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要約 

 本稿の目的は、高速バス業界においての高速乗合バスと貸切ツアーバスの競争改善のた

め、高速乗合バス・貸切ツアーバス両者にかかる根本の法律の違い（以後これをダブルスタ

ンダードと呼ぶ）を見直すことである。ダブルスタンダードによる弊害として、高速乗合バ

スの料金設定及び運行計画の届出制があり、自由設定の立場である貸切ツアーバスとは大き

な差が存在する。さらに貸切ツアーバスは高速乗合バスとは異なり、バスターミナルやバス

停の設置義務が存在しない。そのことにより、集客力がある大都市圏（東京・大阪・名古屋

など）のターミナル駅周辺の公道上には多数の貸切ツアーバスが集中し、予定していた乗降

場所に車両が駐車できないまた、車道上を歩いてバスへ乗降する事があり、バスの乗降バス

及びその周辺の道路環境の悪化をもたらしている。この問題を解決するためにバスの乗降所

を建設し、大都市圏のターミナル駅周辺（本稿では名古屋駅太閤通り口を取り上げる）の道

路環境を改善させる。 

本稿の結論は、高速乗合バスに係る法律（道路運送法）の規制緩和と貸切ツアーバス専用

の新しいバスターミナルを設立、事故責任の分担化行うことにより公正な競争の実現と安全

性を改善することである。 

 第一章では、貸切ツアーバス業者の増加や高速乗合バスの現状、ダブルスタンダードの存

在、問題意識などについて述べる。近年貸切ツアーバスが台頭し高速乗合バスの経営が厳し

くなっている。その背景には、2002 年の規制緩和やダブルスタンダードの存在がある。特

にダブルスタンダードは、大都市圏のターミナル駅周辺の道路環境の悪化の要因となってい

る。 

 第二章では、先行研究及び本稿の位置づけについて述べる。先行研究は国土交通省の「バ

スの事業のあり方検討会」を参考にした。この先行研究に基づいた本稿のオリジナリティを

論述する。 

 第三章では、名古屋駅太閤通り口周辺の道路環境などの状況や各会社の要望などを把握す

るために路線バス会社、警察・一般市民、愛知県バス協会・センディング会社、貸切ツアー

バス会社に直接足を運び、聞き取り調査（ヒアリング分析）を行った。 

 第四章では、政策提言の方向性として問題解決に向けてさまざまな政策提言を立案し、そ

れが実現可能かどうかを考察し、次章の政策提言につなげていく。 

第五章では、政策提言として公正な競争の実現と安全性のために高速乗合バスに係る法律

（道路運送法）の規制緩和と貸切ツアーバスの停留所やバスターミナルの設置の義務付けを

前提とした新しいバスターミナルの設置、貸切ツアーバスの事故責任の分担化を提言する。 
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はじめに 

 本稿では、高速乗合バス業者と貸切ツアーバス業者の根本の法律の異なりを解消し、 

競争の正統性実現をめざすことを目的としている。 

本章では、まず両バス事業者や名古屋駅太閤口周辺の現状を述べ、その次に問題提起を行い、

分析手法や結果、政策提言の順で述べていく。 

近年、高速バスは高速道路の延長や価格の安さ、利用の手軽さによって、バスを利用する人々

が増加しており、日本人だけでなく、外国人旅行者による利用も拡大している。 

また、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災において、他の交通機関がストップしてい

る中、高速バスは翌日に運行を再開するとともに、輸送力を存分に発揮し、新幹線の運行が再開

するまで、被災者や被災地への支援者の輸送にも大きく貢献してきた。 

私達の生活に身近なバスであるが、現在このバス業界において格差問題が生じている。それが冒

頭で述べたことであり、この法律の違いによって様々な問題が発生している。法律の件に関連し

て、道路環境の悪化といった問題も出ており、これに関しては愛知県名古屋市の名古屋駅太閤口

周辺を中心に研究をすすめていく。なおこれらの問題に対して、現時点では有効な文献が見当た

らなかったため、分析においては事業者へのヒアリング調査や国土交通省のデータを元にして行

っている。 

最後に政策提言では、今まで法律面、安全面、労働面の 3 つの視点から政策をたてる予定で

あったが、論文発表会やヒアリング調査を元にして考えを重ねた結果、本稿では法律面と安全面

の 2 つの観点から政策を導いていくことにした。 

以上のことにより、我々が考えた政策提言がバス事業者間の問題解決の糸口になれば幸いであ

る。 
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第1章 現状・問題意識 

第1節 高速バス業界の現状 
 

 

第１項：貸切ツアーバス事業者の増加 
平成１２年２月に道路運送法が改正され、貸切ツアーバスにおける需給調整規制１が撤廃

された。それは、市場における需要と供給のバランスを意識する必要がなくなったことを意

味し、バス事業者の新規参入が容易になったのである。さらに、それまでの免許制から許可

制へと改められた。運賃・料金の面でも規制緩和が行われた。そのため、貸切ツアーバス事

業者は規則の範囲内で自由に価格設定を行うことが可能になったのである。これは、貸切ツ

アーバス事業者の新規参入を大幅に許す結果となったため事業者数は平成１１年から平成

２０年までの間に約１．８倍となった。（図１） 

また、従来の価格の半額や半額以下の価格で実現されるようになったため、安い価格で提

供することが可能な貸切ツアーバスは大幅に需要を伸ばしていった。 

図１ 

年度      貸切バス事業者数 
 

15 3,581 3,541 40 

（Ｈ） 計 民営 公営 
 

16 3,743 3,708 35 

11 2,336 2,294 42 
 

17 3,923 3,890 33 

12 2,864 2,821 43 
 

18 4,110 4,080 30 

13 3,281 3,238 43 
 

19 4,159 4,126 33 

14 3,521 3,478 43 
 

20 4,196 4,166 30 

 
    

 
国土交通省 統計情報より 作成 

 

 

 

第２項：高速乗合バス事業者の現状 
 同様に、平成１４年２月には、高速乗合バスに係る需給調整規制の廃止が行われた。乗

合バス事業は上限認可制・事前届出制へとそれぞれ移行したため、両者の間には価格面での

格差が生じた。上記のような貸切ツアーバスの規制緩和により、近年、貸切ツアーバスの台

頭が著しい。特に東京・大阪・名古屋・仙台等の大都市相互間を結ぶ区間では、貸切ツアー

バスが高速乗合バスに匹敵する規模に成長している。そのようなことが原因で高速乗合バス

事業者の経営が悪化し、路線の撤退や最悪の場合倒産に追い込まれる企業もあった。しかし、

高速乗合バスの利用人員は貸切ツアーバスが台頭してきた 2006 年以降、増加傾向にある。

これは、新しい価値の移動を、価格訴求力を持って提供することにより、貸切ツアーバスだ

                                                     
１ 需給調整規制・・・需要と供給を調整する規制のこと。 
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けではなく、バス業界自体の注目度が高くなり、バス市場全体が活性化したと考えられる。

以下のように、高速乗合バス事業者は１０年で約１００社程の増加が見受けられた。 

 

 

年度 

 

 

H11 

 

H12 

 

H13 

 

H14 

 

H15 

高速乗合バ

ス事業者数 

 

153 

 

154 

 

158 

 

169 

 

165 

 

    図２          

 

H16 

 

 

H17 

 

H18 

 

H19 

 

H20 

 

177 

 

187 

 

200 

 

270 

 

281 

                        出典 「高速乗合バス事業者数推移」国土交通省統計情報より 

 
第３項：高速バス市場の拡大 
 ２００５年以降、従来の高速乗合バス事業者はに加えて数多くの貸切ツアーバス事業者

も高速バス市場への新規参入をしてきた。新規参入が増えることの裏付けとしては、それを

利用する顧客も増加したことが伺える。具体的な数字で示すと、２００５年から２０１０年

までの間で貸切ツアーバス及び高速ツアーバスの利用人員は約２８倍であることから、利用

者も少なからず貸切ツアーバスに魅力を感じてきていることが分かる。さらにその背景に

は、今までに実現していなかった低価格での都市間移動を可能にしたことがある。そのよう

なことは、利用者である消費者の価値観が変化していったことを示している。現在、高速バ

ス業界には新しい流れとして、柔軟な価格設定や運行計画の届出不要制、今までには存在し

なかった新しいサービス及び座席の創造・実現等の要素が含まれており、この新しい流れに

のり消費者の多様なニーズにいかに対応出来るかが高速バス業界で成功する鍵である。 

 

図３  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 出典 国土交通省 
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第４項：事故件数の増加 
前項でも述べたように平成 12 年 2 月に道路運送法が改正され、貸切ツアーバスに係る需

給調整規制が廃止され、規制緩和が行われた。これにより貸切ツアーバス事業者の新規参入

が容易となり、旅行会社からの仕事の依頼を貸切バス会社同士で奪い合うことにより競争激

化が起こった。本来、一般貸切旅客運送事業の運賃は上限値と下限値を持つ公示運賃制をと

っているが、旅行会社が貸切バス会社に支払うチャーター料が下がり続け、公示運賃の下限

値を大幅に下回る価格でチャーターしているのが実情であり、いくら走らせても利益の出な

い貸切ツアーバス事業者が増加した。さらに、この競争激化の中いかにコストを抑え価格を

安く設定し旅客を呼び込むかが高速バス業界で生き延びるための手段であり、一番のコスト

削減となる人件費（乗務員）の削減を行った。その結果貸切バス業者で働く運転手の給料減

少や労働環境の悪化を招き、乗客の身の安全にも影響を及ぼすようになった。実際に、貸切

バスの事故件数は、規制緩和が行われた平成 11 年度では 382 件であったものが、平成 17

年度には 478 件にまで上り増加傾向にある。貸切ツアーバス事業者の交通事故原因は、運

転手の操作ミスによるものが一番多い。 

事例として、2007 年 2 月 18 日に大阪府吹田市で起きた「あずみ野観光バス事故」が挙

げられる。この事故は、「あずみ野観光バス」（本社：長野県松川村）の大型バスが大阪モノ

レールの橋脚に衝突し、27 人が死傷した事故である。ここで問題になってくるのは、労働

基準法に係る法律の違反である。当時、事故を起こしたバスの運転手の運転時間は、「4 週

間の総運転時間を 1 週間分で平均した数値が 44 時間以下」という運転手の運転時間規則を

遥かに越えたものであり（東京～長野間を 1 人で運転していた）、繁忙期のスキーシーズン

には、法定労働時間以外の常務は 1 週間 30 時間以上に及んでいた。またこのバス会社では、

毎日運転した月があった運転手、シーズン中に 1 日も休みがなかった運転手もおり、眠気

との戦いだったとの証言も出ている。さらに、同社の場合、基本的にバス 1 台に 2 人の運

転手が乗務していたが、経験が浅く高速道路しか運転できないアルバイトなどの運転手もお

り、特定の運転手に負担がかかる傾向があった。また、交代要員が足りず 3 人の運転手で 2

台のバスを交代しながら走らせる「2 車 3 人制」も行っていた。 

このように規制緩和は、運転手の労働環境悪化だけではなく、バスの乗客の安全確保もな

いがしろにされている。また、旅客自動車運送事業運輸規則第 21 条 3 項の規定が明確では

ないために貸切バス業者からの指示または意見に対し、乗務員は断ることが出来ないのが現

状である。このように貸切ツアーバスの乗務員の労働環境は非常に多くの問題を抱えてお

り、改善する必要がある。 

また、事故起こした際の責任が明確にされていないことも問題視されている。高速乗合バ

スの場合、独自若しくは共同運行契約を結んでいるバス会社の車両や乗組員を使用して運行

を行っており、さらに契約の全てを高速乗合バス事業者（委託販売は例外）が取り仕切るた

め責任は明確である。貸切ツアーバスの場合、前文で述べた高速乗合バスと同様に貸切ツア

ーバス事業者独自で契約を行い、独自の車両や乗組員を使用して運行を行う事業者もある。

一方、旅行会社が契約を行いバス事業者にチャーター料の支払いを行い車両を調達する形を

取っている事業者も存在する。その場合、契約相手は販売元の旅行会社となるが運行の責任

は運送事業者なのである。運行側の旅行会社・運送事業者間では責任の取り決めが行われて

いるが、消費者である顧客側からすると責任は一見不透明であり安全上の不安感が残る顧客

は少なくない。 
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第５項：ダブルスタンダード 
現状、・高速乗合バス・貸切ツアーバス両者間では根本の法律が異なるダブルスタンダー

ドが存在するのである。貸切ツアーバスは旅行業法に、高速乗合バスは道路運送法に基づい

ているのである。前者は、運行計画、運行の休廃止などには国土交通省への届出が必要で旅

客がいなくても定時運行する義務を負う。後者は、届出が不必要で、旅客が集まらなければ

運行をキャンセルする事ができる。これらは、時刻表の有無をもって説明することが出来る。

法律が違うため両者間の格差は経済面・環境面・安全面等において浮き彫りになっている。

両者間の格差を埋めるには根本にある法律のシングルスタンダード化若しくは新制度の確

立が必要なのである。 

 

図４ 

項目 高速乗合バス 貸切ツアーバス 

運行計画 国土交通省へ届出が必要 届出不要 

運行形態 事業計画に基づく通年運行が義務

付け 

増便・減便・運休の規制がない 

運行の休廃止 ３０日前までに国土交通省に届出

が必要 

届出の必要なし 

最少催行人数 定められていない（乗客が０人で

も運行義務付け） 

定められている（定める人員以下

であれば運休できる） 

バス停留所 運行計画にバス停位置の明記を義

務付け 

設置義務なし 

運賃・割引・変更 上限運賃の変更は国土交通相へ認

可申請・実施運賃は国土交通省地

方局に届出が必要 

旅行業約款に基づき自由に設定

可能 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

出典 『「不公正な競争」がもたらす社会的弊害について考える～高速バス VS ツアーバスの不

毛な競争の現状とは 

http://www.geocities.jp/daijitk/rondan/hiwaybus081012.html  

最終アクセス 2011 年 11 月 10 日 
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第２節 問題意識～名古屋駅太閤口周辺を例に～ 
 

第１項：ダブルスタンダードが生み出す弊害 
ダブルスタンダードの弊害は、両者においては規制が違うため貸切ツアーバスは柔軟な価

格設定や運行計画が可能であり、停留所の設置義務もないため顧客の多様なニーズに応えや

すい。しかし、高速乗合バスは運賃及び料金・運行計画に対して事前届出制が敶かれており、

また停留所の設置義務もあり同じ若しくは類似した商品を提供している両者がダブルスタ

ンダードの下で競争をしているのは競争の公正に欠ける。現に、全高速バス事業に求められ

るものとして、需要に応じた価格変動制や運行計画の自由制が消費者から事業者に求められ

てくるものであり、貸切ツアーバスが繁栄した大きな要因となっている。また、停留所の設

置義務がないことで、首都圏には駐停車のスペースを持たない多くの貸切ツアーバス事業者

が溢れている。そのため、バスの乗降場所及びその周辺の道路環境の悪化をもたらしている。

具体的には、貸切ツアーバスの駐車禁止区域での路上駐車やバスを待つ乗客のマナー違反な

どが挙げられる。また、私達に身近な例では名古屋の太閤通り口周辺では交通渋滞や乗降者

の安全性の確保ができていないこと等が問題として挙げられている。このような事例は名古

屋駅周辺のみならず、東京駅や大阪駅といった大都市圏の主要駅でも既に問題となってい

る。このような大都市圏の主要駅であっても貸切ツアーバスの停留所を定めているところも

あり、新宿駅では一部のツアーバスが乗り入れているといった事例もある。しかし、現状と

してはその他数多くの事業者が独自の判断によりオフィス街等の公共の道路で乗り降りを

行っており、通行人の妨げや周辺環境のモラルの低下を引き起こしてしまっている。 

 また、安全面にも課題が残る。貸切ツアーバスは価格設定が自由なため公示運賃を下回っ

てのチャーター料で運送を委託することで安い価格での運行が可能になっている現状があ

る。安い価格を設定するには何らかのコスト削減を行わなければ実現出来ないため人件費や

車両整備費を省くのが傾向として見られるため、この傾向は間接的に顧客の安全を軽視して

いると指摘出来る。 
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第２項：アンケート調査 
 名古屋の高速バス利用についての現状の傾向を把握する為、2011 年 9 月 11 日～2011 年

9 月 24 日にかけて、名古屋駅の太閤通口周辺の通行人を対象に、聞き取りによるアンケー

ト調査を行った。計 107 名に口頭で調査したが、うち 11 名は半分以上の問いに無回答であ

ったり、ほとんどの回答が曖昧であるため無効としている。 

 

＜回答者の構成＞ 

 本調査の回答者 96 名の構成は、男性 53 名・女性 43 名、10 代が 3

名・20 代が 53 名・30 代が 14 名・40 代が 14 名・50 代が 12 名で、

10 代以下や 60 代以上は居なかった。また、職業別には学生が 28 名、

フリーターが 2 名、会社員が 41 名、主婦が 10 名、その他（自営業

や公務員など）が 10 名、無回答者が 5 名であった。 

 また、有効回答者 96 名のうち、高速バスを利用したことのある人

は 84 名であった。 

 

 

 

 

＜結果＞ 

(1)利用者について 

 高速バスを利用した事のある人の中から、年齢別、

職業別の割合をみると、年齢別には 20 代が全体の約

60％を占めている。職業別には第一に会社員（43％）、

次いで学生（34％）の利用が多いという結果であった。 

20 代の利用者で最も多いのは学生である。30 代～50

代の利用者は会社員が多いが、20 代の利用者ほどは居

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 53
女性 43

10代 3
20代 53
30代 14
40代 14
50代 12
60代 0
その他 0

学生 28
フリーター 2
会社員 41
主婦 10
その他 10
無回答 5

性別

年齢

職業
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(2)利用目的 

 高速バスの利用目的については、仕事目的での利用が 17％、旅行目的が 44％、帰省目的

が 14％、その他(イベント、ライブなど)が 25％であり、旅行目的での利用が最も多くみら

れた。 

 また、利用目的と年齢・職業についてクロス集計を行ったところ、利用者の中で最も多く

みられる 20代学生の利用目的(23人)の内訳は、最も多いのが旅行(61％)、次に帰省(17％) で

あり、その他(就職活動、ライブなど)が 22％であった。 

 次に多くみられる 20 代の会社員に関しては、最も多いのが旅行(33％)、次に仕事(13％)、

帰省(7％)で、その他(ライブ、結婚式出席のためなど)が 46.7％であった。 
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(3)利用区間について 

 利用区間については、東京―名古屋間が 65％(53 名)で最も多いという結果が得られた。

東京―大阪間は 2％(2 名)、名古屋―大阪間は 6％(5 名)であり、その他には名古屋―仙台(4

名)、名古屋―長野(4 名)、名古屋―横浜(2 名)などの利用もある。 

 また、最も多い東京―名古屋間への利用目的は第一に旅行(21 名)、第二に仕事(9 名)、第

三に帰省(5 名)の順に多くみられた。 

 アンケート調査時、車両ナンバーが関東であるバスが多数みられたことから、東京―名古

屋間の利用が多い理由の一つとして、関東方面のバス事業者が多く参入しているためである

可能性が推測できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)決定理由について 

 高速バスを利用する決定要因となっている

のは、下図からもわかるように半数以上が安さ

であるといえる。他の交通機関ではなく高速バ

スを選択する理由として、サービスや安全性よ

りも安く行けるという点を重視している傾向

にある。その背景として、(1)の結果から、低所

得者である 20 代の学生・会社員が主な利用者

である為であるといえる。 

(5)違いの認知度 

 一般市民がどの程度高速乗合バスと貸切ツ

アーバスの違いを認識しているのかを測るために、両者の違いを知っているか否かという質

問をしたところ、知っていると回答した人は全

体の 20％、知らないと回答した人は 80％とな

り、全体の約 8 割の人が両者の違いを認識して

いないという結果になった。(高速バス利用経

験のない人の回答を含む) 

 また、知っていると回答した人の中にも具体

的に違いを述べてもらったところ、貸切ツアー

バスを高速乗合バスだと思っていたり、違いの

認識の仕方が誤っている人も居たため、その回

答は違いを「知らない」ものとして扱っている。 
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(6)高速バスの必要性 

 高速バス利用経験のある人に対して、高速乗合バス、貸切ツアーバス両者含め、高速バス

を今後も利用したいかという質問をしたところ、今後も利用したいという人が約 8 割であ

った。 

 利用したくないと答えた人の理由としては、「今後は新幹線を使う」や「値段によっては

考える」というものがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈まとめ・考察〉 

 今回のアンケートによって、名古屋駅周辺から

高速バスを利用するのは 20 代が多いという傾向がみられ、その目的は主に旅行や仕事であ

ることがわかった。 

 利用者の構成は 20 代の学生(大学生、専門学校生など)が最も多く、次いで 20 代会社員が

多くみられるため、学生の休み期間(長期休暇)や一般に仕事の休みである週末などはバスの

台数、乗客共に増加傾向にあると考えられ、道路の混雑が起きることが推測できる。 

 したがって、道路混雑による事故の誘発を避ける為にも、道路整備の環境を整える必要性

があると考える。 

 また、(3)より東京―名古屋間の利用がほとんどであることがわかるが、関東方面のバス

が半数以上であることから、規制緩和により貸切ツアーバスの新規参入が容易になったこと

が要因のひとつであると考えられる。 

 高速乗合バスと貸切ツアーバスは事業的にはほぼ同じであるにも関わらず、両者の法律の

違いによって両者間で経済面、環境面、安全面などにおいて差ができている。しかし、両者

の違いについて認識している人は 2 割程度しかみられず、どちらも同じものであると感じ

ている人が多い為、利用者が各々で安全な車両を選択する上で不利になってしまう可能性が

ある。 

 高速バスを今後も利用したいと回答した人は約 80％であり、高速バスの需要は十分にあ

るといえるため、法律の改善や名古屋駅周辺の道路環境の改善などを通して、名古屋の高速

バスに関するシステムを見直していく必要があると考える。 

 また、中には「名古屋駅太閤口は夜になると混雑していて、待機場所がない、付近を運転

する際に混雑しすぎていて通行するのに不便である」や「駐車違反をしている貸切ツアーバ

スの車両が増加し、鉄道を利用する目的として駅を利用する人々や一般市民には迷惑であ

る」などの意見もあり、行き過ぎた貸切ツアーバスの増加を駅利用者を含めた一般市民も少

なからず感じていると言える。 
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第３項：名古屋の現状 

 

 本稿では大都市圏の主要駅の中から最も身近である名古屋駅について考察していく。主

に名古屋駅での高速ツアーバスの乗降場所は「太閤口ゆりの噴水前」である。これは名古屋

駅の西口にあたり、ほぼ全ての事業者がここを集合場所としている。  

まず、乗車場所について道路環境を留意しながら考察していく。貸切ツアーバスの最も主

要な乗り場となっているものは名古屋駅へ入る査線道路の交差点付近である。このT字路付

近が貸切ツアーバスの乗降場所となっているが、ここには数台分のバスの停留所として認め

られている区間があるが、現在はその場所を超えて駐車しているバスが多いため駐車禁止区

間にまで及んでおり、左折に必要な一車線を占有してしまっている。その他にも貸切バスの

定められていない駐車禁止区間への駐車が数多く見受けられ、また混雑時においては交差点

にまで侵入して駐車しているものも見受けられる。それが平然と罷り通っているのが現状で

ある。  

道路交通法第44条では停車及び駐車を禁止する場所として、道路標識等により停車及び

駐車が禁止されている道路の部分、交差点、横断歩道、交差点の側端又は道路の曲がり角か

ら5メートル以内、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側帯からそれぞれ５メートル以内、

と定められている。また、「高速ツアーバス連絡協議会」が2008年10月に設立されている。

ここでは「安全運行協議体制ガイドラインにおいて『乗降場所の設定は法令遵守のもと安全

確保に十分な配慮の上で行うこと』としている。道路交通法では安全が保たれない場所を駐

車禁止場所としている。これはこの上記したガイドラインとは大きく矛盾しているのではな

いだろうか。 

また、愛知県警察交通規制課の統計資料より、中村警察署管内における椿町線上の事故発

生状況年別推移を算出した。（以下 図５、６）このデータをもとに名古屋駅太閤口付近の

道路環境を考察していく。 

 

 

 

 

（図５）中村警察署管内における椿町線上の事故発生状況年別推移 

≪人身事故件数内訳≫ 

 人身事故件数（件） 

区 分 計 死亡 重症 軽傷 

平 成 1 8 年 １８  １ １７ 

平 成 1 9 年 ２１   ２１ 

平 成 2 0 年 ２０  ３ １７ 

平 成 2 1 年 ２４   ２４ 

平 成 2 2 年 ３０   ３０ 

平成23年9月末 ９   ９ 
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（図６）≪事故類型件数内訳≫ 

 事故類型件数（件） 

区 分 横断中 追突 出会頭 左折時 右折時 単独  その他 

平 成 1 8 年 １ ７ ３ １   ６ 

平 成 1 9 年 ２ ９  ２ ６  ２ 

平 成 2 0 年 １ ６ １ ５ ５ １ １ 

平 成 2 1 年 ３ １２ １ １ １ １ ５ 

平 成 2 2 年 １ １２ ４ ４ ５ １ ３ 

平成23年9月末 １ ３   ４  １ 

 

まず、図５の人身事故件数から過去6年間の椿町線上の事故発生状況がわかる。事故件数

は顕著に多いというわけではないが、年々増加傾向にある。また、死者は出ていないことが

わかる。重傷者も平成18年に1件、次に平成20件に3件発生しているのみであり、大きな事故

は発生していない。次に、図６を見ていきたい。これは図５の事故の類型件数である。横断

中、追突、出会頭、左折時、右折時、単独、その他と分類されるが、各年比較してみると、

特に“追突”事故が多項目と比べ3，4倍程度多いことがわかる。この追突事故の主な理由と

して車間距離が挙げられる。車間距離が取れないことは椿町線の混雑から引き起こっている

と考えられる。道路環境の混雑こそが追突事故の誘発原因と考えられるのではないだろうか。 

次に乗客について考察していきたい。貸切ツアーバスを利用する場合、高速乗合バスの利

用者のような待機場所が設けられていない。よって道端やビルの前などで待機していなけれ

ばならない。名古屋駅の場合、深夜の太閤口付近では歓楽街のような様相も見られるため治

安が悪い場所となっている。そのような場所での長時間の待機は危険であると考えられる。 

また、道路に座り込む者、通行を邪魔するように道に広がって待機する団体も見受けられ

る。バスに乗車する際もガードレールに跨りバスに乗降するような光景や、植え込みを踏み

つけて乗降するような姿もある。このように待機場所を設けないことは安全面でも問題であ

るとともに、その地域のモラルにも問題となってくる。（図７）の写真のように、早朝の時

間帯では大変混み合っていることが伺える。 

 

（図７） 早朝の乗降場所である名古屋駅「太閤口ゆりの噴水前」付近の様子 

 

 
かつて平成19年1月まではこの名古屋駅太閤口付近の市道椿町線については全く規制され 
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ておらず、各事業者は自由に路上駐車を繰り返していた。この自由な路上駐車により、苦情

が殺到したため、「名古屋駅貸切バス乗車システム運営協議会」が開かれた。これは貸切バ

スが乗車待ちのために違法駐車しないよう乗車システムを構築し、もって利用者の利便及び

地域に迷惑をかけないようにすることを目的として設置された。ここでの協議会で市道椿町

線の駅側に設置されているバスバース（Ａバスバース、Ｂバスバース）についての運用マニ

ュアルを定められ、6時45分から12時15分までの間、誘導員を配置しその指示に従うことと

された。しかし、深夜帯では依然として整備されていない状況であり、混雑が続いている。

また、バスバースのなかで整備を行っても、早朝（特に7時～8時間など）にはホテル会社や

冠婚葬祭用の使用チャーターバスも多いため、8台のバスバースでは到底足りておらず、問

題視されている。 

 

 

（図８）名古屋駅太閤口付近の駐車可能スペース 

 
下の青枠がＡバスバース、上の青枠がＢバスバースである。どちらも駐停車可能スペース

である。中心の赤枠（椿町交差点）区間は駐停車禁止区域である。（ただし、降車は除

く） 

（図９）駐車可能許可の出ているバスバースの様子 
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以上のように現行の貸切ツアーバスの乗降場所及び待機場所には数多くの深刻な問題が

挙げられる。この問題は名古屋駅周辺の走行環境を悪化させているにすぎず、かつ、地域環

境も悪化させているのである。 

 

 

 

 

第４項：問題意識 
以上に挙げた現状分析から、我々は大きく二点の問題意識をもった。 

まず一点目としては、ダブルスタンダードについてである。これは、近年のバス業界の注目

に伴って両バス事業者数は増加傾向であるものの、根底に存在する法律が異なるといったダ

ブルスタンダードがあることで、規定の厳しい高速乗り合いバスの状況は貸切ツアーバスに

比べて不利になっている。このまま行くと現在高速乗り合いバスが運行中の路線で、今後採

算を得ることの出来ない路線は徐々に廃止に追い込まざるを得ない状態になっていくであ

ろう。そしてそれによって、利用者はますます貸切ツアーバスの利用を選択し、高速乗り合

いバスからは足を遠退いてしまうといった負の連鎖が起こるであろう。 

そのため、これを防止するには、現段階において法律のシングルスタンダード化するか若し

くは、規定や条件を両者間で出来る限り近づけ、競争の公正を目指す必要があるのではない

かと我々は考える。同時に、消費者の多様なニーズに応えられる制度が必要なのである。 

次に二点目としては、交通量が多く、交通渋滞が頻繁に見受けられる名古屋駅太閤口周辺

の環境である。現在では貸切ツアーバスが路肩に駐車、乗降場まで乗客が道路上を歩行して

行くといった状況が見受けられるため、安全面の懸念もされている。このような貸切ツアー

バスの違法駐車が多い要因はまず法律内において、貸切ツアーバスには停留所の規定がない

ためであり、多くが太閤口付近で違法駐車をしており、これらを含めずとも交通量が多い太

閤口周辺の交通渋滞をさらに悪化させている。この違法駐車に対しての苦情は数年前から出

ており、市の対策としてバスの停車許可スペース（バスバース）が約８台分設置されたが、

現在ではバス数の増加により、これのみでは賄い切れず、再び違法駐車が増加してしまって

いる。そのため、この数を減少、もしくは消滅させるとするならば、現在のバスバースに代

わる新たな駐車スペースの確保が必要となるのではないか。またそれと同時に、バス利用者

に対しての安全性も確保することも視野に入れて考えていくべきではないかと考える。 
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第2章 先行研究及び本稿の位置づけ 

第1節 先行研究 
 国土交通省の「バス事業のあり方検討会」の資料を主な先行研究とする。これは平成２２

年９月に総務省から出された「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づ

く勧告」において、貸切バス事業における収受運賃の実態及び公示運賃の検証、旅行業者へ

の指導・監督の強化等について指摘がなされた。このため、これらの指摘や近年の乗合バス・

貸切バスをめぐる諸状況を踏まえ、バス事業規制の見直しの方向性などを中心に、今後のバ

ス事業のあり方について検討しているものである。 

 ここでは高速乗合バスの利点を東日本大震災の際の被災者の避難や支援要員の輸送に大

いに貢献したことなどを例に挙げながら高速乗合バスの必要性について述べている。一方で

貸切ツアーバスはウェブマーケティングの活用等を背景に、客単価が高い大都市間の長距離

夜行便を中心に、その輸送人員を急速に伸ばしているとし、今では東京～大阪間では高速乗

合バスよりも多くの輸送力を供給しているのではないかと指摘している。高速ツアーバス

は、急速に成長を続けており、このような意味で、利用者から一定の支持を得ていると考え

られるが、他方で、安全の確保や利便性の確保などの面で様々な問題の存在が指摘されてお

り、また、運行車両数の増加と相まって、路上駐停車問題も深刻度を増していると述べられ

ている。これに対し、高速乗合バスは、貸切ツアーバスとの競争が激しい大都市圏間の長距

離夜行便等で成長が鈍化ないし低迷しており、景気の低迷なども背景に、かつてのような勢

いが見られなくなっている。この一つの要因として、高速バス市場の実態に現行の高速乗合

バス規制が必ずしもうまく適合していないのではないか、法規制の不平等さについて指摘し

たうえで「高速乗合バス規制の見直し」と「新高速バスへの移行」を提案している。高速乗

合バス規制の見直しとは、現行の高速乗合バス規制のもとでは、高速ツアーバスのビジネス

モデルに欠かせない「柔軟な車両調達」や「柔軟な価格設定」の実現は困難であるとしてい

る。「柔軟な車両調達」に関しては運行の安全を確保しつつ、需要に応じて車両を柔軟に調

達できるようにすることが重要であり、現在は認められていない受託者の車両の活用を認め

る高速乗合バス事業の管理の受委託制度を創設するとしている。これが高速乗合バス「運行

委託」モデルというものである。この制度では安全規制の強化を行うため、国による評価基

準を設け、国により認可された事業者だけが新高速バス事業者に移行できるようにする。こ

うすることで、現在、高速ツアーバス事業者は公道上に停留所を設置することができないが、

新高速バス事業者に移行することにより、市街地内の公道上での停留所の占用許可や高速道

路上の停留所の使用が可能となる。委託先のバス事業者の乗務員による運賃・料金の収受も

一定の条件の下で可能となる他、他の乗合バス事業者の運行系統との接続の円滑化等のメリ

ットもあると考えられる。しかし、移行後に使用する停留所の設置場所をターミナル駅周辺

で確保できるかどうかという物理的な問題や法律で明確に区分されていないため、利用者が

新高速バスか高速ツアーバス（貸切ツアーバス）かを誤認してしまう等の課題もある。 
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図１０ 

 
出典：バス事業のあり方検討会（第７回） 

 配布資料新たな高速バスサービスの事業モデル

http://www.mlit.go.jp/common/000147819.pdf 
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第２節 本稿の位置づけ 
本稿の特徴は大きく言って二点挙げられる。 

 

① 貸切ツアーバスにおいて責任の明確化をし、安全面の改善を目指す点。 

② 貸切ツアーバス専用のバスターミナルを設置し、太閤口の道路環境の改善を目指す点。 

 

 

本稿において、先行研究に用いている国土交通省の「バス事業のあり方検討会」の資料では、

「高速乗合バス規制の見直し」と「新高速バスへの移行」を提案し、バス事業の改善を図っ

ていたが、本稿の目的は両バス事業者の競争においての正統性の実現としている。先行研究

の資料に記載があるようなバス自体のあり方を検討するのではなく、我々はバス事業者に係

る規制を見直すことにまず注目していく。そして両者の規制の違いを比べ、そこから出てく

る、現段階においては不都合となっている箇所の改善方法を導いていく。また両者を比べる

だけでなく、各業者内での見直しも視野に入れ、政策を進めていく。 

また規制の見直しを重視してきたが、それだけでなく、現段階では完全に不足していて本来

の価値が薄れてきてしまっているバスバースに代わる新たな施設の設立を目指し、設立箇所

や設立にあたって必要となりうるだろう乗客の移動方法をどうするかということは先行研

究での政策としては述べられておらず、これらのことを、本稿のオリジナリティとする。 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 24 

第3章 分析 

第1節 ヒアリング 
 

第１項：路線バス会社 
第１章の高速バス業界の現状・問題意識で述べたように、高速バス業界には高速乗合バス

と貸切ツアーバスが存在する。ここでは現在、規制緩和により高速貸切ツアーバスの事業者

数が増加し、競争が多様化し競争の格差が生じているとされている。今回、規制緩和や現行

の法律の違いから生じる競争の格差、乗合バス独自のバスターミナルなどを中心に高速乗合

バスの事業者にヒアリング調査を行った。 

 

 ≪主な質問項目≫ 

1. 規制緩和の影響、またそれが与えた経済的影響（料金、人件費、安全面、廃線路線等） 

2. 現行の法律に関する意見（運行計画・運賃、代金の事前届け出制等） 

3. 貸切ツアーバスに関するご意見 

4. 名古屋駅太閤口付近周辺の道路環境に関するご意見（貸切ツアーバスの路上駐車マナー

等） 

5. 自社の独自のバスターミナルに乗り入れている貴社以外のバス会社について 

6. 行政に対する要望 

 

 

≪頂いた主な回答≫ 

1. 規制緩和により、高速貸切ツアーバスの台頭が顕著となり、それと同時に高速バスの価

格競争が激化した。価格競争が起こることは悪いことではないと思っているが、乗合バ

スとしては厳しい状況である。自社では早割などで価格競争に対応しているが、コスト

を削減して安全面を軽視することはしていない。安全面を最重要視している。 

2. 現行の法律ではダブルスタンダード（二重の基準）で競争の格差を感じている。貸切ツ

アーバスも公共の乗り物として台頭してきているのだから、同じ競争規定のもと競争す

べきではないだろうか。 

3. 貸切ツアーバスも自社の停留所を設置すべきなのではないだろうか。土地がないにもか

かわらず営業を行うことは難しいのではないだろうか。 

4. 大変混雑していると感じている。 

5. 自社のバスターミナルに乗り入れている他業者は共同運行を行っている事業者のみで

ある。お互いに自社のバスターミナルを譲り合い、共同運行を提携している。 

6. 現行のダブルスタンダードを改善し、競争の基準を公正にしてもらいたい。制度を根本

から見直してほしい。 
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 以上のような回答を頂いた。このように高速路線バス会社側の意見として、ダブルスタン

ダード（路線：道路交通法、貸切：旅行業法）の改善、また貸切ツアーバスについても自社

営業できるような停留所の設置の必要性について述べていた。 

 
 

 
第２項：警察・一般市民 
 

名古屋駅太閤口の現在の状況に対して、貸切ツアーバスの違反駐車などが多発することに

より交通環境が悪化し、交通渋滞が増大していると述べた。そこで今回、この太閤口付近の

管轄であり、取り締まり等を行っている中村警察署に訪れ、ヒアリング調査を行った。今回

は太閤口付近の状況、取り締まり具合を中心に調査を行い、回答を得た。そしてここで得ら

れた結果としては、まず太閤口はバスに限らず他車両（乗用車、タクシー等）、人などの交

通量が非常に多く、事故数も多いことが挙げられた。なぜなら、この太閤口付近は現状の部

分でも述べたとおり、無断駐車をする車両が多く、これらの車が事故を誘発する要因となっ

ている。愛知県警察から頂いた統計データの事故原因を見ると、第一に追突が多く、これは

違法駐車が要因で起こった事故だといったことも考えられるのである。そして休日の早朝な

どは、バスツアー参加者の集合人数が最も多いようで、それに伴い待機するバスの数も増加

し、あらかじめ定められているバスバースだけでは補えきれず、結局多くのバスが違法駐車

をしている現状なのである。ましてやひどい時では、道路一車線を貸切ツアーバスが占領し

ている状況に陥っている。 

交通渋滞に関して、周辺住民からの苦情は多くあがっており、日々取り締まりを行っては

いるが、駐車している全ての車両を対象とすることは難しいようである。なぜなら貸切ツア

ーバスの多くは停車していても、検挙を逃れるために車体を少しずつ動かしているので、警

察からの検挙対象からは外れてしまうのである。よって現在検挙対象となっているのは、運

転手が乗車しておらず完全に停止していて即移動することが困難な場合のみとなっている

ようである。 

前述の名古屋駅利用者に対してのアンケート調査からも、太閤口付近は人が混雑していて待

機場所がない、付近を運転する際に混雑しすぎていて通行するのに不便であるといった不満

が見られ、警察も利用者も太閤口付近に対し、問題視をもっていることが明らかになった。 

 
 
 
 
 
第３項：愛知県バス協会 
 
名古屋駅太閤口付近の貸切バスの駐車スペースについて調査した際、社団法人愛知県バス協

会では名古屋駅バス乗車システムの運用マニュアルを作成していると知り、ヒアリング調査

を行うこととした。 

 愛知県バス協会は、昭和 51 年 8 月 11 日に「社団法人愛知県バス協会」として設立登記

し、バス事業の経営基盤の強化を図るとともに、利用者に対するサービスの改善を促進する

ことによって事業の発展を図り、公共の福祉に寄与することを目的とする団体である。（愛

知県バス協会ホームページより掲載）この愛知県バス協会には一般乗合旅客自動車運送事業

者が 21 社、一般貸切旅客自動車運送業者が 61 社で全合計 61 社が登録している。以下では

愛知県バス協会で伺ったお話をもとに、名古屋駅バス運用マニュアルについて考察していく。 

 第 2 節第 3 項「名古屋の現状」で述べたように、かつて平成 19 年 1 月までは事業者は名
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古屋駅太閤口付近の椿町線上を自由に駐停車していた。そこでコンビニエンスストアなどの

周囲施設からゴミ問題などを含めた道路環境、周辺環境の苦情が殺到した。そのため、利用

者の利便及び、地域に迷惑をかけないようにすることを目的として「名古屋駅貸切バス乗車

システム運営協議会」が設置された。これは社団法人愛知県バス協会、社団法人日本旅行業

協会中部支部及び社団法人全国旅行業協会愛知県支部で構成されている。この協議会で椿町

線上のバスバースの利用を有効且つ円滑に運用できるよう「名古屋駅バス乗車システム運用

マニュアル」が作成された。 

 ここでの基本事項は、市道椿町線の駅側に設置されているバスバース（図１１参照）を 6

時 45 分から 12 時 15 分までの間、名古屋駅貸切バス乗車システム運用協議会が目的成就の

ため乗車専用として運用するというものである。この時間帯においてバスバースを利用する

場合には、名古屋駅貸切バス乗車システム運用協議会に利用申込書を 6 営業日前までに提

出するとともにシステム運用負担金を事前に納付しなければならない。（2011 年 11 月現在

は一台あたり 1000 円となっている。）そして、その申込書をもとに 10 分毎の発車とし、時

間調整を行い、時刻別に乗車場所の割り振り（Ａバスバース、Ｂバスバース）と整理番号を

利用申込者に確認通知を行う。こうして、当日その上記時間帯においては誘導員が整備し、

10 分以内に乗車できない場合、再度駐車のやり直しを行うというシステムである。また、

上記運用時間帯以外の時間帯にあたっては、この乗車システムは運用されないが、乗車旅客

を待つ場合でも、一回あたり 20 分以内の駐車をするように促している。 

 この乗車システムをふまえた上で、以下の質問を中心にヒアリング調査を進めた。 

≪主な質問項目≫ 

1. 夜間の誘導員の設置について 

2. 早朝・夜間の名古屋駅太閤口付近の道路環境に関するご意見 

3. 運用負担金の使用用途 

4. 愛知県バス協会の乗車システムの独自性について 

5. 行政への要望 

 

 ≪頂いた主な回答≫ 

1. 夜間については苦情が少ないため行っていない。苦情が多ければ夜間も誘導員を設置し

たいところであるが、負担が大きくなるということで今現在は行っていない。早朝の方

が混雑しているため。 

2. 早朝・深夜の時間帯についてはバスバース 8 台では足りていないのが現状である。早

朝時には 4 台分のスペースに 5 台停めている。 

3. 運用負担金については警備会社の人件費と運営費となるため利益は発生していない。非

営利で行っている。 

4. 協議会で決定されたシステムであるため、独自のものである。多くの旅行業者、バス業

者がこの協議会に参加しているため、全国的な知名度も高いが、初めて利用する事業者

や遠方からの利用者、大手事業者を介さない事業者等は知らないことが多く問題視して

いる。 

5. 現状として 8 台のバスバースでは足りていない状況である。特に早朝（特に 7 時～8

時間など）にはホテル会社や冠婚葬祭用の使用チャーターバスも多いため、8 台のバス

バースでは到底足りていない。名古屋駅は大都市の玄関口であるため、行政が複合的な

ターミナルを設けることで利便性とともに安全性も上がるのではないか。 

 

 以上のような回答を頂いた。ここからわかるように、現状の名古屋駅太閤口付近の椿町線

上駅前バスバース 8 台分では駐車スペースが足りていないこと、ここから椿町線上の混雑

を招いていることがわかった。 

 

（図１１）「名古屋駅西口のバス乗車システム」バスバース位置 
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出典 愛知県バス協会 ホームページ 

 

 

 

第４項：センディング会社 
名古屋駅太閤口の現状や問題点を調査する為、実際に名古屋駅に停まる貸切ツアーバスの

センディングを行っている事業者へのヒアリング調査も行った。 

 まず、太閤口に停車するバスの数は規制緩和以前と比較して増加しており、特に 23：50

発のバスは 5～6 年前と比較して約 15 倍に増加しているとのことだった。乗客に関しても、

規制緩和以前と比較すると 4～5 倍程度増加しているようである。 

 都市間バスを支えているのは大学生であり、春休みや卒業旅行のある時期は最も利用者が

多く、3 月→2 月→4 月→9 月の順に利用が多い。また、ライブなどのイベントがあると乗

客が増えるため、旅行会社もライブ等に気を配っているようである。 

 また、23：50 発のバスは金曜日が最も多いとのことだった。 

 名古屋駅では名古屋駅貸切バス乗車システムが採用されているが、その際、バスバース内

のどこに停車させるかはセンダーの判断による。停車スペースが空くまでバスは駅周辺で待

つことになるが、早く来すぎて空いていない等により生じる時間のロスを減らす為、センデ

ィング会社は 10 人程度のスタッフを、バスに 5 人、受付に 5 人程度配置し、センダー同士

で連絡を取りあいながら出発時刻前後のバスの停車場所を決めている。 

 本来 4 台のスペースであるバスバースに 5 台停められる事もあり、場合によっては最後

尾のバスが横断歩道に掛かることもある。アンケート調査を行っている際にそれを目撃した
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為、それについて尋ねたところ、警備員がついている上バスもすぐに動ける状態である為、

警察も特に取り締まることはないのが現状のようである。 

 また、夜間は特にシステムがないため、駅構内から最も近くわかりやすい A バースに極

力誘導している。A バースに入りきらない場合は B バースへ案内するが、それでも入らな

い場合は路上に停めているとのことだった。また、各センディング会社が情報を共有してい

るため、センディング会社を介さないバス事業者は路上に駐車せざるをえない。 

 路上に駐車することに関して尋ねたところ、以前国家公安委員会にバスバースを増設する

よう要請したことがあるとのことだったが、事故増加の可能性があるため実現は難しいとの

ことだった。また、警察に通報があった場合も、他に駐車スペースがない為すぐに移動でき

る状態であれば取り締まるケースは稀である。 

 夜間の太閤口の状況については、現状は警察の黙認もあり夜間の乗車システムがなくても

成り立っているが、夜間も乗車システムがあればいいと思うし、バスの停車スペースも増設

すべきであるとの回答であった。 

 また、問題点については、①受付を済ませた乗客が自分の乗車するバスがわからないこと

があること、②インターネットにより申込をした客が自分の乗るバス(会社)を把握していな

いこと、③関東のバス会社が多く、中には愛知県のルールを知らない場合もあるということ

を指摘していた。 

 
 

第５項：貸切ツアーバス会社 
高速バス市場の拡大には、貸切ツアーバス事業者の台頭が大きな要因である。第１章でも

述べたように需給調整規制廃止による規制緩和は貸切ツアーバスに有利なものであるため、

新規参入を促進し、その結果１０年で事業者数が一気に増加した。その弊害として、名古屋

駅太閤口周辺の道路には貸切ツアーバスが乗降のために違法な路上駐車をする車両が増加

し、電車利用を目的として駅を利用する人々や一般市民には迷惑でありまた人々の安全を脅

かしていることが第２章、第２項の本研究会独自のアンケート調査で分かった。ここでは、

現状把握・問題意識を踏まえた上で、私達が課題と考えている部分を中心に貸切ツアーバス

会社大手２社に対してヒアリング調査を行った。以下は、大手２社（両者とも名古屋の支社

を持つ）に対して行ったヒアリング調査の結果をまとめたものである。 

≪主な質問項目≫ 

1. 規制緩和の影響（経済的影響も含め） 

2. 現行の法律（旅行業法）による規制に関する意見 

3. 価格の設定方法について 

4. 名古屋駅太閤口周辺の道路環境に関して認識していたか。またそれに対する対策。 

5. 高速乗合バス事業者が持つ駐停車スペースや時間制のバスレーン・貸切ツアーバス

専用のバスターミナル等があれば使用したいか。 

6. 大都市圏（特に名古屋）での駐車スペースは誰が定めているのか。 

7. 行政に対する要望 

 

≪頂いた主な回答≫ 

1. 競争が激化した。例えば東京―大阪間の運賃・料金は規制緩和後半額若しくはそれ以下

になった。 

2. 現行の法律下では顧客の多様なニーズに応えることが可能であることは良い点。しか

し、新規参入が容易であるため事業者数が増えた。いかに他者と差を付けるかが鍵。 

3. 消費者のニーズに応じた価格設定が可能。早割や付加価値を付けた新しいサービスの提

供が可能に。 
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4. 自社は守っているが駐車違反をしている事業者は多いと認識している。例えば名古屋に

支社が存在しないにも関わらず乗り入れてくる貸切ツアーバス事業者（特に関東地方の

ナンバープレートを付けている）が跡を絶たず困っている。彼らは名古屋のルールを知

らない。現状を見て、名古屋駅太閤口付近には停留所が必要であると感じる 

5. あれば使用したいと思うが、現状では駐車スペースが限られているためバスバースが使

用出来る限りはそれで間に合わせたい。 

6. 朝は愛知県バス協会が取り仕切り警備員を派遣し交通整理を行っている。夜はセンディ

ング会社に委託しているためセンディング会社が現場で取り決めており、それに従う。

また東京においては、独立法人貸切バス駐車協議会が取り仕切り交通規制する。そのた

め旅行会社や運行事業者が駐車スペースを取り決めているわけではない。 

7. 名古屋駅太閤口周辺においては増えすぎた関東地方のバス事業者への対策と貸切ツア

ーバス専用の駐車スペースを設置して欲しい。 
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第4章 政策提言の方向性 

第1節 問題意識の整理 
第１章の一般市民に対して行ったアンケート結果や独自の問題意識から、本研究会は、高

速乗合バス事業者の運行計画・価格設定の自由設定が必要であると考えている。形式上、高

速乗合バスと貸切ツアーバスは別事業と考えられているが、需要の高い２都市または３都市

間を結ぶ事業形態としては同事業であると考えることができる。シングルスタンダード化は

現状厳しいにしても、規制緩和を行い同事業を行っている以上競争条件を近づけることが必

要である。 

第３章のヒアリング調査より、高速乗合バス事業者、愛知県警察、愛知県バス協会は貸切

ツアーバス事業者に対しての停留所設置義務が有効と考えている。停留所の設置は大都市圏

周辺の道路環境を保護し貸切ツアーバスの駐車違反、接触事故等の問題も減少するのではな

いか。また、高速乗合バスには停留所の設置義務があるのに対して、貸切ツアーバスには設

置義務がないためにこのような状況が起こっているのではないかと考えている。よって、貸

切ツアーバスの停留所設置は必須なのである。 

さらに、安全上の観点から貸切ツアーバスにおいての責任の不透明が指摘出来る。１０年

前より貸切ツアーバスによる事故は約１００件増加していることは、第１章の問題意識で確

認した。また、実際にアンケート調査の中で「貸切ツアーバスに対して不信感抱く」と回答

した人は少なくない。それは、運行に対して何らかの不安感があることを示している。本研

究会は特に貸切ツアーバス運行に際しての責任の明確化を推奨する。 

第2節 政策の実現性 
本研究会では、政策提言を行う前に政策の実現性について確認した。今回の ISFJ 論文発

表会で私達は３つの政策を提言する。具体的な政策提言の中身については次章の政策提言で

示す。 

 

第１項：規制緩和 
一つ目は、高速乗合バス事業者と貸切ツアーバス事業者に対して各々現状の規制について

見直す。ここでは、どのように規制を見直しまた改善策を打ち出すかが問題となった。 

 

（１）現状、高速バス業界全体にはダブルスタンダードが存在するため、このダブルスタン

ダードを撤廃し、シングルスタンダードの実現を検討した。この案は、どちらかの法律のみ

を残す形を取るため同じ法律の下で全ての高速バスが運行する。しかし、シングルスタンダ

ードを選択する上で道路運送法と旅行業法のどちらを全高速バスの法律とするかが問題と

なるのである。また、どちらか片方を選択するデメリットとして市場において大手企業によ
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る独占ないし寡占が起きる恐れがある。例として、貸切ツアーバス事業者の中には現行の旅

行業法下だからこそ運行を行うことが出来る事業者は少なくない。そのため道路運送法をシ

ングルスタンダードとして選択した場合には高速バス事業から手を引かざるを得ない企業

が出てくることは確実である。しかし、旅行業法をシングルスタンダードとして選択した場

合でも問題が生じる。旅行業法下では停留所設置や運行計画の届出が不要なため自由に採算

の取れる路線のみを選択し運行することが可能なのである。全高速バスが旅行業法下での運

行を行えば当然採算が取れる見込みが少ない地方路線は廃止され当該路線を利用していた

顧客には不都合が生じる。 

 また、道路運送法でもなく旅行業法でもない新たな法律を制定した場合でも同じことが言

える。今まで異なる法制度の下で行われてきた両事業者を一つの新たな法律下で競わせるこ

とは競争の公正を意味する。競争を公正にすることは必ずしも経済的にメリットがある訳で

はなく成功している事業者にとっては何一つ良い話ではない。これらの点からシングルスタ

ンダード化及び新たな法律の導入は難しいと考える。 

 

（２）現状の規制に対して直接見直し策を考えた。（１）で述べたようにシングルスタンダー

ド化や新しい法律を導入することは事業者または顧客にとってメリットが少ないため実現

性は低い。ここでは、貸切ツアーバス・高速乗合バス両者にかかる規制の見直しについて考

えた。高速乗合バスには価格設定・運行計画の届出が義務化されている。これは、貸切ツア

ーバスとの大きな違いであり、高速乗合バス市場の拡大を妨げている。貸切ツアーバスには

これらの規制がないため顧客の多様なニーズに応える事が可能である。また貸切ツアーバス

市場の拡大に大きく影響していると言える。高速乗合バスにとっては価格変動制や運行計画

の自由化に移行することで貸切ツアーバス同様顧客の多様なニーズに対応出来る。高速乗合

バスの規制緩和を行うことで両者間の格差は是正され更なる高速バス業界の発展が期待さ

れる。そのため、高速乗合バスの規制緩和は実現性が高いと考えている。 

 

第２項：規制強化とそのアイデア 
 二つ目は、貸切ツアーバスの停留所義務とその設置方法及び設置場所について考える。本

研究会が特に問題として取り上げている名古屋駅太閤口周辺の道路環境を改善するために

は、不法に路上駐車をしている貸切ツアーバスの停留所が必須である。しかし、どのような

方法でまたどの場所に停留所を定めるかに大きな問題があった。 

 

（１）名古屋駅太閤口付近での停留所設置を考えた。貸切ツアーバス事業者の多くは集合場

所として太閤口ゆりの噴水前（以下、ゆりの噴水前と呼ぶ）を指定している。深夜になるに

つれ、ゆりの噴水前の路上には駐車違反をしている貸切ツアーバスを含め数多くの車両が停

車している。ゆりの噴水前は駅前で鉄道との連携が取りやすい環境であり顧客が乗り降りす

るのが容易である。名古屋駅太閤口周辺またはゆりの噴水前に停留所を設置することで顧客

の利便性を確保しまた駐車違反をする貸切ツアーバス事業者を無くすことが可能になる。し

かし、本研究会の調査により先に挙げた場所周辺には余地がないため停留所の設置は厳しく

実現性が低いと判断した。 

 
（２）既存のバスバースに枠を設けて排出量取引をモデルに配分を行う。これは、バスバー

スに発着枠を設けることで効率的な利用を実現が可能になるのではないかと考えた。例え

ば、排出量取引のグランドファザリングに当てはめてみる。最初の配分は過去の利用者数を

もとに行う。ここでは、利用者数が多い事業者が発着枠を多く獲得できる。しかし、１日に

出発する車両数は毎回同じとは限らない。そのため、枠を多く持つ事業者は日にちや時間帯

によって余りが生じることがある。その際には、使用していない枠を枠の少ない事業者に売

買するか無償で提供することで余りの枠も無駄にならずまた、枠の少ない事業者には利用者
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数の増加が見込めるため効率的なバスバースの利用になる。また、これらの取り決めは貸切

ツアーバス事業者同士が話し合い行うことが望ましいと言える。だが、名古屋駅太閤）のバ

スバースはセンディング会社が事実上管理していることがヒアリング調査で把握できた。多

くの貸切ツアーバス事業者はセンディング会社を間に挟むことでバスバースの利用をして

いる。そのため、貸切ツアーバス会社同士間での取り決めを行うことは現実的に難しい上、

枠の配分どころか現状では早い者順と言えるような出発時間が早い車両からバスバースを

利用する形式が取られている。以上の観点から、排出量取引をモデルとした枠の配分の実現

性は低いと考えた。 

 

（３）名古屋駅太閤口周辺ではない他の場所に新たな貸切ツアーバス専用のターミナルを設

置する。また、貸切ツアーバス事業者による A・B 両バスバースの使用を完全に禁止する。

さらに、両バスバースと新ターミナル間にシャトルバスを運行させる。新ターミナルに名古

屋を発着とする運行便を走らせる全ての貸切ツアーバス事業者を移動させることで、停留所

設置義務の達成が可能になる。また、シャトルバスのみにバスバースの使用を許すことで、

名古屋駅西口（太閤通り口）周辺の道路環境が改善されると考えた。ここでいう新ターミナ

ルの開発推奨地としては、「ささしま地域」と「亀島（ノリタケの森の敶地内）」を挙げてい

る。この２地域においては、ヒアリング調査によると以前新ターミナル建設の話が持ち上が

った際に検討された場所であり十分に実現性がある。シャトルバスの運行モデルや新ターミ

ナルの管理については次章の政策提言で述べる。 

 

 
第３項：安全面の確保 
 三つ目は、安全面の観点から貸切ツアーバスの運行責任について考える。貸切ツアーバス

事業には２パターンが存在し、１つは自ら旅行業登録を受け企画から運行までの全てを自社

で行う事業者である。もう１つは企画側（旅行会社）と委託側（運送会社）が異なる事業者

であり、ここでは後者に対しての問題を考えていく。現状、こういった場合の責任は委託先

である運送会社が 100％の割合で責任を負う。一方、旅行会社は企画側にも関わらず一切の

責任を負わない。旅行会社はチャーター料が低いところに運送を委託するためこの時点で安

全面は軽視されていく。なぜなら、チャーター料が低いところは人件費や車両の整備費を省

いているため多くの場合は乗務員の労働環境が悪く少なからず安全とは言えない。顧客の安

全を守るためには、旅行会社にも責任を負わせることが必要である。旅行会社が責任を負う

ことで少なくとも安全面において軽視出来なくなる状況を作ることが可能である。 
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第5章 政策提言 

第1節 はじめに 
 ここでは、上述した現状把握や問題意識を踏まえ、高速バス業界の課題を改善するため独

自の政策提言を行う。本研究会は、以下の三点を改善策として提言する。 

（ⅰ）高速乗合バスに係る法律（道路運送法）の規制緩和案について提案する。 

（ⅱ）貸切ツアーバスの停留所やバスターミナルの設置義務化を前提とした新しいバスター

ミナルの設置（名古屋セントラルバスターミナル）案について提言する。 

（ⅲ）貸切ツアーバスの安全性を確保するために事故責任の分担化を提言する。 

 

第2節 提言内容 
 

（ⅰ）現行の高速乗合バスに係る法律（道路運送法）について「運行計画」、「運行形態」、「運

賃・割引」の面に着目し提言を行う。具体的には以下の通りである。 

図１２ 

 現行 提言 

運行計画 届出制 自由制 

運行形態 通年運行が義務 ダイヤの自由化 

運賃・割引 届出制 自由制 

出典 『「不公正な競争」がもたらす社会的弊害について考える～高速バス VS ツアーバスの不

毛な競争の現状とは～』 

http://www.geocities.jp/daijitk/rondan/hiwaybus081012.html  

最終アクセス 2011 年 11 月 10 日 

 

現行の法律では、「運行計画」、「運行形態」、「運賃・割引」についてはいずれも届出制など

と貸切ツアーバスに係る法律（旅行業法約款）よりも厳しく制定されている。それでは、貸

切ツアーバスと高速乗合バスの間で公正な競争を実現させるのは難しい。そこで本稿では、

道路運送法の「運行計画」、「運行形態」、「運賃・割引」の面でそれぞれ規制緩和を実施する。

内容は運行計画を届出制から自由制に、運行形態を通年運行義務からダイヤの自由化へ、運

賃・割引を届出制から自由制に変更することである。それにより高速乗合バスは現行の法律

ではなかったレベニューマネジメント１など価格面やダイヤ面で柔軟に対応できるように

なり公正な競争の実現が可能となる。 

                                                     
１ レベニューマネジメント・・・顧客をセグメント化して各セグメントの重要を把握し、価格の最適化を

通して販売の拡大と収益の最大化を目指すこと。 
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（ⅱ）名古屋セントラルバスターミナルシステム 

 次に貸切ツアーバス側の政策提言を行う。貸切ツアーバスに係る法律（旅行業法約款）で

は、道路運送法とは異なりバスの停留所やバスターミナルの設置義務がない。それにより貸

切ツアーバスは道路に路上駐車することとなり、公正な競争や安全性が失われている要因と

なっている。そこで、停留所やターミナルの設置の義務を前提に以下のような政策提言をす

る。 

【名古屋セントラルバスターミナルシステム】 

 

図１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 本研究会が自ら作成 

 

名古屋セントラルバスターミナルシステムは、比較的名古屋駅に近い場所である笹島や亀島

（ノリタケの森）付近に新たな貸切ツアーバス専用のバスターミナルを建設し、現在貸切ツ

アーバスが駐車場所として使用している A バスバースをシャトルバス専用の停留所に変更

し、新しく建設したバスターミナルと名古屋駅太閤口間をシャトルバスとして運行するとい

うものである。シャトルバスは詳細なダイヤは決まっておらず、人数が集まり次第随時運行

する。早朝・深夜などの利用者数が多い時間帯は増便する。シャトルバスを運行する会社は、

バスターミナルを利用するバス会社が共同で運行し、そこで得た利益をバスターミナルの維

持費に補てん。さらに、独自の停留所を作ることができない事業者を集い、各事業者で代表

者を選出し、運営委員を設立し運営する。財源はバスターミナルに所属している業者は運営

費、所属していない業者は利用の都度施設利用費として徴収する。これにより財源を確保し

つつ、バスターミナルを運営でき、公正な競争と安全性を両立することが出来るだろう。 
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（ⅲ）貸切ツアーバスの安全性を確保するために事故責任の分担化を提言する。具体的には

以下の通りである。 

図１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

出典 本研究会が自ら作成 

 

 

貸切ツアーバスは高速乗合バスと実質的に同様のサービスを提供している。しかし、貸切ツ

アーバスの安全性の確保に対する課題も指摘されている。現行では高速乗合バスが事故を起

こした場合、責任は 100％高速乗合バス会社が負う。一方貸切ツアーバスは契約の相手方で

ある旅行業者は一切の責任を負わず、事故を起こした運送業者が 100％責任を負う。このよ

うな現状は、運送業者が事故を起こしても責任を全く負わない旅行会社は運送業者に支払う

チャーター料を減少させ、そのしわ寄せを受けた運送業者は、コスト削減のため、乗務員の

削減や整備の簡略化を行う。それによりバス乗務員の労働環境の悪化し、乗務員の運転操作

ミスによる事故やバスの整備不良による事故が増加するという悪循環が形成されている。事

例として、2007 年 2 月 18 日に大阪府吹田市で起きた「あずみ野観光バス事故」が挙げら

れる。そこで貸切ツアーバスの事故責任を企画側の旅行会社と委託側の運送業者に分担化す

る。ここでは企画側（旅行会社）の責任を 50％、委託側（運送業者）の責任を 50％とする。

このように事故責任を 1：1 に分担化させることにより、事故責任がなかった旅行会社は信

頼できる運送業者に委託するようになり安全性が向上すると考えられる。さらには、企画側

の旅行会社にも事故責任が発生することにより委託先の運送業者に安全を求めるようにな

る。したがって、旅行会社が運送業者に支払うチャーター料の増加が期待でき、乗務員の労

働環境の改善やしっかりとしたバスの整備を実施することが可能となり事故が減少する。 
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