一方で、「角館」、「内陸線」、「田沢湖」を巡った後の観光客は、秋田県に滞在せず、隣県

に通過することから、地域経済に恩恵が少ないとの課題も発生しています。地域の魅力を

向上し、観光客の滞在、ひいては観光消費を増やすため、内陸線では、「秋田犬ツーリズ

ム」（DMO）と連携し、観光資源の磨き上げとプロモーションに注力しています。 

 

（出典：秋田内陸縦貫鉄道） 

 
図 秋田内陸鉄道ウェブページの多言語化 

英・韓・繁・タイ語に対応 

図 秋田犬ツーリズムの拠点と 
内陸線の位置関係 
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＜秋田犬ツーリズム＞ 

「秋田犬ツーリズム」は、2016 年度に大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村の 4 市町

村で立ち上げられた日本版 DMO で、以下４つの役割を果たすことが期待されています。 

 1. 住む人口は減っても、来る人口を増やす。 

 2. 地域の価値向上による観光の産業化。 

 3. 広域連携の強みを生かす。 

 4. 稼ぐ仕組みづくり。 

当該地域には、豊かな自然環境に加え、伝

統的な祭り、グルメ、温泉や体験型コンテン

ツなど、観光資源には恵まれています。地域

外からのアクセスの観点では、大館能代空港

と秋田新幹線角館駅があり、内陸線は地域内

輸送を担う二次交通です。 

「秋田犬」は、Google 検索において「富

士山」よりも検索されており、外国人からの

知名度が高いと判断し DMO の名前にしまし

た。さらに、詳細に SNS 分析（Twitter、

Instagram）を実施したところ、「秋田犬」を

最も投稿した国がアメリカで、シンガポール

でも関心が高いことが分かりました。 

現在ではアメリカ、シンガポールに加え、

従来から関心が高い台湾と香港をターゲット

市場においています。上記のターゲット市場

を中心に、トップセールスや FAM ツアーを

実施、商談会等へも出展し、積極的に地域の

魅力をプロモーションしています。 

また、YouTube を利用したプロモーショ

ンも実施しており、過去 8 本の動画のうち 7

本に内陸線が登場するなど、内陸線は二次交

通に加えて、地域の観光資源としても DMO

にとって重要な連携先となっています。 

 

 

  

図 SNS分析とターゲット国選定の理由 

図 ターゲット市場の現状 
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１）B to B プロモーション 

B to B プロモーションは、法人相手のプロモーションです。海外の旅行会社や鉄道

事業者等に対するプロモーションがあります。 

① 商談会等への出展・セールス 

団体客の誘致に向けては、まず海外旅行会社等を対象とした商談会や旅行博等への

参加が挙げられます。地方鉄道事業者の中には、JNTO や自治体の海外出張所と連携・

共同出展し、地域の魅力とともに地方鉄道をプロモーションする事業者があります

（13 頁）。また、自社で海外拠点を開設し出展する事業者もいます（例：一畑電車…

台北、富士急行…上海、台北、バンコク）。自社拠点の利点として、現地旅行会社等と

の継続的な接点を築き、セールス拠点として活用できることが挙げられます。 

団体客の誘致にあたり、これまでに多くの外国人観光客を送客してきた海外旅行会

社は有望なプロモーション先であると考えられます。以下に、主要旅行会社の一例を

示します。 

表 外国人観光客の多い国・地域の主要旅行会社（例） 

中国 ・Beijing Good View Holiday International Service Ltd 

香港 ・EGL ツアーズ 

台湾 ・雄獅旅行社 

・可楽旅遊 

・東南旅行社 

 

本ガイドラインの策定に先立ち、モントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道［スイ

ス］へヒアリング調査を実施したところ、「団体客の誘致のためには、ツアーに組み込

むイメージ（行程）をみせることが効果的」との回答を得ました。 

 

図 プロモーションで用いるモデルコース 
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なお、団体客の誘客でプロモーションを実施している海外旅行会社等と連携し、個

人旅行者向け商品の魅力や観光情報を伝えるために、旅行会社の顧客を集め、B to C

セミナーを開催している事例もあります。 

  

図 BtoCセミナーの開催（左：北海道旅客鉄道、右：九州旅客鉄道） 

 

②海外の鉄道事業者との提携 

鉄道を利用した旅行が盛んな国・地域の鉄道事業者と「友好・姉妹鉄道協定」、「観

光連携協定」等を締結し、相互の鉄道利用促進、地域の観光振興と経済活性化のため

に、共同プロモーションを実施する地方鉄道事業者が増えています。提携内容は、駅・

列車内等への広告等の掲示、車両への特別マーキング・塗色、使用済み乗車券の相互

交換、イベントの開催等が挙げられます。提携している事業者の例は以下の通りです。 

 

表 海外鉄道事業者と提携する事業者（例） 

台湾 台湾鉄路管理局 ・しなの鉄道 

・天竜浜名湖鉄道 

・平成筑豊鉄道 等、20 社以上の地方

鉄道事業者 

桃園メトロ ・京成電鉄 

・南海電気鉄道 

・阪神電気鉄道 等 

高雄メトロ ・江ノ島電鉄 

・京福電気鉄道 等 

阿里山森林鉄道 ・大井川鐵道 

スイス マッターホルン・ゴッタルド鉄道 ・富士急行 

モントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道 ・南海電気鉄道 

レーティシュ鉄道 ・箱根登山鉄道 

  

外国人旅行者の利用拡大に向けた取り組み①

■海外現地プロモーションの実施

○B to Cセミナーの開催
・東・東南アジア市場を中心に展開
・レールパスを利用した鉄道旅行や沿線の観光情報をセミナー形式で情報発信
・沿線自治体、DMO、レンタカー会社や海外現地旅行会社と連携し、旬の情報
発信に加えパスの販売促進を実施

13

○B to Bプロモーション
・東・東南アジア市場を中心に展開
・レールパスの認知度向上と売上拡大を目的として、海外現地旅行会社向けの
セミナーやフォローアップセールスを実施

・現地旅行会社と共同で販売促進企画を展開

2017年度 （VJ事業）台湾、マレーシア、タイ （独自）韓国、中国、香港
2018年度 （VJ事業）台湾、マレーシア、中国、タイ （独自）韓国、インドネシア等

台湾 B to Ｃイベント タイ B to Cイベント香港 B to Cセミナー
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参考事例 台湾鉄路管理局に対するヒアリング調査 

〇訪台外国人観光客による鉄道を利用した観光促進を目的とし

て、外国の鉄道事業者と積極的に提携を拡大している。 

〇使用済み乗車券の相互交換、スタンプコレクション、列車塗

色の交換、鉄道写真コンテスト、プロモーション動画などの

様々な交流活動を実施している。 

〇その結果、各支線を利用し、沿線の観光スポットを訪れる観

光客の数は増加している。 

〇将来的には日本の観光列車をモデルにして、話題となるような

観光列車を新設し、訪台外国人観光客の増加に貢献したい。 

 

  

（出典：平成筑豊鉄道） 
 

図 乗車券交換の仕組み 

図 車内での告知 
（しなの鉄道） 

（出典：しなの鉄道） 
 

図 列車塗色の交換 
（上段：しなの鉄道車両、 
下段：台湾鉄路管理局車両） 

図 「便當節」（駅弁祭り） 

（出典：天竜浜名湖鉄道） 
 

図 観光プロモーション動画の紹介 

（出典：南海電気鉄道） 

図 台湾鉄路管理局の観光列車 

図 モントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道における 
姉妹鉄道協定締結の告知とラッピング列車 
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２）B to C プロモーション 

B to C プロモーションは、個人旅行客を対象とするプロモーションです。SNS など

を活用した直接的な働きかけや、FIT を支援する運行情報のオープンデータ化を以下

で説明します。 

 

①SNSの活用 

地方鉄道事業者とユーザーが直接コ

ミュニケーションを取れるのが、SNS

の利点です（12 頁）。地方鉄道事業者の

情報を発信したユーザーの投稿を「リ

ツイート」、「シェア」したり、「いい

ね！」を押したりすることで、ユーザー

が情報を発信するインセンティブを高

めます。「リツイート」や「シェア」、「い

いね！」を押すのに外国語力はほとん

ど必要とせず、翻訳サイトを使えばお

およその意味はつかめます。関心を持

っているユーザーに積極的にコミュニ

ケーションを取ることが大切です。 

また、SNS や口コミサイトにおい

て、ユーザーの積極的な投稿を促す仕

組みとして、「ハッシュタグ（＃）」が

挙げられます。ハッシュタグは、投稿

のキーワードとなるものであり、検索

性を高める働きがあります。SNS ユー

ザーは、「鉄道名」や「愛称」、「列車名」

などのハッシュタグを手掛かりに、地

方鉄道事業者の情報に容易にたどり着

くことができます。実際に地域を訪問

した旅行者からの「評判」や「口コミ」

等は、信頼できる情報源の一つとなっ

ており（右図参照）、顧客の情報発信は

新たな来訪者を獲得することにつなが

ります。 

さらに、情報が「拡散」（投稿が多くの人に引用され、一層多くの人に伝わること）

する仕掛けを設けることで、プロモーションが促進されることが期待できます。例え

ば、ハッシュタグ（＃）をつけて投稿してもらった場合に、景品が抽選で当たったり、

ノベルティを配布したりするキャンペーンを展開すること等が挙げられます。 
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図 出発前に得た旅行情報で役に立ったもの

（国籍・地域別） 
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また、主要な旅行口コミサイトであるTripAdvisor（トリップアドバイザー）では、

無料で事業者ごとのスレッド（情報項目）を立てることができ、個別事業者に特化し

た情報のやり取りができるので、積極的に活用すると良いでしょう。 

参考事例 Odakyu Sakura Photo Campaign（小田急電鉄） 

 小田急電鉄では、外国人観光客を対象とした「Odakyu Sakura Photo Campaign」を

実施しました。多くの外国人観光客が桜を目当てに来日する中で、箱根や鎌倉など桜の名

所を世界に向けて情報発信するのが目的です。キャンペーン内容は以下の通りです。 

 開花情報を案内する特設サイトの開設…英、中（繁、簡）、韓、タイ語に対応 

 インスタグラムのキャンペーンアカウントと連動 

 …SNS ユーザーがハッシュタグ「#OdakyuSakura」を付けて投稿すると、上記 

  特設サイトに掲載。また、投稿者の中から抽選で景品が当たるのに加え、投稿画 

  面（スマートフォンやタブレット等）の提示により参加賞（桜柄の箸）を配布。 

 

 

上記「拡散」の延長線上には、ブロガーやインフルエンサー等の発信力のある人々

を招き、戦略的に情報発信する方法があります。鉄道本来の良さ・持ち味を訴求し、

鉄道利用の醍醐味として、車窓を楽しみ、同行者と談笑しながら、目的地に到着でき

ることや、車内や駅において、地域の人との交流が楽しめることをアピールしてもら

うことで、情報感度の高い個人旅行客を誘客できます。また、そうした発信力のある

個人旅行客が他の個人旅行客に影響を与え、訪問を誘発する効果も期待されます。 

参考事例 インフルエンサー等の活用（Willer Trains（京都丹後鉄道）） 

 京都丹後鉄道では、京都府日本海側の認知度を向上させるため、「海の京都」ＤＭＯと連

携し、中国からは Key Opinion Leader(KOL)や YouTuber 等、インフルエンサーを招

いて、アジア向けに情報発信を行いました。 

（出典：小田急電鉄） 
 

図 キャンペーンサイト（左）と参加賞（右） 
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②運行情報等のオープンデータ化 

個人旅行客の場合、地方鉄道は、幹線から地域への

アクセスという二次交通としての役割も担っていま

す。その場合、外国人観光客は、スマートフォンアプ

リ等（Google マップなど）にて経路検索を行い、公

共交通機関を乗り継いで、地方へ到達することが考

えられます。したがって、経路検索を含め、インター

ネット等を利用して地方鉄道を利用しやすい環境を

構築することで、本来の事業である「輸送」そのもの

をプロモーションすることにもつながります。 

現時点では、経路検索に必要なデータ（地方鉄道の

運行情報データ）は、国内経路検索サービス提供事業

者（ジョルダン社）から Google 社に提供されていま

す。今後、公共交通分野における運行情報データのオ

ープンデータ化を推進する方向性が国土交通省より

示されています。 

これにより、経路検索以外にも、情報提供の充実、

移動サービスへの利活用が可能となり、一層の利便

性向上が期待されます。なお、運行情報データは、共

通データ形式GTFS に準拠することが求められます。 

 

表 GTFS (General Transit Feed Specification)の概要 

公共交通機関の時刻表とその地理的情報に使用される共通形式を定義したもので、当初は Google 

社向けのフォーマットとして作成されていました。現在はオープン化され、誰もが使用できるものと

なっています。零細事業者の利用も視野に、表計算ソフトでの閲覧が容易な CSV 形式を採用し、仕

様がオープン化されていることから、北米・欧州を中心に海外で幅広く利用されています。また、GTFS 

で作成したデータを一定のルールに基づき提供することで、Google マップで当該交通機関の情報が案

内される仕組みもあります。 

（出典：『「標準的なバス情報フォーマット」解説（初版）』 

（国土交通省総合政策局公共交通政策部）） 

  

（出典：Googleマップ） 
 

図 関西国際空港から井原駅 
（井原鉄道）までの経路案内 

※ジョルダン社による 
 運行情報データ提供 
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参考事例 商用バスロケの標準的オープンデータ公開について（両備バス・岡電バス） 

両備グループの路線バス事業者（両備バス・岡電バス）では、バスロケーションシステ

ム（バスロケ）の現在地等のリアルタイム情報を Google マップに提供しています

（2018 年 7 月 27 日～）。また、「標準的なバス情報フォーマット」（国土交通省が定義

する、GTFS を拡張したデータ形式）、及び「GTFS-Realtime」（GTFS と連携したリア

ルタイム情報のデータ形式）にてオ

ープンデータ化しています（商用バ

スロケとして全国初）。 

なお、リアルタイム情報を Google

マップに提供することで、経路検索

を行う際に、バスの現在位置、バス

停への到着予測時刻等が表示されま

す。また、バス停の英語名の表示に

も対応しています。 

 

  

（出典：両備ホールディングス） 
 

図 Googleマップでの表示イメージ 
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（３）受入環境整備 

受入環境整備は、地方鉄道を利用されるお客様に対し、ス

トレスフリーな移動を提供するために実施するものです。限

られた予算のなかでは、「緊急性」（安全・安心に関わる事項）、

「便益を受ける人数」（利便性が向上する人の多寡）、「費用」

等を勘案しながら、優先順位付けを行い、段階的に取組んで

いくことが必要です。受入環境整備で重点的に実施すべき取組事項は

以下の通りです。 

 多言語対応…地方鉄道を円滑に利用するために必要となる情報

を外国語等で提供すること。事故・災害等発生時に運行情報等を

迅速に提供すること。 

 公衆無線 LAN 整備…旅客施設及び車両等において、インタ

ーネットを利用した情報の閲覧を可能とする環境を整備する

こと。 

 洋式トイレ整備…便所に設置する便器（小便器を除く。）は、

原則として座便式のものとすること。 

 キャッシュレス環境整備…クレジットカードによる支払を可

能とすること。また、交通系ＩＣカードを利用できる環境を整

備すること。外国人が訪問先で最も歓迎されていると感じる

のは、「本国の決済手段が使える」ことであり、オンラインチ

ケット、チケットレス、デジタル・ペイメント等を含め海外で

主流の決済手段に対応することが期待されています。 

 荷物置き場の設置…大型荷物が複数収納できる荷物置き場を

乗客の利便性を考慮した箇所に設置すること。 

 インターネットによる予約環境の整備…指定席券、企画乗車券

等をウェブサイト等により予約可能な環境を整備すること。海

外ではインターネット予約が主流であり、日本でも導入される

ことが期待されています。 

なお、受入環境整備については、「観光立国実現に向けた多言語

対応の改善・強化のためのガイドライン」（平成 26 年 3 月 観光

庁）、「公共交通機関における外国人観光旅客利便増進措置ガイド

ライン」（平成 30 年 10 月 観光庁）など、既存のガイドライン等

が参考になります。 

（参考） 

 多言語ガイドライン http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000102.html 

 利便増進措置 http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000257.html  

図 ピクトグラムによる 
表示例［スイス］ 

図 タブレットを活
用した多言語対応 
（九州旅客鉄道） 

図 車内荷物置き場 
（北海道旅客鉄道） 

（出典：富士急行） 

 
図 特急列車の web予約
システム［英、中（繁・

簡）に対応）］ 
（富士急行） 

図 窓口でのｸﾚｶ・
WeChatPay対応 
（富士急行） 
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Ⅲ 具体的施策の推進に向けた関係者の役割と取組事項 

既述のように、外国人観光客の誘客に向けては、地方鉄道は交通手段としての機能

のみならず、観光資源として「地域の宝・広告塔」にも位置づけられます。地方鉄道

事業者が孤軍奮闘するのではなく、自治体や DMO など、外部資源と連携しながら、

地域全体で、地方鉄道を観光資源として磨き上げることは、双方に良い結果をもたら

します。本章では主な関係主体の役割と取組事項について整理・提示します。 

 

１．地方鉄道事業者等 

地方鉄道事業者は、誘客の中核・推進役となるとともに、地域関係者や観光資源を

繋ぐ役割を担っています。しかし、予算的、人員的に多くの制約があるのは明らかで

あり、多くの地方鉄道事業者にとって、単独で取組を牽引していくことは大変な困難

を伴うものといえます。したがって、自社で完結（自己完結）せずに、自治体や DMO

といった地域関係者を積極的に巻き込むことが原則になると考えられます。そして、

地域関係者と連携しながら、魅力的な売り物（商品）を作り、多方面へのプロモーシ

ョンを実施することになります。 

取組推進にあたっては、できることから着手し、段階的に範囲や規模を拡大するこ

とを心掛けましょう。「あれもやらなくてはいけない、これもやらなくてはいけない」

という思考で身動きが取れなくなるのではなく、協力・連携関係を加速度的に広げて

いくためには、まずは第一歩を踏み出すことが何よりも大切です。 

また、自治体やDMO といった地域の関係者と連携しながら、沿線への外国人観光

客の来訪状況を定期的に把握することも重要です。これも、最初は視認レベルで構い

ませんので、どのような国・地域（アジア、欧米）の方々がどれぐらいの人数で来訪

しているかを定期的にモニターしていくことで、データが蓄積し、マーケティング戦

略を有効に立案・実行することが可能になります。 

地方鉄道事業者としては、ダイヤのパターンや接続など、利用者側の利便性につい

て細かに配慮することも大事です。基本となる鉄道サービスについて、利用者に分か

りやすく使いやすいものになっているか、利用者目線でもう一度確認・検討して下さ

い。 

また、地域関係者以外に、地方鉄道事業者同士で連携することもできるはずです。

例えば、最寄空港に共通の海外地域発の直行便がある地方鉄道事業者が、マーケティ

ング施策に係る情報を交換し、共同プロモーションを展開することは効果的です。 

他にも、JR 各社と連携し、各種レールパスへの組み込みや、レールパスを補完する

周遊きっぷの造成など、JR のネットワーク・規模を活用した商品開発という方法もあ

ります。また、観光列車を導入することは資金的に難しいかもしれませんが、例えば

北海道旅客鉄道では、他の事業者の協力を得て期間限定で北海道に観光列車を運行さ

せる、といった取組も行う予定です。今後の動向にご留意下さい。  
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参考事例 天竜浜名湖鉄道に対するヒアリング結果 

〇台湾鉄路管理局と提携している国内の鉄道事業者間で連絡会が年数回開催されている。 

〇台湾へのプロモーションや商品企画に係る情報交換や相談等ができ心強い。 

 

参考事例 JR Tokyo Wide Pass 

「JR Tokyo Wide Pass」は、首都圏

とその周辺で利用可能な外国人観光客専

用の周遊きっぷで、３日間 10,000 円

（大人）です。東日本旅客鉄道の指定区

間に加え、富士急行、伊豆急行、東京臨

海高速鉄道、東京モノレール、上信電鉄

の全線、及び埼玉新都市交通（ニューシ

ャトル）の「大宮～鉄道博物館間」の特急（新

幹線含む）・急行列車・普通列車の普通車指定

席と、東武相互直通特急「日光号」「スペーシア日光号」「きぬがわ号」「スペーシアきぬがわ

号」等の特急列車の普通車指定席（東武線内発着となる区間は利用不可）に乗り放題です。 

 

 

２．地域関係者 

地域関係者は、地方鉄道事業者と協力・連携し、鉄道を軸とした地域のブランディ

ングやプロモーション、セールスに従事することが期待されています。とりわけ、沿

線自治体やDMO は、地域における観光産業の牽引役として、地方部の観光振興に取

組むことが期待されます。 

 

（１）DMO 

DMO の目的は地域が観光をビジネスとして運営していける仕組みづくりや、その

ための基礎的な環境整備に取組むことを通じた地域経済の成長となります。そのため、

DMO には、地域の観光資源の磨き上げや二次交通を含む交通アクセスの整備、受入

環境の整備等の着地整備に精力的に取組むことが期待されています。 

DMO が上記の役割を果たすためには、地域における関係者全体の役割分担や取組

内容を改めて棚卸、整理し直し、それぞれの役割を明確化していくことが必要です。 

特に、地方部では、地域の観光資源が面的に点在していることが多く、さらに、駅

や空港から離れて立地するということも珍しくありません。旅行形態が FIT 化し、訪

日リピーターを中心に訪問先が地方にも拡大している実態を踏まえると、地域内交通

なくして地方の観光はありえません。その観点からは、DMO の組織には観光・宿泊

施設、アクティビティの関係者等だけでなく、交通事業者の参画も促進し、二次交通

を整備する必要があります。 

（出典：東日本旅客鉄道） 

図 「JR Tokyo Wide Pass」リーフレットと 
使用可能エリア 
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そして、DMO は「既に実現できていること」、「これから取組むべきこと」、「実施

にはまだ時間がかかりそうなもの」などについて、「取捨選択」と「優先順位付け」を

行い、一定期間（例：1 年後、3 年後、5 年後など）における達成目標に向けてロード

マップと KPI を設定し、PDCA サイクルを構築することが、目標達成の鍵となりま

す。 

自治体・DMO をはじめとした地域の関係者間で、地方鉄道への外国人観光客の誘

客及び利用促進という観点から改めて議論を行い、取組の方向性と役割分担、具体的

な取組内容等について意思決定を行うことが求められます。 

なお、観光庁「世界水準の DMO のあり方に関する検討会」では、世界水準の DMO

の形成・確立に向けて、DMO 全般の底上げに向けた改善の方向性等が議論されてい

ます。今後、地域では観光に係る地域全体の体制を議論したうえで、DMO の役割を

整理し、さらに、DMO には地域における役割分担に基づいて、取組の選択と集中を

行うことが求められます。同検討会の動向についても注意を払って下さい。 

（参考）  

 「世界水準の DMO のあり方に関する検討会」 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000053.html 

 

参考事例 トランスポートパス（山陰インバウンド機構（山陰 DMO）） 

山陰 DMO では、大山隠岐国立公園

へのアクセスについて二次交通の情報

が十分に提供されていないことや、バ

スにおける IC カード未対応等の課題を

改善するために、国立公園周辺エリア

内の観光施設、バス停などの二次交通

情報を整理し、外国人観光客のスムー

ズなバス利用につながるよう、バス事

業者と連携し WEB 上での購入、チケ

ットレスでの利用を可能とする交通フ

リーパスを実験的に販売しました 

（2019 年 2 月 28 日まで）。 

 

（２）沿線自治体 

沿線自治体は、地方鉄道事業者と二人三脚で外国人観光客の誘客に取組むだけでは

なく、地方鉄道事業者が自力では実現が難しい、受入環境整備（観光案内所の充実、

外国語のできる職員の配置・増員、トイレの改修・増設等）にも取組んでいくことが

期待されます。地方鉄道事業者や DMO、地域の観光業関係者などに対して、後方支

援を行っていくことが中心になると考えられます。 

図 「トランスポートパス」リーフレット 
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（３）沿線の支援者（住民、学生・生徒、NPO など） 

地方鉄道の沿線には、地元の大学生や高校生、沿線在住の外国人、国際交流や観光

振興のNPO、鉄道愛好者など、外国人観光客の誘客に向けて、地方鉄道事業者の強力

な支援者／応援団となり得る貴重な人材が眠っている可能性があります。前出の富士

急行による「通訳スタッフ」（19 頁）はその好例です。こうした「地域のファン／応

援団」を積極的に活用することで、諦めていた取組が実現する可能性もあります。埋

もれている沿線人材はいないか、改めて見直してみましょう。 

参考事例 英語パンフレット（津軽鉄道） 

 津軽鉄道の「ストーブ列車」（23 頁）は外国人観光客の中で人気が高いです。2016 年に

五所川原第一高校の高校生が、同校の外国語指導助手の講師と共に制作したストーブ列車の

英語パンフレットは利用者に好評を得ました。これを受け、2018 年には津軽鉄道から同校

に依頼し、季節ごとの沿線の魅力や駅弁などを紹介する英語パンフレットを制作してもらっ

ています。なお、印刷には、津軽鉄道活性化協議会の補助金を活用しました。 

 また、NPO 法人「津

軽半島観光アテンダント

推進協議会」は列車アテ

ンダントとして、津軽半

島 10 市町村の魅力を発

信するだけでなく、特産

品の試食物イベントの開

催等、地域活性化にも努

めています。なお、本協

議会の前身は｢奥津軽トレ

インアテンダント｣です。 

例えば、沿線在住の外国人を通じて、国別のニーズを聞き取ることもできますし、

その国の言語を使い、母国に向けて情報発信してもらうこともできるかもしれません。

地域の応援団の一人として、母国からの誘客のサポーターとなってくれる場合もある

でしょう。このように、沿線在住の外国人を窓口としながら、外国人観光客の誘客を

進めていくという方法も考えられます。 

また、沿線の大学や高校に協力を仰ぎ、観測ポイントなどでの外国人観光客の利用

者調査を手伝ってもらうことも想定されます。地域に対する理解を深め、地域おこし

の一翼を担うという観点から、外国人観光客数の把握、分析などに参加してもらうこ

とは、地域の一員として意味のある教育活動であるといえます。 

現状では、地方鉄道とそのファンや応援団との関係が密であるところばかりではあ

りません。しかしながら、地元のファン層・応援団を大事にすることによってこそ、

地方鉄道が「地域の宝・広告塔」として認識されるものです。改めて、地元のファン

層・応援団との関係を見直し、沿線住民等を「お客様」としてのみ位置付けるのでは

なく、地域の仲間・味方として招き入れることが必要であると考えます。 

地元高校生の協力
英語版観光パンフレットの作成 第一高校

図 高校生が制作した英語パンフレット 
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３．その他 

観光産業に携わる旅行会社や宿泊業者などは、地方鉄道事業者と連携し、商品開発

や販路開拓等を行うことが期待されます。日常の業務を通じて得られた外国人観光客

の旅行トレンドや、ターゲット国のニーズ動向等について、適宜鉄道事業者や地域関

係者に情報を共有し、地域としてのターゲット設定や商品開発・販売等の方向性が適

切であるか等についてサポートしていくことが望まれます。 
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Ⅳ 国による支援策の方向性 

１．商品開発 

（１）地域の関係者と連携したコンテンツ造成に対する支援  

沿線に集客の核となる観光資源が乏しい多くの地方鉄道事業者の路線においては、

まずは団体客をターゲットとして、地方鉄道を軸に地域を周遊できる観光コンテンツ

を開発することが、外国人観光客の誘客の第一歩として効果的と考えられます。 

しかしながら、人的リソースが限られる地方鉄道事業者が地域の関係者を束ねて新

たなコンテンツ開発の旗振り役を担うことは、現実的には容易ではありません。 

このため、外国人観光客をターゲットとした、地方鉄道を軸に地域を周遊できる観

光コンテンツを開発する上では、地域における観光施策をとりまとめる DMO や地方

自治体が主体となり、地方鉄道を地域の貴重な観光資源として認識し、二次交通の整

備も含めて地域の観光コンテンツを面的に整備・発信することが求められます。 

このため、観光庁は、平成３１年度予算「広域周遊観光促進のための観光地域支援

事業」により、DMO や自治体が中心となり、地方鉄道を含む地域の観光資源と二次

交通等を組み合わせて滞在型コンテンツの充実を図る取組等に対する支援策を設ける

こととしています。 

また、観光庁としては、同様に、「訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテン

ツ造成事業」により、地方運輸局が DMO、地域と連携して、地方鉄道を含む地域の

観光資源を活かした訪日グローバルキャンペーンに活用できる新たな滞在型コンテン

ツを創出するための事前調査、コンテンツの企画・立案、モデルツアー等の取組を実

施することとしています。 

 

 

 

 

 

 

（２）サイクルトレインを含む観光列車の導入・運行に対する支援  

台湾をはじめとしアジア圏では日本の原風景が残る地方部への旅行意欲は高く、リ

ピーターを中心にニッチなコンテンツとして観光列車を利用する外国人観光客も多く

存在します。今後、訪日リピーターの更なる増加に伴って、観光列車は、地方への来

訪意欲を高める魅力的なコンテンツとなり得ると考えられます。 

その際、外国人観光客に「乗ってみたい」と思っていただくためには、特徴的な車

両外観や美しい内装をあつらえた車両や、「サイクリング・自転車」と「観光・旅行」

を組み合わせ、自転車に乗りながら、地域の自然や地元の人々、食事や温泉といった

あらゆる観光資源を五感で感じ、楽しむことができるサイクルトレインの導入も効果

＜関連情報・お問合せ先＞ 

 観光庁ホームページ「観光地域づくりに対する支援メニュー集」 

 http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000053.html 

 お問合せ先：観光庁観光地域振興部 DMO 支援室 TEL：03-5253-8328 
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的と考えられます。 

しかしながら、多くの地方鉄道事業者にとって、それを独力で実施することは、資

金的にも容易ではありません。 

そこで、観光庁においては、平成 31 年度予算「公共交通利用環境革新等」事業にお

いて、訪日外国人旅行客の来訪が特に多い、又はその見込みがある観光地として観光

庁が指定した市町村に至るまでの路線において、外国人旅行客のニーズが特に高い多

言語対応、無料Wi-Fi サービス、トイレの洋式化、 キャッシュレス決済対応等の取組

を行った場合に、サイクルトレインを含む訪日外国人旅行客向けの観光列車の導入・

改造等に要する経費を支援することとしています。 

加えて、地方鉄道事業者間で車両の貸借が容易に行えるように、国土交通省におい

ては、他の鉄道事業者が保有する列車を自社の線路で運行する場合の事業スキームに

ついて、2019・2020 年度に予定している北海道における取組を通じて、その効果・課

題を検証することにしています。 

関連情報・お問合せ先はP53 に記載 

参考事例 北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東京急行電鉄、日本貨物鉄道 

 北海道旅客鉄道（JR 北海道）は、東日本旅客鉄道（JR 東日本）、東京急行電鉄（東急電

鉄）、日本貨物鉄道（JR 貨物）と連携し、2019～20 年度にかけて、北海道における、観

光振興と地域活性化を目的に、観光列車を走らせる取組を始めます。 

具体的には、ＪＲ東日本からは、同社が保有する「びゅうコースター風っこ」を借り受け、

宗谷本線で運行します。沿線の魅力を活かした鉄道

の活性化を目的としており、沿線地域関係者と協力

しながら、宗谷線沿線を盛り上げる取組を行ってい

きます。なお、JR 北海道の観光列車「北海道の恵

み」シリーズ車両を連結して運転し、「北海道の恵

み」を体感できる車内でのイベント等も用意する計

画です。なお、列車の運行にあたっては、北海道旅

客鉄道が東日本旅客鉄道から借り受けた車両を運

行し、商品造成、販売等まで行います。 

 また、東急電鉄の協力を得て、「美しさ、煌めく

旅」をコンセプトとした「The Royal Express」

を運行する予定です。なお、東急電鉄が旅行商品の

造成、販売、車内サービス等を行い、JR 北海道が

列車の運行に協力する計画です。 

 両列車とも、本州から北海道まで回送運搬する点

で、ＪＲ貨物が連携する計画であり、鉄道事業者４社

が協力する例のない取組といえます。 

 

 

（出典：北海道旅客鉄道） 
 

図 「北海道の恵み」 

（出典：東京急行電鉄） 
 

図 「The Royal Express」 
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（３）観光型 MaaS のあり方の検討や実証 

FIT が増加する中、特に欧米系の外国人旅行客は、自分自身で旅行計画を立てたい

というニーズが高いと言われています。このようなニーズに応えるためには、オンラ

イン上で、値段、在庫状況、時刻等の情報を提供したうえで、座席の予約・決済から

利用までをストレスフリーで行えるような仕組みが必要です。 

このため、国土交通省においては、「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」

を開催し、MaaS などの新たなモビリティサービスの活用により、都市・地方が抱え

る交通サービスの諸課題を解決することを目指し、我が国における望ましい MaaS の

あり方等の課題抽出・今後の取組の方向性などを検討しているほか、平成 31 年度「新

モビリティサービス推進事業」において、地方鉄道を含めた交通事業者、飲食施設、

宿泊施設、観光施設等と連携し、外国人旅行客の周遊性を高める観光型 MaaS の実証

事業を実施することにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連情報・お問合せ先＞ 

 国土交通省ホームページ「公共交通政策」 

 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/index.html 

 お問合せ先：国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課 TEL：03-5253-8980 
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２．プロモーション 

（１）JNTO サイトでの情報発信強化 

地方鉄道事業者は 100 社以上あり、各社は個別に自社ウェブサイトにおいて、観光

列車情報を掲載していますが、情報が各社に分散されているだけでなく、多言語化等

も含めて、掲載されている情報の量や質に大きなばらつきがあるのが現状です。その

ため、外国人観光客がある観光列車に乗車したいと思っても、その列車がどの区間を

走っているのか等を知ることが難しく、ニーズに応えられていない可能性が高いとい

えます。この点については、JNTO が地方鉄道の魅力発信に関するウェブページなど

海外向け発信に有効なツールを有しているので、地方鉄道事業者や地域の関係者と協

力し、これらを活用して効果的に海外発信のサポートを実施します。 

 

 図 JNTOの「Japan Local Railways」及び「Scenic Railway Journeys」のウェブサイト 

 

 

（２）インバウンド誘客に向けた JNTO との連携 

インバウンド誘客に向けては、地域全体でターゲットとなる市場を決めてマーケテ

ィング施策を打つことが必要と考えられます。一方で、地方鉄道事業者は、必ずしも

マーケティングに精通しているわけではありません。そこで、地方鉄道の会合や関連

セミナー開催の機会を捉えて、JNTO から外客誘致の現状や取組について説明を受け

る機会を設け、その後の戦略の企画立案に活かせるノウハウを提供していきます。こ

うした会合等にご参加いただくことで、地方鉄道事業者の横の連携を強化し、事業者

間でのマーケティングの ベストプラクティスを共有することも可能になります。特

に、同じ国から定期直行便が就航している地域は、誘客戦略に共通性があると考えら

れることから、相互に協力して対策を検討することも効果的であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

＜関連情報・お問合せ先＞ 

 JNTO ホームページ「自治体・企業等へのインバウンド事業サポート」 

 https://www.jnto.go.jp/jpn/services/consign_services.html 

※ お問合せ先はサポート内容ごとに上記ホームページに記載 
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３．受入環境整備 

「公共交通利用環境革新等」事業及び訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 

沿線に既に多くの外国人が訪れている事業者においては、積極的に受入環境整備に

取組むことで、更なる利用者の増加、リピーターの獲得が望まれます。 

観光庁においては、これまでも受入環境整備に関する支援を実施してきましたが、

今後は国際観光旅客税による税収も活用し、平成 31 年度予算「公共交通利用環境革

新等」事業において、訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込みがある市

町村として観光庁が指定したものに係る観光地へのアクセスにおいて、車両や旅客施

設の多言語表記や多言語案内用タブレット端末等の導入、無料 Wi-Fi の整備、トイレ

の洋式化及び機能向上、全国共通 IC カード、QR コード決済等の導入等に対して集中

的に支援を実施することにしています。 

 

 

図 公共交通利用環境の革新等に係る観光庁事業 

 

 

 

 

 

公共交通利用環境の革新等

⑥大きな荷物を持ったインバウンド 旅客
のための機能向上

■段差解消やスーツケース置き場の確保

■観光列車 ■サイクルトレイン■魅力ある観光バス

⑦移動そのものを楽しむ取組や
新たな観光ニーズへの対応

⑤非常時のスマート フォン等の
充電環境の確保

■非常用電源装置・ 携帯電話充電設備等

（あわせて⑤～⑦を支援可能）

or or

１ /２
（ ①～④のう ちのいずれかを実施済の場合は、 １ /３ ）

補助率 補助対象事業者

公共交通事業者、 旅客施設の設置管理者等

①～④をセットで整備

空
港
・
港
湾

周
遊
地
域

訪
日
外
国
人
旅
行

者
の
来
訪
が
特
に

多
い
観
光
地
等

空
港
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港
湾

ア
ク
セ
ス

長
距
離
移
動

（
交
通
拠
点
間
）

二
次
交
通

○ 地方部への訪日外国人旅行者の誘致の加速化に向け、我が国へのゲートウェイとなる空港・港湾から訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地
等に至るまでの公共交通機関の利用環境を刷新するため、訪日外国人旅行者のニーズが特に高い多言語対応、無料Wi-Fiサービス、トイレの洋式化、
キャッシュレス決済対応等の取組を一気呵成に進め、シームレスで一貫した世界水準の交通サービスを実現する。

■多言語表記等 ■タブレット端末、携帯型翻訳機、
多言語拡声装置等の整備

■スマートフォンアプリの活用等に
よる案内放送の多言語化

②無料W i-Fiサービ
ス

■交通施設や
車両等の無料Wi-Fiの整備

■QRコードやクレジット
カード対応、企画乗車船
券のICカード化

■企画乗車船券
の発行

■全国共通ＩＣ
カードの導入

③ト イレの洋式
化

■洋式トイレ、
多機能トイレの整備

④キャッ シュレス決済対応

■レンタカーの
キャッシュレス対応

■多言語バスロケーション
システムの設置

①多言語対応（ 事故・ 災害時等を含む）

※通常は整備が想定されない場合（例：②無料Wi-Fiサービス（レンタカー等）、③トイレの洋式化（バス、タクシー、レンタカー等）等）については、適用除外とする。
※①及び④については、少なくともいずれか１つ実施。

（ＬＲＴシステム
の整備）

（インバウンド
対応型バス）

（荷物置き場
の設置）

（インバウンド
対応型タクシー）

（旅客施設の
段差解消）

観光庁（参事官（外客受入担当））予算額：5,500百万円

＜関連情報・お問合せ先＞ 

 観光庁ホームページ「訪日外国人を含む旅行者の受入環境の整備に関する事業」 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000077.html 

 お問合せ先：観光庁外客受入参事官室 TEL 03-5253-8971 

 お問合せ先： TEL：（確認中） 

 



54 

Ⅴ おわりに 

地方鉄道は、地域の有力な観光資源であり「地域の宝」であるとともに、地域の名

を知らし高める「地域の広告塔」でもあります。しかし、地域にとって大切な存在で

ありながら、地方鉄道事業者は利用者減少と高い維持管理コストに苦しんでおり、厳

しい経営状態に陥っている事業者も少なくありません。そのような事業環境のもと、

地方鉄道にとって、外国人観光客は、極めて魅力的な市場であります。 

本ガイドラインでは、マーケティングの視点から、この新たな市場を適切に開拓し、

地方鉄道にとって新たな収益源とするための方策について整理・提示しました。外国

人観光客による地方鉄道の利用増加は、単に地方鉄道の収益改善に貢献するのみなら

ず、外国人観光客が日本の地方部を訪れ、日本の新たな魅力を発見する有力な機会の

一つになると思われます。また、地方鉄道及び沿線地域の双方にとって、両者の関係

を改めて見つめ直し、それぞれの重要性と役割について考え直す絶好の機会であると

考えられます。 

地方鉄道と地方鉄道を応援する人々が一体となって、外国人観光客の誘客に取組み、

その結果、地域の活性化・一体化がもたらされることを期待しています。 
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外国人観光旅客を対象とした地方部における鉄道利用促進に向けた検討会 
委員・事務局名簿 

 

（敬称略・順不同） 

 

 

＜座長＞ 

丁野 朗 東洋大学大学院 国際観光学部 客員教授 
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矢ヶ崎 紀子 東洋大学 国際観光学部 教授 

袁 文英 ＥＧＬツアーズ 主席兼執行董事 

鳥塚 亮 まちづくりＮＰＯ おいしいローカル線をつくる会 理事長 
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＜事務局＞ 

小林 茂樹 国土交通省 観光庁参事官付（外客受入担当）課長補佐 

村山 望  国土交通省 観光庁参事官付（外客受入担当）主査 
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外国人観光旅客を対象とした地方部における鉄道利用促進に向けた検討会 
開催経過 

 

 

第１回 

2018年 12月 20日（木）14:00～16:00 中央合同庁舎第２号館 14階 観光庁国際会議室 

議事内容 

（１）インバウンド観光と地方鉄道の現状について 

（２）袁委員よりプレゼンテーション 

（３）鳥塚委員よりプレゼンテーション 

 

第２回 

2019年１月 25日（金）10:00～12:00 中央合同庁舎第２号館 14階 観光庁国際会議室 

議事内容 

（１）事業者ヒアリング（九州旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、

WILLER 株式会社、富士急行株式会社［発表順］） 

（２）海外・国内鉄道事業者による外国人観光旅客誘客の取組事例（事務局） 

 

第３回 

2019年２月 21日（木）13:30～15:45 弘前地区消防事務組合消防本部 

議事内容 

（１）地方鉄道の現状と有識者検討会における論点 

（２）関係者ヒアリング（秋田内陸縦貫鉄道株式会社、秋田犬ツーリズム、東日本

旅客鉄道株式会社 秋田支社、津軽鉄道株式会社、弘南鉄道株式会社、弘前市、

青森県［発表順］） 

（３）海外・国内鉄道事業者による外国人観光旅客誘客の取組事例（事務局） 

（４）意見交換 

 

第４回 

2019年３月 14日（木）16:00～18:00 中央合同庁舎第２号館 14階 観光庁国際会議室 

議事内容 

（１）外国人観光旅客を対象とした地方部における鉄道利用促進に向けたガイドラ

イン案について 

（２）委員による意見交換 

 

 


