２０００年頃までは、高速道路を通じ
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はじめに
た大都市圏からのアクセス環境の改善

観光については、中長期的に成長が期

なっている。中でも、訪日インバウンド

に観 光が重要な位置を占めるように

一次交通として鉄道、高速バス、航空

れている）若年層など、観光地域への

高齢者、あるいは車離れした（と言わ

かしそれ以降は、訪日外国人、身障者、

にほとんどの興味が置かれてきた。し

待される市場として期待感も大きい。

を利用し、観光地域内の二次交通とし

地域では、地方創生を実現するため

この 年間で、観光地の魅力を強化す
マやブランディングに基づいて相互に

るために、
既存の観光地を統一的なテー

なった。

客にも一定の視線が向けられるように

て地域交通サービスを利用する観光

筆者のような地域や都市の交通計画

接続し、観光地の圏域をより拡げてい
くような観光圏関連施策が展開されて

を専攻する専門家にとって、現在頭を

激変への対応である。近年のＩＣＴ技

きた。そのような観光圏域の運営主体

このような背景のもと、地域観光の

術やＡＩ技術の圧倒的進化は、移動の

悩ませている一方で、ワクワクしている

運営組織にとって、域内の観光資源間

需給マッチングを容易にすることでＵ

として日本版ＤＭＯの設立が各地で急

を移動する手段の充実や改善が急務

ｂｅｒや滴滴（ディディ）のようなライ

のが、来るべきモビリティ技術環境の

となっている。ほぼ自家用車で来訪す

ドシェアサービスを生み出すだけでな
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ピッチに進められている。

る日本人観光客だけを意識してきた

自動運転（イメージ。写真：chesky／PIXTA）

1
10

仙台市内中心部の観光ポイントをつなぐ循環バス「るーぷる仙台」
（写真：MediaFOTO／PIXTA）

4

れた運輸事業者がバスなどの大型車両

して課題が残されているものの、限ら

ドシェアは、地域での受容性に依然と

動運転の実現をもたらすだろう。ライ

く、我々の想像よりも遥かに早期に自

ティ環境が劇的に改善する可能性が高

術や新サービスによって地域のモビリ

となるかもしれない。このような新技

ビスによって施設近隣の駐車場が不要

手に回送されるバレーパーキングサー

ために観光客をより積極的に取り込む

筆者は地域バス事業の収益性向上の

できない。

場合には観光客によるバス利用は期待

なっていれば問題ないが、そうでない

主要な観光周遊ルートが路線網と重

いうことである。そうであれば、観光客

う仕組みを真剣に検討したらどうかと

金のような形式で余分に支払ってもら

光客には運賃に加えて、協力金や寄付

のを差別化することは難しいため、観

考えてきた。具体的には、運賃そのも

で住民向けサービス水準が多少低下す

く、特に観光はその便益を最大限享受

る離島で自然資本や 観光を活用した

ることとなったとしても一定の理解は

にできるだけ乗客を集め、必要最小限
しかし、新技術・サービスはある瞬

自律的経済モデルを構築する研究プロ

得られるのではないかと期待している。

向けサービス水準を大幅に高めること

間に一気に実現される訳ではなく、時

ジェクトに参加しており、その一環で

べきという立場である。数年前に、あ

を大きく変える可能性を秘めている。

間をかけて徐々に普及していく。その

バス事業者に観光需要対応の現状や考

することが期待できるのである。

自動運転は、高齢化が急激に進行する

意味で、現状の地域交通サービスは引

え方についてヒアリングをしたことが

の便数とドライバー数でカバーしてき

中山間地でのドライバー不足を解消す

き続き存続することになるため、それ

あった。バス路線から少し入った場所

たこれまでの地域公共交通の事業構造

るし、観光施設前で下車後に車両が勝

が抱える課題には依然としてきちんと

に魅力的な集客スポットがあるので、

この 年間でカーシェアリングとい

地域交通の一翼としての
ライドシェアへの期待

向き合っていく必要もある。特に観光

積極的に路線を修正すべきではないか
と尋ねたのであるが、「それで 分でも
分でも所要時間が増えると利用客の

う 概念が都市を中心に実装されてき

線やサービス水準を決定することが原

の利便性を最大限に考慮して、その路

地域のバス交通は、基本的には住民

によってダイヤが変わることを利用客

運行管理が難しくなるし、やはり曜日

ないか？」と質問したが、「そうなると

日ならば多少は我慢してくれるのでは

たと記憶している。それに対して「休

いてもなかなかできない」との返事だっ

不満が大きくなるので、そうは感じて

光シーンでは適切なシステムとは言い

よる長時間利用が中心となる地域の観

注： origin, destination=
起 点、終 点 ）
のバリエーションが少なく、グループに

したシステムであるため、ＯＤ（編集部

た、少人数、短距 離、短時間利用に適

方向の需要が存在することを前提とし

た。これはあらゆる時間帯であらゆる

則である。地域の自動車利用が高度に

難く、結局は従来のレンタカーの利便

はおよそ言い難い状況である。

肝心の都市部でも、「普及している」と

性を超えることはできなかった。また、

は不満に思うだろう」との趣旨の答え

＂
高い＂運賃をもらってもいいのではと

筆者は常々、観光客には住民よりも

進行した結果、バスの利用者は高校生

あるため３つに厳選して論じたい。

10
だった。

ものになっていく。宿泊拠点を含めた

病院、役所へのアクセス性を考慮した

地域バス交通への期待

10

や高齢者が中心となり、路線は高校、

20

通に期待したいことを、紙面の制約が

振興を意識したときに、今後の地域交

バス時刻表（イメージ。写真：Rawpixel／PIXTA）
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ライドシェアは
Intelligent Transport

とで、タクシー事業者と市場を上手に
棲み分けできないかと感じている。さ
らに、バス路線網の維持のためにその

制約するようなライドシェアの運用が

（ ＩＴＳ ）の 概 念 が 登 場 し た
System
１９９０年代には既に意識され、近年

カーシェアリングの限界を打破できる
できないものかとも感じている。この

フィーダー（支線）的役割を担い、かつ

ポテンシャルを秘めている。ライドシェ
「地域公共交通とライドシェアの一体運

のビッグデ ー タ・ＡＩ技 術の圧 倒 的

アでは移動の需給マッチングのための
用」は、観光地ほどその効力を発揮す

バス路線上でのマッチングをある程度

プラットフォームが肝であり、その提
ると信じている。

進化により実用性が向上したもので、

供事業者自身は輸送事業を行ってはお

高齢化が進んでいる人口密度の低い中

バーを多く確保する必要があるため、

プラットフォームに参 加 するドラ イ

バーにも拡張版ライドシェアプラット

事業者だけにとどまらず、一般ドライ

山 間 地では、宅 配 事 業 者や 旅 客 輸 送

ノの混在輸送も認められつつあり、中

さらに、規制緩和を通じてヒトとモ

山間地のような地域では、少しでも多

フォームを通じた有償の貨客混載輸送

らず、将来的にもそうならないだろう。

くの住民にドライバーになってもらわ

を担わせることを真剣に考えるべきで

ある場合、あるいは自宅や勤務先で空

る時にたまたまその方面に移動需要が

般ドライバーは、自分の都合で移動す

その時に、タクシー事業者ではない一

発生する。もう一つは本源需要であり、

の活動に付随して ＂
仕方なく＂移動が

る。一つは派 生需 要であり、目 的 地で

的見地から二種類に分類して教えてい

大学の講義では、交通需要を経済学

本源需要に対応する
地域交通の機能強化への期待

ある。

なければならないだろう。
筆者は、近い将来に高い確率で、既
存のタクシー事業者の多くが業務効率
化と収益性向上のために既存の主要ラ
イドシェアプラットフォームに参加す

き時間がありその近隣で移動需要が

移動そのものに目的があるケースであ
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ることになるだろうと予測している。

ある場合、を中心とした輸送を担うこ

写真：chombosan／PIXTA

6

く安全に快適に移動できることが重要

る。派生需要の場合は、できるだけ安
とがある。しかし、地域公共交通事業

ては本源需要として位置づけられるこ

売り出すことは可能かもしれない。

交通ショーケース」の一観光商品として

部観光施設周遊型で設定して、「先端的

両を長く使い続けなければならないの

おわりに

は概して資金が潤沢ではなく、古い車

一方、本源需要の場合には、移動自
が実情であり、そのままでは（ノスタ

となる。
身の楽しみが追求されることになる。
ルジックな車両に興味を示す ＂
乗り鉄＂

うになってきた。筆者としてはこの流

テンツの一つとして位置づけられるよ

おり、鉄道サービスが地域の集客コン

を改装した観光列車が続々と登場して

近年、地域の鉄道事業では古い車両

誘導マネジメント、といった分野でや

ト・マネジメント、観光施設への案内

スにおける住民と観光客のコンフリク

的交通マネジメント、地域交通サービ

すい街路の実現のための広域的・局所

地区での駐車場マネジメント、歩きや

地域における観光と交通の関わり

れを地域バス交通にも波及させられな

るべきことがたくさん残されている。

のような層を除けば）およそ移動の楽

いかと感じている。見て乗って楽しい

多くの研究者が参入し、多くのフィー

については、今回取り上げた３つのほ

車両に改装していくことで観光客の需

ルドでこのような課題を解決する実践

しみを提供できているとは言えないだ

要を取り込み、同時に地域住民のプラ

的研究を展開することで、観光二次交

かにも、集落自体が観光地である地域

イドや愛着も高めていくことができる

（しみず てつお）

清水哲夫：
「交通学の世界から観光研究を見る」
『観
光文化』２２１号（２０１４） pp.29-32
清水哲夫：
「交通を巡る地域コミュニティーと観光
６
のコンフリクトを考察する」
『都市計画』
（２０１７） pp.46-49
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いくことを期待してやまない。

通問題の解決策が体系的に整理されて
運転を「本源需要にも対応するサービ
ス」として地域に導入することができ
ないだろうか。例えば自動運転が特区
のような制度の下で地域に導入されて
いくことを前提とした場合、手を挙げ
た地域では実験的運行が実施されるこ
とになるだろう。この実験的運行を一

Vol.
66
No.

さらに一歩踏み込んで言えば、自動

のではないかと勝手に夢想している。

ろう。

観光活動の中での移動は、局面によっ

石神の菜の花畑の中を走る小湊鐵道里山トロッコ列車（写真：traway／PIXTA）
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