清水 哲夫

なコストがかかることは、専門家で

なくとも理解できると思う。筆者が

大学で行っている「観光計画学」の

講義では、観光学を専門とする学生

にも交通事業のコスト感覚を共有し

てほしいとの強い思いから、例えば、

「ボーイング７８７は一機いくら

で購入できるか？」

「新東名高速道路建設は１㎞当た

実 際はそれぞれ約二百 億円、約

大学院都市環境科学研究科 観光科学域 教授

りいくらかかったか？」
ジェネラリストとして地域の交通問

百五十億円である （注１）が、学生に

といった質問をしてみる。
送る上で不可欠な交通サービスを長

題の解決に貢献しようとの思いから、

十億円くらいだったと記憶している。

期的・安定的に提供するために必要

二一世紀に入ってから観光学も筆

交通サービスの導入には初期投資費

はこのような大きな金額は想像がつ

インフラを整備するためには、交

者の研究分野の一つとなったのであ

用だけでなく、サービス開始後は人

七～八年くらい前から交通学を称す

通車両の技術特性を知っていないと

るが、こちらも全方位的な学問知識

件費や維持費なども必要となるので、

なインフラストラクチャーを整備す

首都大学東京

交通学の世界から
観光研究を見る

交通学者が観光学に
感じたシンパシー

交通学は一般的に用いられている

話にならないし、交 通 企業の経 営

が要求される学際的分野の典型的な

さらに費用がかかることになる。こ

かないようで、彼らの答えは最大で

学問の名称ではない。筆者は土木工

特性にも理解が及ばないといけない。

一つであり、当初から大きなシンパ

れだけの負担に見合う利用が期待

ることにしたのだった。

学科の卒業であり、同じようなキャ

すなわち、同じ交通を扱 う 学問領

シーを感じてきたのである。

る仕組みを研究する学問である。

リアを持つ同業の研究者たちは土木

域のなかでも、交通計画は全般的な

唐 突 だが、筆 者は「 交通 学 」を

工学のなかの一分野である「交通計

幅広い知識が要求される極めて学際

専門の一つと称している。

画」を専門と称している場合が多く、

的な分野であると徐々に実感するよ

う。社会的に望ましい需給バランス

小な供給になれば社会は困ってしま

動機を持ち得るが、事業者任せで過

確保するために過大な供給は避ける

うまでもない。交通事業者は利潤を

する重要なポイントとなることは言

できるのかが、サービス供給を決断

筆者ももちろんこれらを専門と称し

うになってきた。
そ うであるならば、土木工学 的

さて、交通サービスの供給に大き

交通学における
重要な論点：
需給ギャップと価値観・
ライフスタイルの変化

ていた。
交通を取り扱う学問領域は、機

経済学、法律学、工学まで選り好み

な交通計画から一歩足を踏み出して、

など幅広い。交通計画は、筆者の理

せずに交通に関わる知識を吸収して、
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械工学、電気工学、経済学、建築学
解では、われわれ人類が社会生活を
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5

の嗜好の違いにより、あるいは年齢・

し こう

が通常であり、例えば個人の施策へ

現在世界的に用いられている交通

性別などの属性によってモデルを使

究が重要視されてきた。
需要予測技術は、一九六〇年代に米

い分けることも可能となっている。

が見られる。構想した交通インフラ
で、人々の価値観がどう変化するか、

国で生まれた四段階推定法が基礎

しかし、これら費 用 便 益分 析や

を不断に追求することが交通学の肝
さらに大 規 模 交通インフラの建
ライフスタイルはどう変化するのか

、交通計画の対
となっており （文献３）

交通需要予測手法はいずれも長期の

やサービスが供用されるまでの期間

設には、構 想から供 用 までに長い
を予想して事業を進める必要がある

象地域を複数のゾーンに分割し、計

である。

期間を要する。新東名高速道路は
のである。

ポテンシャル指標、業務・商業集積

夜間人口や平均所得のような発生

この予測交通量と、ゾーンの昼間・

交通量のみが興味の対象で、利用者

インフラ整備のための需要予測では、

はなかったように思う。特に大規模

交通への対応は必ずしも優先事項で

インフラ整備プロジェクトに主たる

のような集中ポテンシャル指標、ゾ

の構成は顧みることはなかった。

画対象年次におけるゾーン間の利用

筆 者の理解では、莫 大な費用と

ーン間の距離や所要時間といったア

しかし、近年の高速道路料金上限

興味があり、量的規模の小さい観光

三十三年の月日を要することになる。

期間がかかる交通インフラ整備とい

クセシビリティ指標などの間の関係

制度の導入やＬＣＣの登場など、地

交通機関別交通量を予測する。

一九八七年（昭和六十二年）の第四
次全国総合開発計画で初めて構想
された （注２）ので、二〇一二年（平

一九八七年はいわゆるバブル景気

う 特 徴から、交通学の主流をなす

式を作成すれば、新たな交通サービ

域の観光振興にとっては大きなイン

成二十四年）の部分 供用開 始まで

の真っただ中であり、日本経済は依

研究は一貫して費用対効果の研究で

スを導入した場合に対象地域内の交

交通学の
主要研究課題と
観光学の関わり

然として成長を続けていた時代であ
あった。

済成長は見込めない時代に入ってお

し か し 供 用 時 には 既 に 大 き な 経

りも圧倒的に高い事業費となったの

れている高速道路建設単価 （注３）よ

めに通常は五十億円／㎞程度と言わ

が可能な設計となっており、そのた

て、通常の高速道路よりも高速走行

移動したいというニーズを先取りし

期待される所要時間短縮効果とサ

、交通 事 業によって
であり （文献２）

部分は利用者の所要時間短縮効果

交通 事 業の場 合、便 益の多 くの

。
研究が積み上げられてきた （文献１）

が、より正確な便益の算定に多くの

を図る指標として用いることになる

比（費用便益比）を事業の良し悪し

費用便 益分 析では、便 益と費用の

費用対効果分析の代表例である

費用といったサービスレベル変数を

通選択は、目的地までの所要時間や

手法が主流となっている。個人の交

集計行動分析に立脚した需要予測

通選択の結果を集計するいわゆる非

の集計交通量ではなく、個々人の交

もに、一九八〇年代からはゾーン間

調査技術や解析技術の発展とと

数を予測できる。

終的に新たな交通サービスの利用客

通流動パターンの変化を計算し、最

和四十五年）ころから少数の研究者

筆者の理解では、一九七〇年（昭

な利用者属性を考慮できる、施策の

が複数登場する時代となり、多 様

パクトを持つ交通サービス改善施策

二〇二〇年（平成三十二年）までに

二十五年、全線での供用を予定する

る。新東名高速道路は、より高速に

り、高速移動に対するニーズはそれ

ービス費用の対応関係から需要を想

用いた多変量モデルで表現すること

交通需要マネジメント
の適用対象としての
観光交通研究

測手法の開発が求められている。

短期的な効果評価が可能な需要予

ほど高くなく、逆にスローライフの

定する、いわゆる交通需要予測の研
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である。

ようなライフスタイルに対する共感
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によって細々と行われてきた観光交
通研究が、一九八〇年代後半ごろか
ら一転して盛んに行われるようにな
ったと見ている。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

いのである。掲載論文には、レビュ

・

理性をもってそれなりに応えてきた

ーパートまでは非常に立派なのであ

・

交通学は、今後同じ状況に直面する

るが、分析パートからは急激にトー

・

であろう観光学の今後の展開に対し

ンダウンしてしまい、途中で急激に

・

て格好の参考事例になると信じてい

多い。その割に、論文の最後に「産

読む意欲と楽しさが低下するものが

約三年前から観光コースの教員に

業界への貢献」を記述するよう要求

るからである。
ここまで交通学の経緯を、特にそ

なって以来、研究・教育のためにこ

され、そもそも企業活動に役立つ研

交通学研究者の
立場から見える
観光学の姿

ラ整備計画が一段落し、需要をコン
の意図を断ることなく書いてきたが、

れまで以上に観光学の研究論文や教

そのころには基本的な交通インフ
トロールして既存インフラを有効利
結論的に言えば、繰り返される地域

究内容でないにもかかわらず「企業

・

・

・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

用するという交通需要マネジメント

科書を読む機会が増え、観光学に

・

のマーケティングに役立つ」と無理

・

対して思うことも増えて

やり書かされているようなちぐはぐ

・

きた。新参者の理解不足

さも見られる。

・

からくる無礼があるかも

●

・

しれないが、あえて感じ

「観光という現象は百人いれば百

・

たことを披露してみたい。

人違う」という 趣 旨の意見をよく

・

●

聞く。全く同感である。これは業界

・

観光学は学問として歴

がマスツーリズムに依存しすぎてき

・

オフピークの差が大きい観光交

史が浅いことは否めない。

たことへの反省から出た意見だろう。

・

通は交通需要マネジメントの存

それであるが故に、純粋

だからといってニッチな研究に入り

・

在意義を示す格好の適用対象と

学問としての観光学を指

込みすぎるだけでは意味はない。一

・

社会からの批判やニーズに科学的合

認識されていたように感じている。

向する研究者は、実学的

人一人のニッチな現象を個別に分析

・

の考え方が浸透し始めた。ピークと

特に高速道路等の幹線道路の

ニーズから距離を置いた

しても、効率が悪すぎて産業界への

白川郷（写真１）など複数地域

両乗り入れ規制の実証的研究が

いる。例えば、観光地区への車

交通研究の主流であったと見て

降二〇〇〇年代後半までの観光

指した研究は、一九九〇年代以

動車と歩行者の錯綜の解消を目

さくそう

渋滞解消や観光地内における自

研究に終始しがちなので

貢献にはつながりにくいのは明白で
ャーナルの論文では、課

析も盛んに行われているが、その知

個別観光地での成功事例の要因分

ある。
題の面白さよりは過剰な

見の時間的・空間的移転性がなけれ

観光学の著名な国際ジ

はと危惧している。

で実施されて一定の成功を収め
。
ている （文献４）
一方で行楽時期に頻発する高

厳密さを要求する姿勢が

ばやはり産業界への貢献にはならな
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速道路渋滞の軽減策については、

強すぎる気がしてならな
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依然として実証での有効性検証
が進んでいない。

写真1 白川郷の道路と人の動き 写真提供：公益財団法人日本交通公社

いにもかかわらず、このような視点

題解決型の広域観光研究プロジェク

との対応関係に着目した研究は充実

極的に目を向けるべきである。

観光学に参入する交通研究者は積

の必要性を訴える研究・教育上の取

携して公共事業（交通インフラ整備）

い批判を浴びながらも、産官学が連

交通学では、近年は世間から厳し

滑にする交通システムの提供にほか

ころは観光客の観光周遊行動を円

通学が果たすべき貢献は、結局のと

地域や都市の観光振興のために交

貢献すべき分野について述べたい。

例えば、

研究が求められていると感じている。

需要の創出に貢献できる観光交通

への期待の高まりに対して、新たな

最 後に、地域における観 光 産 業

街路活用
●観光列車などの“ 乗り物 ”によ

る観光振興

ようになっているが、結局地域から

業振興プロジェクトに一つは関わる

年もたてばさすがに地域での観光産

観光コースに移籍した筆者も、三

脚した観光周遊行動分析が今後数

代となっており、ビッグデータに立

時空間特性を容易に分析できる時

ル機器を用いて観光客の周遊行動の

しかし、携帯ＧＰＳなどのモバイ

能となれば、先に述べた費用対効果

これによる地域活性化効果が測定可

が大きく先行している事例であるが、

である。これらは研究よりは実践

ついでに言えば、観光学における

れ自体に目的のない派生需要という

これまでの交通学では、交通はそ

（注 ）インターネット上の新聞記事等の情報か
ら入手した。
（注 ）
一九八七年に旧国土庁が公表した「第四
次全国総合開発計画」の別表高規格幹
線道路構想一覧に第二東名自動車道とし
てリストアップされた。

（しみず てつお）

していないように感じている。心理

ラボレーションを期待したいところ

めに、観光学と交通学の研究者のコ

度の高い観光行動研究を実現するた

と空間による相乗効果でより予測精

トで検証していくべきである。

今後の観光振興に
必要な交通学研究

に立った研究をあまり見たことがな
い。ニッチに切り込む研究と、普遍
的原則を発見する研究のバランスを
観光学全体として探求してほしいし、
筆者もそうありたいと思っている。

り組みを組織的に行ってきた。その

ならない。こう書いてしまうと至極

である。

世界から観光学に片足を突っ込んで

単純に思われるかもしれないが、端

交通学が今後の観光学の発展に

みると、そのような緊張感や連携を

的に言えばほぼ静的な統計データし

●

あまり感じられないのでやや拍子抜

か使えないために非常に難しい。

●オープンカフェやイベントでの

けしている。

の疑問は、
「観光産業で果たして地

年間で圧倒的な進展を見せれば、効

分析に新たな要素を取り入れること

●風景街道のような地域理解・交

域経済が成り立つのか？」という一

率性の高い観光交通サービスを提案

ができるだろう。

まだないし、観光学としても定説は

観光行動研究では、旅行者心理との

性質を前提に研究が進められてきた

（ http://www.kokudokeikaku.go.jp/
）
document_archives/ayumi/25.pdf
（ 注 ）国土交通省平成十三年八月の記者発表

記事
（ http://www.mlit.go.jp/tec/cost/
）
を参照した。
cost/130821/tokutyo.pdf
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流促進型スキームの導入

言に尽きる気がしている。

できるかもしれない。

ないだろう。この手の疑問に真摯に

対応関係に多くの興味が払われてい

が、交通自体が目的の本源需要にも

筆 者はこの疑問に答 える自信は

答えるために、観光学が持つこれま

るものの、観光スポットの空間分布

しん し

での知見を総結集するとともに、問

52
57

14/04/02 13:26

221観光文化特集5.indd 30

１

２

３

60

32

