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はじめに 

わが国への外国人旅行客は 2015 年度には約 1,973 万人となり、2020 年度には 3,300 万

人を突破することが見込まれ、いわゆるインバウンド需要の市場のすそ野が着実に広がっ

ている1。そのような中で、彼らがより快適に日本国内を旅行できるようなソフト面、ハー

ド面での整備の必要性が高まっている。折しも 2020 年には首都東京にてオリンピックが開

催予定であり、東京を皮切りに（究極的には全国に）整備を進めていくことは、喫緊の課

題となっている。そこで、本稿では、東京を中心としたエリアにおける交通系ＩＣカード

を活用した整備策の提言を行う。 

ソフト面、ハード面での整備の必要性について、その中でも特に重要と考えられるのが、

言葉の壁に加えて日本独特の仕組みゆえに、外国人旅行客にとって観光をしにくくしてい

る要素である。政府の資料などでも公共交通機関の複雑さは指摘されている（山崎, 2015）
2。より具体的には、外国人旅行客対象のアンケート調査である三菱 UFJ リサーチ＆コンサ

ルティング『首都圏の公共交通利用に関するアンケート』によれば、「快適さ」「わかりや

すさ」「楽しさ」といった情緒的価値と「安さ」の評価が低い（図 1、図 2）、と指摘される

3。このように、日本人にとってさえ複雑な公共交通機関、すなわち電車、地下鉄、バスの

仕組みが快適な観光の阻害要因となっている4。東京都で路線を運航している鉄道会社だけ

で 18 社もあり、路線数は 85 路線である。それゆえに相互乗り入れが進むなど、利便性が

高まる一方で、仕組みの複雑化も進んでいる。この充実した路線展開ゆえに公共交通機関

が高度に発展しているといわれる東京であるが、多くの旅行客の移動手段となる公共交通

機関の仕組みが複雑難解では、それがインバウンド需要の押し下げ要因になりかねない。

実際、その仕組みの複雑さに困惑して、改札前で立ち往生している外国人観光客を見かけ

ることも多くなってきた。 

 ところで、法政大学の学生のように東京中心部で公共交通機関を日常的に利用している

場合には、それ程、大きな問題とならないのはなぜであろうか。まず、言葉の問題がない

ことが大きいと思われる。だが、それにも増して PASMO や Suica などの交通系ＩＣカー

ドを利用することで、以前のような乗り継ぎの切符を買うという手間などがなくなり、仕

                                                  
1 日本銀行調査統計局 「2020 年東京オリンピックの経済効果」（図表１）

（https://www.boj.or.jp/research/brp/ron_2015/data/ron151228a.pdf） 
2 2015 年 1 月国立国会図書館調査及び立法考査局 主幹山崎治

（ http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8941424_po_076803.pdf?contentNo=1 ） 
巻末の参考文献に回す 

32014 年 1 月 20 日～2 月 15 日 有効回答数 450（韓国 150 人、台湾 150 人、アメリカ 150
人）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング『首都圏の公共交通利用に関するアンケート』

（http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_140613.pdf） 
4公共交通機関の情報検索サイト「駅すぱあと」が日本人向けに行った調査（2013 年実施、

回答者数 1071 人）による首都圏の電車を初めて利用する際、困惑したと回答したのは全体

の 75％であった。（http://roote.ekispert.net/labo/result/04） 
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組みの複雑さを意識しなくてもよくなったことが大きいと考えられる。 

 また、交通系ＩＣカードが外国人旅行客にとって特に利便性が高いのは、交通費の決済

に限った話ではない。少額決済手段として機能することから、キャッシュレスでの支払い

を可能にすることを忘れてはならないだろう。実際、日銀統計によればこの 10 年ほどは１

円玉の流通量が減少し続けるなど、交通系ＩＣカードを含めたいわゆる電子マネーの普及

によって、小さな単位の決済手段が現金から電子マネーに代替されている。この交通系Ｉ

Ｃカードのメリットを外国人旅行客に活用してもらうことの効果は大きい。 

このように様々なメリットが考えられ、日本国内では広く利用されているにもかかわら

ず、外国人観光客に対する交通系ＩＣカードの推進は限定的なのはなぜなのだろうか5。現

時点では、ＨＰや日本の観光案内所や駅などで配布されている外国人向けマップでの購入

方法や利用方法の紹介や告知だけであり、外国人旅行客に積極的な利用を呼び掛けるよう

な取り組みは行われていない。外国人向けの観光情報サイトの TripAdvisor では、移動には

便利であるが観光客向けの割引がない、との指摘もされている。だが、東京オリンピック

を想定すると、ヘリテッジゾーンと呼ばれる国立競技場や日本武道館などの都心、東京ベ

イゾーンと呼ばれる有明アリーナやお台場海浜公園などの湾岸エリア、武蔵野エリア、東

京都外に会場が設置されており、外国人旅行客の混乱を減らし、案内にかかる人件費負担

を減らしていくためにも、交通系ＩＣカードを使った電車移動を促すメリットは大きいと

考えられる。 

 さらに現在、総務省は「おもてなしインフラ」と呼ばれる、交通系 IC カードをホテルで

のパスポートチェックの簡易化、レストランでのアレルギー情報のチェックなどに活用す

る政策を進めている6。この施策により、今後交通系 IC カードは電子決済のみならず、サ

ービス分野にも活用され、その利便性は高まっていくことが見込まれている。国土交通省

観光庁においても訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金が交付されるなど、

外国人を受け入れる環境整備は急を要する課題である7。 

 先行研究に関しては、交通系 IC カードの成り立ちや機能（2012 年『交通系 ICカードの

イノベーション：Suica・ICOCA・PiTaPa の事例研究』）、電子マネーの利用のリスク認識（2008

年『非接触型 IC カード利用の規定要因と利用に伴うリスク認識』）に関する研究など、日

本人向けとしての交通系 IC カードについて、多くの論文が発表されている。前述のような

オリンピックの経済効果と外国人旅行客向けに公共交通機関の整備を推奨する論文（『訪日

                                                  
5 日本銀行決済機構局「決済動向」統計によると、交通系を中心とした IC 型電子マネーの

決済件数と決済金額は統計を取り始めた 2008 年以降でいずれも大きな伸びを示している。

2015 年には決済件数は 2008 年対比で約 4.5 倍の 46 億件超、決済金額で約 6 倍の 4.6 兆円

超に達している。 
6 総務省「今後について＜平成 28 年度 IoT おもてなしクラウド事業の推進＞」地域別の実

証事業案より（http://www.soumu.go.jp/main_content/000396344.pdf） 
7 現在、国土交通省観光庁は外国人旅行者向けに宿泊施設の確保、交通インフラの整備、地

方での消費を図る事業を行っている。（http://www.mlit.go.jp/common/001134721.pdf） 
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外国人 2000 万人の実現に向けた観光施策―2020 年東京オリンピックを念頭にー』）などの

研究も進められているが、具体的に交通系 IC カードを用い、外国人旅行客と結びつけ、提

案を行うような研究はされていない。 

本稿では交通系ＩＣカードの利用を外国人観光客に促進していくことの効果を整理し、

解決していくべき課題を明らかにしたうえで、その対応策を検討していく。 

 

1 外国人旅行客の悩み 

 日本を旅するうえで、外国人観光客が抱える悩みは多い。観光庁の調査（「外国人旅行者

に対するアンケート調査結果について」平成 23 年）によると、主な悩みとしては、 

（１）公共交通の利用方法 

（２）割引パスの購入方法 

（３）外貨両替やクレジットカードの利用ができる店舗が少ないこと 

（４）飲食店の情報の入手が困難であること 

（５）外国語でコミュニケーションがとれないこと、言語対応した地図やマップが少な

いなどの言語の壁 

（６）無料公衆無線ＬＡＮ環境（無料 wi-fi）の不足 

などがあげられている。このうち、本章では、交通系 IC カードの利用と密接に関係をして

くると考えられる（１）～（３）に関連する内容を中心に悩みのポイントを整理する。 

 

1.1 公共交通機関の複雑化 

 公共交通機関に関しては先述の通り、都内で運行されている路線の複雑さと複数の鉄道

企業が多くの路線を運営していることが利便性を押し下げているといわれる。同一企業が

運営している路線での移動であれば、乗り換えは改札を出ることなく、交通費も安く抑え

ることができる。しかし、異なる企業が運営する路線で乗り換えを行った場合、改札を出

る必要が生じ、乗り換えの割引などが受けられない。こういった特徴を言葉の壁がある中

で、理解することはかなり難しい。 

観光庁発表の「訪日外国人消費動向調査」によると平成 28 年 4 月から 6 月までの外国人

観光客の交通費の総支出に占める割合は 11.3％となっている。観光・レジャー目的の 1 人 1

泊あたりの交通費の支出平均は 3,018 円（図 3）であり、かなり大きな金額となっている。

8 

 外国人向けに利便性を考慮し、現在は「フリーパス」などのいわゆる周遊券的な割引切

符の販売も行われている。フリーパスの場合、東京メトロの券売機や窓口販売されている

フリーパスである東京メトロ 24 時間乗車券は、大人 600 円、子供 300 円で交通費の平均を

2,382 円も下回る。しかし、このフリーパスのほかにも JR 東日本や東京都交通局など他社

                                                  
8 平成 28 年４月―6 月 訪日外国人の消費動向調査 訪日外国人消費動向調査結果および

分析（http://www.mlit.go.jp/common/001139309.pdf） 
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が発行する割引切符が複数発売されており、選択が困難である。路線の複雑さと複数の鉄

道企業による運営といった理由から、割引切符の購入を複雑化させている9。外国人旅行客

は、東京メトロと都営地下鉄線の割引切符やバスも含まれた割引切符、都営浅草線と直通

している京急線と都営地下鉄線の割引切符など目的地にあわせた割引切符の選択を迫られ

る。事前に観光地の情報を収集していたとしても券売機で目的地までの順路を確認し、路

線を選択し、さらに自分に 適な割引切符購入することは難しいだろう10。また、東京メト

ロに関する割引切符は東京メトロの券売機や窓口でしか購入できないといった各割引切符

が一箇所で選択できないといった問題もある。 

 さらに、交通系ＩＣカードの普及に伴う混雑回避のために切符で入場できる改札は少な

くなってきており、切符の一種である割引切符が使える改札を見極めなければいけないと

いった面倒も存在している。筆者たちが調べたところ、例えば、外国人観光客に人気の観

光地秋葉原のＪＲ秋葉原駅の改札機では電気街口では 10 機中 3 機、中央改札口では 12 機

中 3 機、昭和通り口 10 機中 4 機しか切符入退場ができなかった。 

 

1.2 クレジットカードと現金主義の日本人 

日本銀行情報サービス局(20**)11の調査によると、日本人ではクレジットカードをよく使

う・たまに使うと回答した割合は 40%程度となっており、和田(2012)が指摘するようにた

とえ少額決済であってもクレジットカードが頻繁に用いられる米国とはかなり事情が異な

る。この調査によれば、クレジットカードの利用をしない理由の上位３つの理由（複数回

答）は、使い過ぎに対する懸念（46％）、セキュリティ等の安全性への懸念（27％）、現金

払い主義（26％）が指摘されており、日本人のクレジットカード利用に対する慎重さが垣

間見られる。日本にクレジットカードが導入されたのは 1961 年のことで 1964 年の東京オ

リンピックでの外国人観光客を見据えてのことだったとのことであるが、半世紀以上が経

った今でも、クレジットカードへの抵抗感が高いのが実情である。 

これは決済文化の違いによるものと考えられる。例えば、Herbst-Murphy (2015)による

と、2012 年における米国内での支払い手段は、多い手段から順にクレジットカード(29%)、

デビットカード(21%)、小切手(20%)、プリペイドカード等(17%)、現金(12%)となっており、

現金の利用が著しく低い。また、今から 10 年ほど前の 2007 年には小切手のシェアが 33%

にものぼった。小切手は口座振替のように自分の口座から支払金額を後日請求し、支払を

する手段であり、アメリカでは公共料金の支払いや小売店での支払いに至るまで歴史的に

                                                  
9三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングによる調査によると地下鉄を利用する際、「目的地

までのルートを定める」「切符を買う」「電車を乗り換える」「目的地に近い出口を探す」が、

外国人旅行者が分かりにくいと感じるプロセスとして回答された。（図４） 
10 同上 
11「生活意識に関するアンケート調査」（第 45 回）の結果 ―― 平成 23 年 3 月調査 ―― 

（https://www.boj.or.jp/research/o_survey/ishiki1104.pdf） 
 

コメントの追加 [h1]: https://www.boj.or.jp/research/o

_survey/ishiki1104.pdf 
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も日常的に用いられてきた決済手段である。小切手を受け取った側が預金をすれば、小切

手で支払いを行った者の口座から数日後にはお金が引き落とされ、取引と決済のタイムラ

グに慣れてきている側面がある。デビットカードは小切手決済が電子化したものであるし、

クレジットカードについては、取引と決済のタイムラグに加え、クレジットカードを使う

ことによってクレジット・ヒストリーを作っていかないと、住宅ローンを原則借りられな

いといった仕組みもあって、広く普及している。それに対し、日本では、掛け金に使われ

ることが多く借金というイメージの強い小切手やクレジットカードが敬遠され、犯罪の少

ないといった社会事情もあって、先に述べた現金払い主義の傾向が強いといわれる（大橋, 

2005）。 

以上のような経緯から、わが国では、クレジットカードの使える店舗数が限られるとい

う特徴がある。高額な買い物が多い百貨店や家電量販店などを除くと、現在でもクレジッ

トカード払いができないところが少なくない。例えば、筆者による現地調査によると、い

わゆる駅ナカ（駅内の小売店舗）でのクレジットカードの利用可能率は東京駅で 70 店舗中

40 店舗の 56.3％、品川駅では 21 店舗中 7 店舗で 33.3%、新宿駅では 27 店舗中の 7 店舗で

25.9％という結果12であった。そして、短期的に、クレジットカードの利用可能店舗数が大

きく伸びることは予想しづらく、当面はこのような状況が続くものと思われる。 

 しかし、わが国が総じて現金主義であるがゆえに、外国人観光客にとっては小銭の扱い

の煩雑さに苦慮するというデメリットを無視出来ない。実際、観光庁『訪日外国人の消費

動向 平成２７年 年次報告書』によると、外国人旅行客の決済方法の９割以上が現金と

なっている。現金はどの店舗でも利用可能であり、クレジットカードのようにスキミング

される心配もないことが大きなメリットである。だが、両替の施設が多くないこともあり、

常に現金の準備に気を配らなければならないことや細かい現金をその都度カウントするこ

との機会費用は、かなり大きいはずだ。例えば、日本の自動販売機では 1 円や 5 円などの

少額貨幣を使用することができないし、消費税が 8％になったことにより少額貨幣がたまっ

てしまいやすくなっている。慌ただしい駅などの店舗で小銭を数えて支払うことにはフラ

ストレーションが貯まりやすいことは容易に想像できる。 

 

2 日本の交通系ＩＣカードの有効性とその課題 

 前章の考察より、日本の現金主義や公共交通機関の複雑さは外国人観光客が日本を旅す

るうえで大きな課題であると考えられる。2020 年の東京オリンピック開催時には、現在よ

りも 1,000 万人程度の観光客の増加が見込まれ、公共交通機関に乗る際の悩みや現金主義

により支払いが困難になってしまうなどの悩みが課題となってくることだろう。更に、外

国人旅行客が持っているクレジットカードも日本では使いにくい中で、何か解決策はある

                                                  
12 エキナカポータル（http://shop-search.j-retail.jp/）の各駅の情報より算出。東京駅内の

商業施設であるグランスタ、品川駅内の商業施設 ecute を除く、改札内のコンビニ、銘品館

など。 

コメントの追加 [hh2]: www.ohashi.e.u-tokyo.ac.jp/Kse

mi1.pdf 
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のだろうか。 

本章では交通系ＩＣカードが解決策になり得ることをその特徴を説明しながら、論じて

いく。 

 

2.1 交通系ＩＣカードの特徴 

交通系ＩＣカードは電子マネーの１つであり、現金と引き換えに電子媒体に電子的な価

値を保存して支払いを行うシステムである。交通系ＩＣカードだけではなく、日本には電

子マネーが多くの種類があり、セブン＆アイホールディングス発行のチャージ式の電子マ

ネーである nanaco カード、PayPal と呼ばれるスマートフォンで支払いを行う電子マネー

もある。さらにギフトカードなどの電子マネー化も進んでおり、図書カードなども非接触

型のカードに切り替わってきている。 

交通系ＩＣカードの大きな特徴は他の電子マネーと異なり、一般的な電子マネーの機能

に加え、公共交通機関の切符や定期券の機能を兼ね備えていることである。交通系ＩＣカ

ードの規格は SONY の非接触 IC カード技術方式の FeliCa を用いており、この FeliCa を

かざすと約 0.1 秒で高速データ送受信を行うことができる。カード内にフォルダーとファイ

ルのような機能があり、複数のサービスを盛り込むことも可能である。それぞれの交通系

IC カードには記名式と無記名式のカードがあり、鉄道各社の窓口や多機能券売機で発券す

ることができる。現在日本で発行されている相互利用可能な交通系 IC カードは Kitaca、

PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA

の 10 種類である。この 10 種のカードであれば発行元の鉄道会社が異なっても導入区間で

カードを使用することができる。 

首都圏で発行されているのは株式会社パスモと提携し、東京メトロや私鉄などが発行し

ている PASMO と JR 東日本が発行している Suica だ。Suica の導入は 2001 年であり、2004

年にはショッピングサービスが始まり、2007年にPASMOとの相互利用が可能になり、2014

年時点での Suica の発行枚数は累計約 4,634 万枚13であった。これは東京、千葉、埼玉、神

奈川の東京圏の人口約 3,613 万人14と比較すると、Suica だけで 1 人 1 枚は持っている計算

となる。実際、既に 2009 年時点において、東京 30 キロ圏内に居住する 18～49 歳の人々

のうち、85.9％の人が Suica または PASMO を所有しており、広い普及が確認される15。関

東交通広告協議会(2008)によると、顧客へのアンケート調査（複数回答可）によれば、普及

の３大理由として、電車やバスの乗り降りに便利(93%)、切符購入時に小銭が不要(74%)、

乗り越し精算が不要(68%)といったものが挙げられている。 

現在の Suica の発売価格は 1,000 円、2,000 円、3,000 円、4,000 円、5,000 円、10,000

                                                  
13 JR 東日本 2014 年度決算報告書

（http://www.jreast.co.jp/investor/guide/pdf/201403guide1.pdf） 
14総務省統計局『平成 27 年国税調査 人口集計結果』

（http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/pdf/gaiyou.pdf） 
15 駅消費研究センター(2011)   

コメントの追加 [hh3]: www.train-media.net/report/081

2/report_09.pdf 
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円であり、この価格には返却時に返金される預り金（デポジット）500 円が含まれている。

消費税率が 8％になったことにより、切符は 10 円単位の運賃であるが、交通系ＩＣカード

では 1 円単位で運賃支払いが可能であり、切符よりも運賃が安く設定されている。現金で

のチャージ方法は、駅に設置されている券売機に現金投入前に交通系 IC カードを挿入し、

画面に応じて、500 円、1,000 円、2,000 円、3,000 円、5,000 円、10,000 円の中から入金

額を決定し、現金で支払いをする16。チャージが完了するとカードと釣銭が返却される。ま

たコンビニなどの一部の店舗でも入金が可能である。クレジットカードを利用したチャー

ジの場合、Suica であれば、ビューカード17と呼ばれる JR 発行のクレジットカード、また

は、他企業と提携したビューカード18を用い、VIEW ALTTE とよばれる首都圏の主要な

駅に設置されている ATM や多機能券売機で、クレジット決済を行う。また、suica の残高

額が減少した際に自動的にクレジットカードでチャージをするオートチャージ機能なども

ある。オートチャージで設定できる入金額は 1,000 円以上 10,000 円以下、1,000 円単位で

あり、細かい入金額を設定することはできない。Suica の入金上限額は 20,000 円であり、

高額な支払いなどに用いられないことも大きな特徴である。また、2005 年時点で Suica を

携帯電話端末で支払いが可能になる、モバイル Suica19という機能は開始されていたが、

2016 年 9 月 17 日に発売された iPhone720の Apple pay というアプリケーションではスマ

ートフォンに交通系ＩＣカードを読み込むことで、アプリ上でのチャージが可能になり、

端末での支払いができなかった iPhoneでも端末かざすだけで交通費の清算が可能になった。

日本でのシェア率が 50％以上21である iPhone端末がモバイルSuicaに対応したことで携帯

端末での Suica の利用は今後さらに普及していくことが予想される。 

 

 

2.2 少額決済手段としての交通系ＩＣカード 

交通系ＩＣカードは定期券や乗車券としての機能だけでなく、他の電子マネーと同じよ

うに買い物に利用できることも大きな特徴である。TypeA/B22とよばれる規格を使用してい

                                                  
16 PASMO の券売機などでは 10 円単位の入金も可能である。 
17 びゅうカードは JR 東日本発行のクレジットカードであり、ビューゴールドプラスカー

ドやビュー・suica カードなどがある。提携先によって初年度年会費無料のカードもあるが、

ビュー・suica カードでは年会費は 477 円（税抜）である。 
18 ビックカメラ suica カード、ルミネカード、JAL カード suica などがある。 
19 ビューカード他 JCB、Master Card、VISA などのクレジットカードで登録。ビューカ

ードのみ年会費無料、その他のクレジットカード利用の場合は年会費 1,030 円（税込） 
20 Apple 社が開発したスマートフォン。マック（Apple 社のパソコン）系列の OS（Operation 
system、基盤となるソフトウェア）iOS が使われている。これまでの iPhone には FeliCa
の機能は搭載されていなかったが、今回の iPhone7 で初めて搭載され、Apple pay という

アプリケーションでの決済が可能になった。 
21 カンター・ジャパンの調査によると 2014 年時点での日本でのシェア率は 69.1％である。

（http://kantar.jp/whatsnew/2014/01/14/NewsRelease_140115_ComTech.pdf） 
22 世界基準の NFC（Near-field communication、近距離無線通信技術）であり、主に欧米
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る欧米諸国の交通系ＩＣカード、イギリスのオイスターカードやパリのナヴィゴと比較す

ると、ただ切符を買えるだけではなく、買い物もできるというのは世界的に見ても独自の

機能である。 

飲料自販機での清算の場合、購入する飲料を選択し、専用読み取り機にタッチをするこ

とで支払いが完了する。コンビニなどでは、交通系 IC カードの利用を申し出たあと、専用

の読み取り機にタッチをする。駅消費研究センター(2011)によると、Suica や PASMO の

2009 年時点での３大利用小売はコンビニ(41%)、駅売店(16.5%)、自販機(12.7%)となってお

り、少額決済の際に活用されていることがわかる。同調査によれば、一回の購入金額は 500

円以下が大半となっている。財布を取り出し、細かい硬貨を数えることなく支払いができ

ることが、交通系ＩＣカードを切符や定期券のために用いることに加え、もう一つのメリ

ットとして意識されているものと考えられる。 

なお、この調査の時点の 2009 年には加盟店数は６万点ほどであったが、2016 年 3 月末

現在、加盟店数は約 34.3 万店にまで増加しており、この増加トレンドは過去十年以上一貫

している23。これに併せて利用可能店舗の種類の裾野も拡大しており（図 4）、コンビニ、

スーパー、ショッピングセンター、家電量販店、書店、紳士服店、ドラッグストア、飲食

店、タクシー、ガソリンスタンド等で広く利用できるようになっている。残念ながら、店

舗種類別にみた利用状況はわからないものの、2009 年から 2016 年にかけて、一日あたり

の利用件数が 150 万件程度から 520 万件程度にまで増加しており、利用可能店舗数の拡大

に呼応する形で、利用件数も伸びている。さらに、自販機や駅内のコインロッカーでの清

算にも用いられており、特に飲料の自販機においては JR 東日本が Suica 専用の自販機を山

手線や中央線などの 38 駅 42 台に導入されている。24 

交通費清算機能や支払い機能は、現金での面倒な支払いを省くことが出来ることは、日

本において交通系ＩＣカードを持つことの大きなメリットと考えられる。これは外国人観

光客にとっても同様であろう。 

 

3 現在の交通系ＩＣカードの課題と今後の提案 

 先述のようにメリットの多い交通系ＩＣカードであるが、実際に交通系ＩＣカードを利

用している外国人観光客は少ない。交通系ＩＣカードを利用した外国人観光客利用率は

32.7％であり、一番利用が多いのは台湾の 42.0％、一番利用が少ないのは韓国の 24.2％で

                                                                                                                                                  
で使用されている。 
23 JR 東日本『会社要覧 2016-2017』による。先に述べた通り東京駅、品川駅、新宿駅内

ではクレジットカード利用可能率が高くても 56.3％であるのに対し、駅ナカであることも

あり Suica の利用可能率は 100％である（筆者たちによる駅ナカポータル店舗一覧からの算

出） 
24日経 MJ 2016 年 3 月 14 日『JR 東日本、スイカ専用の飲料自販機増設』 
現金払いに比べて商品価格は一律 5 円割り引かれている。鉄道会社にとって、Suica の利便

性向上による顧客の囲い込み、釣銭管理が不要で自販機の運営コストを抑えられるメリッ

トもある。 
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あった。なぜあまり利用されていないのだろうか。この章では現在の交通系ＩＣカードの

課題点を考察していく。 

 

3.1 交通系 IC カードの 3 つの課題 

 現在交通系 IC カードが持つ課題は 3 つである。第一は、外国人観光客向けの割引がない

ことである。例えば、イギリスで発売されている旅行客向けのビジター・オイスター・カ

ードはロンドン市内の交通機関やケーブルカーなどを割引料金で利用することができ、6.50

ポンド（約 1,000 円）に達するとそれ以上の金額がチャージされることはない。 

またオイスターカードはレストランやカフェで割引も受けられる。イギリスの有名観光

地である大英博物館でも入場料が 20％引きであり、観光客にとっても大きなメリットであ

り、オイスターカードを利用するきっかけとなる。 

第二は、交通系ＩＣカードの発行とチャージの手間がかかってしまうことである。発行

の手間や現金でのチャージも大きなデメリットである。券売機や窓口で発行することがで

き、無記名式であれば登録などは不要で簡単に発行することができるが、デポジット金 500

円が発生し、カードを返却しなければデポジット金が返金されない。また、クレジットカ

ードによるオートチャージは申し込みに１か月程度を要し、旅行客向けの設計にはそもそ

もなっていないため、現状ではチャージは主に現金によって行う必要がある25。 

 なお、iPhone のアプリケーションである Apple pay であれば、ビューカードを所持して

いなくとも、クレジットカードで、アプリ上での即時のチャージが可能であり、現在日本

以外で販売されている iPhone７にも FeliCa は搭載されているが、日本で使用するために

は総務省の許可が必要であり、海外端末も利用可能になるよう電波法改正に向けた準備が

進められている段階にある。 

第三に、インバウンド需要に対する宣伝である。現在、JR 東日本が行っているインバウ

ンド需要に対する対策は、2009 年に発表された日本政府観光局「『訪日外国人個人旅行者が

日本旅行中に感じた不便・不満調査』報告書」の提言を踏まえた、以下の 4 つである。 

①外国人観光客向け観光情報アプリの配信 

②列車の利用案内動画や Suica の案内動画を掲載した JR 東日本の多言語ホームページ 

③Youtube や成田エクスプレストレインチャンネルでの Suica の利用方法解説動画の放映 

④Suica 利用可能店舗での店頭ＰＯＰの設置 

                                                  
25 現在交通系ＩＣカードでもクレジットカードを用いることによってクイックチャージと

呼ばれる現金チャージよりもより早く便利な機能を持っているのがＪＲ西日本発行のＳＭ

ＡＲＴ ＩＣＯＣＡである。1 枚 2,000 円（デポジット金 500 円）のＩＣＯＣＡをクレジッ

トカードで購入すると今後もクレジットカードでの入金が可能になる。発行はオンライン

申し込みの場合は一週間ほどで自宅に届き、カウンター申し込みの場合、決済用クレジッ

トカードと運転免許証やパスポートの本人確認書類を確認し、自宅に郵送される。事前申

し込みをしていれば発行はスムースであるが、その場で発行することができないため、観

光客向けとすることは難しい。 

コメントの追加 [hh5]: データ出所、いつの時点か明記。

 

http://www.mlit.go.jp/common/001126531.pdf 

によると、交通系 IC カードは３％程度となっています。

コメントの追加 [h4]: データ出所！！ 
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①～④26のほかに、インバウンド需要に対する戦略として JR 東日本のホームページ上で告

知されている以外にも駅や観光案内所などで無料配布されている多言語マップなどにも交

通系 IC カードの発行方法が記載されている。 

しかし、これらの交通系 IC カードに関する情報は、各社で提供されており、日本での便

利なサービスとして、1 つのホームページなどで大々的に打ち出されてはいない。また観光

案内所も日本人向けの観光案内所と併設されている案内所もあり、外国人観光客が多くの

日本人観光客と並んで窓口対応を待っている様子も見受けられた。そこで政府や観光局、

旅行会社などの協力が必要であると考えられる。 

 

4 今後の発展についての提唱 

3 章で扱った 3 つの課題を解決するために、この章では新たなサービスの導入を提唱し

ていく。 

 

4.1 外国人観光客向けの交通系ＩＣカードの開発 

現在、総務省が構想している「おもてなしインフラ」の実現に向け、SONY は Felica の

新しい機能の搭載に向けて今年度中に実証実験を始める見込みである。交通系 IC カードを

発行する際に、発行端末を使って Felica に外国人旅行者の出身国や母国語、性別などの属

性を登録し、その情報に基づいたサービスの提供を目指している。例えば、ホテルやオリ

ンピック会場にある電子看板の読み取り機にかざすと、災害情報や会場の案内図が事前に

登録した言語で表示されるサービスなどが考えられている。また、先述したホテルのチェ

ックインの簡素化だけではなく、ホテルの住所を登録し、タクシーの運転手が簡単に行き

先を把握できる機能など、言語の壁があっても快適な旅行を可能にする機能も搭載される

見込みである。（2016 年 6 月 6 日 日経産業新聞）さらに、関連したスマートフォンでの

アプリケーションも検討されている。 

しかし、現在でも日本国内で利便性を持ち、新たな機能も搭載される交通系ＩＣカード

であるが、外国人旅行客向けとしては課題点も多く残されている。やはり必要であるのは、

割引切符のような外国人旅行客向けの割引サービスや発行の促進である。現在の電子マネ

ー決算機能に加え、イギリスのオイスターカードのように 1 日の上限金額を設けるとか、

どの路線であっても利用できる割引制度を検討することが、外国人旅行客への利用促進に

繋がるだろう。また総務省でも検討されているが、現金でのチャージの手間をなくし、コ

ンビニや自動販売機での支払いを手軽にするため、クレジットカードと紐づけて簡単にオ

ートチャージできる仕組みを作りや、券売機やアプリケーション上でのクレジットカード

でのチャージを可能にするといった現金チャージをせずにクレジットカードによるチャー

ジを出来るような旅行客向けカードの開発が肝要だろう。 

                                                  
26 2016 年 3 月『JR 東日本インバウンド戦略の推進について』

（https://www.jreast.co.jp/press/2015/20160303.pdf） 
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交通系ＩＣカード自体が割引切符のような機能を果たせば、紙の割引切符等の購入で迷

わずに済む。発行に関しても券売機だけでなく駅や空港の窓口や観光案内所などで販売す

ることでサービスの認知や購入の困難さを解消することができると考えられる。 

なお、日本人が割引目当てで購入してしまうというリスクもある。これを防ぐためにパ

スポートのチェックや航空券のチェックが必要となるが、主要国際空港や東京駅などの大

規模駅舎更に観光案内所への窓口設置や、オンラインでの事前登録制度の創設で対応する

ことが出来るだろう。また、外国人向けの交通系 IC カードを日本人に譲渡するケースも想

定できるため、滞在日数分の 1 日の上限金額を先払いにし、滞在日数を過ぎると利用不可

になるシステムや、デポジット金を引き上げ、返却を催促するなどの対策を講じることで

リスクを回避することもできると考えられる。 

 外国人観光客向けの交通系ＩＣカードを発行することは、外国人観光客の乗車記録や購

買に関するリアルタイムでのデータ（いわゆるビッグデータ）などを得ることができるよ

うになる。例えば、JR 東日本ではイベント時の混雑回避のための対策の考案に、これまで

も交通系ＩＣカードから得られるビッグデータを利用している。27外国人観光客向けの交通

系ＩＣカードを発行することで、いままでは日本の利用者と区別することのできなかった

外国人観光客がどのようなルートで、いつ、どこに向かい、駅内やコンビニなどでどの程

度買い物をしているのかを得ることにより、混雑の解消やさらなるサービスに繋がるニー

ズの把握に繋がる可能性があり、外国人旅行客の快適な日本旅行に寄与できる可能性もあ

るだろう。 

 

4.2 観光施設と提携した割引サービスの導入 

 東京の観光地には浅草などの無料で参拝できるものもあるが、美術館などはもちろん有

料である。外国人観光客に人気のスポットとしては新宿の侍ミュージアムなどもある。総

務省でも検討されていることではあるが、こういった施設と幅広く連携し、外国人旅行客

専用の交通系 IC カードで支払うことにより、割引を受けることができれば、施設の利用者

も多くなるだろう。 

 割引があることをアピールすることによって宣伝効果も高まり、発行枚数の増加を見込

むこともできる。現在、交通系 IC カードの宣伝は、発行元企業ごとの告知となっているが、

使い方の紹介や利用可能なサービスなどの情報を一括し、日本政府観光局の海外向けホー

ムページに紹介ページを作り、さらに旅行会社などでも情報を記載したパンフレットなど

を配布することで、広告宣伝効果は高まると思われる。一つの企業のみがインバウンド需

要増加に対する対策を講じるのではなく、「おもてなしインフラ」として、都や政府などが

協力し、日本での外国人観光客の満足度を高めるという意識を持つことでより便利なサー

ビスが生まれるだろう。 

                                                  
27 JR 東日本 『大規模イベント時の混雑対応改善事例』より

（https://www.jreast.co.jp/suica/pdf/analysis20160810.pdf） 



14 
 

 

4.3 帰国時の返金制度 

 交通系 IC カードは発行する際に、500 円のデポジット金を支払わなければならない。こ

の 500 円は交通系 IC カードを発行元企業に返却しなければ返金されない。現在、Suica を

返却する際、現在の制度では、Suica 発行エリア内のみどりの窓口等で申し出をし、入金金

額から手数料 220 円を引いた額とデポジット金 500 円28受け取ることができる。しかし、

これは JR 東日本のエリア内のみで払い戻しが可能であり、例えば東京から大阪へと移動し

た場合、相互利用は可能であるが、デポジット金の返金を受けることができない。また、

申し出をしなければならないという点で、言葉の壁のある外国人旅行客が返金制度を利用

するのは、ハードルも高くなっている。 

 買い物にとっても便利であることで、入金し、入金額を使い切らずに帰国してしまった

場合、損をしてしまう可能性もある。これでは満足度は高まらないだろう。また、現金で

あっても同様に紙幣以外を両替可能な外貨両替所は少ない。29クレジットカードと紐づけを

行い、帰国時にアプリや券売機を通じて、クレジットカードでマイナス決済を行い、返金

する、または自国の電子マネーに変換するなどのような返金機能も必要であろう。 

日本への外国人旅行客のリピーター率は高まっているが、観光庁のアンケートによれば

日本への旅行が 1 回目と答えた人が 41.4％と も多い。初めての旅行の満足度が高ければ

高いほど、リピーターを増やすことができるだろう。 

 

おわりに 

 2020 年の東京オリンピックは日本にとっても世界に日本のよさをアピールする晴れ舞台

である。その一方、外国人観光客の増加にも対応しなければならない。ホテル対策などの

問題もある中で、公共交通機関利用の利便性を高めることは大事である。既に各路線の駅

に駅番号をつける駅ナンバリングや英語表記の拡充などは着実に進んでおり、利便性は高

まっている。今後も「おもてなしインフラ」として交通系 IC カードの機能性は高まってい

くだろう。しかし、新しい機能を付け加えるではなく、より根本的な、交通系 IC カードを

発行しやすいシステムと発行することによって得られる割引などの、より具体的なメリッ

トを提示しなければ、満足度は高まらない。シンプルに公共交通手段を使え、同時に決済

を簡易化する本稿の提案は、既に述べたように外国人旅行客の満足度を高めていく上で魅

力的かつ実現性の高い提案であり、今後、日本が向き合っていかなければならない重要な

課題といえよう。 

                                                  
28 残高が 1,000 円の場合、780 円とデポジット金 500 円が返金されるが、入金残高が 220
円以下の際はデポジット金 500 円のみ返金される。 
29 成田空港に設置されている Travelers Box では、専用回収機（KIOSK）を通して、余っ

た外貨を電子マネーやポイントに変換するサービスを行っている。現在は成田空港のみの

設置である。利用できる外貨は日本円、人民元、米ドル、ユーロであるが、5 円 1 円の少額

貨幣は取り扱っていない。 
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 後に本稿の課題を３点述べて、本稿を結ぶこととする。第一に、本提案は東京を含め

た都市部では有効な対策と思われるが、どこまで地方で効果的かは Suica や PASMO の普

及度に依存する部分があるだろう。第二に、現在相互可能な交通系 IC カードは現在 10 種

類あるが、そのカードごとに行っているサービスは異なる。全国で利用可能な同じサービ

スとして統合できるかという課題もある。第三に、鉄道会社やクレジットカード会社が協

力しあえるかどうかである。現在、JR 東日本はビューカードのみをクレジットカードでの

入金可能としており、他のクレジットカードを受け入れていない。自社サービスの発行枚

数を伸ばすためと思われるが、それでは外国人旅行客の入金を容易にすることができない。

よって、他のクレジットカード会社や鉄道会社との連携も今後の課題である。「おもてなし

インフラ」として、日本での快適な移動を実現させるためには、移動や観光に関わる企業

すべての企業の協力が不可欠だろう。 

 

【図表一覧】 

図表１・図表２ 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング『首都圏の公共交通利用に関するアンケート』

（http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_140613.pdf）より筆者による編集を

加えて引用。 
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図表 3 観光庁 訪日外国人消費動向調査 

訪日外国人 1 人 1 泊当たり費目別旅行支出（観光・レジャー目的のみ） 

http://www.mlit.go.jp/common/001139312.pdf 
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図表４ 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング『首都圏の公共交通利用に関するアンケー

ト』（http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_140613.pdf）より筆者による編集

を加えて引用。 
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図表５ Suica 加盟店舗数推移 

IT・Suica 事業 

（https://www.jreast.co.jp/youran/pdf/2013-2014/jre_youran_group_p63_67.pdf）のデー

タに基づいた筆者たちによる作成。 
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