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とが必要である。２０１５年に閣議決

モノ、お金や情報の循環を生みだすこ

るには、地域内さらには地域間で人や

国において、地域の持続可能性を高め

対象が位置することが多い一方、生活

けると、空港や鉄道駅から離れて観光

期待される。しかし、地方部に目を向

を高め、まちづくりに寄与することが

地域内交通の充実は旅行者の回遊性

整備は旅行者の誘致圏域を拡げるが、

の公共交通が相対的に不便とされる地

を要 する。そこで、本 稿では、地域 内

利用できるようになるには、まだ時間

いるが、地方部を訪れる旅行者が広く

ルにしようとする取り組みが生まれて

ど、新たなソフトを地域内交通のツー

やＩＣＴによる交通のシェアリングな

こうしたなか、自動走行の実証実験

観光地点を回遊したり、往路と復路で

点を単純往復するとは限らず、複数の

目的地のゲートウェイと一つの観光地

活 交通とは異 なり、観 光シーンでは、

による経路検索が充実しているが、生

い。最近では、コンテンツプロバイダー

光 地 点にア クセスできるか分から な

を駆使して調べるなどしない限り、観

車両の行先表示や時刻表、路線図など

福島大学

定された第二次国土形成計画（全国計

者の交通は自家用車に強く依存してお

方部を念頭に、旅行者と地域を結びつ

異 なるゲートウェイが選ばれたり す

駅の位置が明瞭だが、路線バスの場合、

画）では「対流促進型国土」の形成が謳

り、地域内の公共交通網は、高齢者の

ける公共交通の可能性について、観光

るケースもある。そのため、地域内の

は言い難い状況にある。

われ、生活機能の維持による地域内の

通院や児童・生徒の通学に特化して維

シーンに応える路線バスの「見せ方」や

路線バスを「分かりやすく見せる」こ

に分けられる。新幹線や高速道路の開

対流とともに、交流による地域内外の

持される傾向が強い。そのため、旅行

公共交通と地域資源のパッケージ化に

とが必要である。鉄道駅やバスターミ

はじめに

対流の促進が求められているが、こう

者の立場では、地域内交通の選択肢が

着目して述べることにしたい。
ないケースも珍しくない。しかも、近

通、ＬＣＣの就航など、地域間交通の

した対流を創りだすうえで、交通は欠

少なく、自家用車やレンタカーなどを

観光シーンにおける交通は、①旅行

年では、タクシーの乗務員不足が深刻

「系統番号」を設定し、車両の行先表示

人口減少社会に直面しつつあるわが

かせない存在であり、観光シーンは交

運転しない限りは、タクシーしか選べ

者の発地と目的地のゲートウェイ間を

化しており、営業所の統廃合が進みつ
地方部の地域内交通は、路線バスが

に用いることも少なくないが、運行管

ナルなど、ゲートウェイにおける案内

通なしに成立しない。

結ぶ地域間交通と、②ゲートウェイと

つある。地方部の地域内交通は、観光

基本である。鉄軌道であれば、線路や

ングも有効である。路線バス事業者は

か、路線バスの場合は、系統のナンバリ

サインを動線に則してデザインするほ

観光対象や宿泊施設を結ぶ（さらには

シーンにおいて十分に機能していると

観光シーンに応える
路線バスの
「見せ方」

観光対象間を回遊する）地域内交通と
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」という数字からは経由地が読

に関わるバスであることは想像できる

という系統番号が付されている。池袋

駅と渋谷駅を結ぶ都営バスには「池 」

したものとは限らない。例えば、池袋

理の要素が強く、旅行者の利便を考慮

るため、アルファベットで方面を表わ

秩父駅を起点に放射状で運行されてい

ている（図１）
。多くの路線バスが西武

も含めた系統のナンバリングを導入し

は、西武観光バスのほか、各市町営バス

で構成される「ちちぶ定住自立圏」で

したなか、埼玉県秩父市など１市４町

を「分かりやすく

一方、路 線バス

されている。

しない」工夫がな

「 文 字 だ けで 説 明

表 示に 掲 出 さ れ、

号 ）がバスの行 先

Ｋ 影森方面
■

Ｍ 三峰口方面
■

4 三峯神社
□
6 川又／
□

川又経由中津川

表1 会津若松駅発バス時刻（2011年4月）

40 飯★
6

万人）は、鶴ヶ城や武家屋敷、飯盛
山、七日町といった観光地点が市街地
に点在しているが、ゲートウェイであ
る会津若松駅からやや離れている。そ
こで、会 津 乗 合 自 動 車（ 会 津バス）が
「鶴ヶ城・飯盛山線」を運行してきた
が、「まちなか周遊バス運行事業実行委
員会」
（同市が事務局）によって、まち
なか周遊バス「ハイカラさん」の運行
が２００１年７月から始まり、逆まわ
りの「あかべぇ」が２００７年８月に始
まった（注２）
。その結果、まちなか周遊
バスの乗車人員が増加した一方（注３）
、
「鶴ヶ城・飯盛山線」は、まちなか循環
バスのルートと重なる区間が多く、他
の循環バスも含め「導入当時のような
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会津若松市地域公共交通会議「路線バス時刻表」
（2011年4月
1日改正版）より筆者作成。

環バスが ～ 分間隔のパターンダイ

（２０１１年４月時点）も、まちなか循

が提供されていることに加え、ダイヤ

が用いられ、視覚的な「わかりやすさ」

とは異 なる車両や 停 留 所のデザイン

まちなか周遊バスは、ほかの路線バス

維持されている（注４）
」状況になった。

観光利用がなくなり、生活交通として

00

15
9

35 鶴★

30

30 飯★
00

30 飯
7

求められる。福島県会津若松市（人口

改善が本質的には

まちなか周遊バス

路線バス
鶴ヶ城・飯盛山線
ハイカラさん あかべぇ

00 飯
8

が、「
み取れない。また、漢字が用いられてい

見せる」ためには、

押堀

いった基本要素の

したうえで、秩父市に近い終点から順

2 大滝温泉遊湯館
□

2 6 秩父市営

3 浦山大日堂
□
2 花見の里
□

12

また西武秩父駅を終点とする系統に

Ｎ 久那方面
■

２０１１年 月に「鶴ヶ城・飯盛山線」

果につながったと考えられる。そこで、

わち、「分かりやすい」ダイヤも集客成

は日祝日に運休となる便が多い。すな

ヤであるのに対し、「鶴ヶ城・飯盛山線」

60

るため、外国人旅行者にとって分かり

旭町

は、鉄道駅のピクトグラム（標準図記

1 三峰口駅
□
2 5 秩父市営（スクール）

1 定峰
□

音楽寺

Ｔ 栃谷方面
■

札所10番

秩父市街地
2 上野沢
□

3 秩父湖
□
5 大滝福祉C
□
7 中津川
□

それにより、生活交通需要が取り込ま

ト新設や「あかべぇ」の増便を図った。

に一本化し、通勤・通学時間帯のルー

の運行を取り止め、まちなか循環バス

10

ルートやダイヤと

■

時

に１、
２と番号を振られている（注１）
。

2 栗尾
□

2 定峰峠入口
□

第一中学校
Ｐ ミューズパーク方面

1 和銅黒谷駅
□

1 吉田総合支所
□
5 両神庁舎
□

3 4～ 皆野町営
Ｈ 原谷方面
■
2 吉田元気村
□

1 ☆ 小鹿野町営

30

Ｙ 横瀬方面
■

づらいことに加え、漢字には「音読み」

1 4 倉尾線

3 皆野駅
□

阿保
札所21番
1 小鹿野車庫
□

5 ☆ 小鹿野町営

1 根古屋
□
2 長渕
□
3 松枝
□
1 浦山常盤橋
□

札所24番

86

と「訓読み」があるため、日本人にも口

1 3 志賀坂線

Ｄ 吉田方面
■
Ｇ 小鹿野方面
■

姿
1 ミューズパーク
□

86

頭では伝わりにくいことがある。こう

図1 秩父地域の路線バスナンバリング
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なりにくい。そこで、公共交通と地域

通サービスを提供することは生産的に

には至らないものの、来訪を快適にす

なる。一方、それ自体では来訪を促す

となる都市や 地域の中心的な素材と

文化センター前
鶴ヶ城三の丸口

北出丸
大通り

、これらの充実によって「中核的商
７）
品」の魅力を高めることができる。
筆者のゼミでは、地域の「中核的商
品」や「付加的商品」を地域内公共交
通とパッケージ化する取り組みを進め
ている。会津若松市は、市街地に数多

県立病院前

鶴ヶ城北口・県立博物館前

市役所西口 三の丁
（下り専用）

日から発売した。

が提案し、会津バスが２０１７年１月

券『おちょこパス』の造成を筆者のゼミ

要な観光地点や酒蔵を巡る企画乗車

ちなか周遊バスを利用して、市内の主

相性が良い。そこで、前章に述べた、ま

ティビティであり、公共交通利用との

レンタカー 利 用では楽しめないア ク

ているが、「酒蔵巡り」は、自家用車や

蚕養神社前

れ、まちなか周遊バスの年間利用者数
万５０００

資源のパッケージ化が有効である（注

る素材である「支援的商品」のほか、主

鶴ヶ城北口

は２０１０年度の 万５０００人余り
から、２０１５年度には
人余りに増加した。観光需要には波動
性があるため、圧倒的な集客力のある
観光対象を有しない限り、観光シーン

５）
。パッケージ化する地域資源に関し

に都市の物理的環境を指す「付加的商

院内

くの酒蔵（注８）が立地する珍しい特徴

天寧寺町
慶山入口

鶴ヶ城

鶴ヶ城入口

一中前

花春町

御薬園西口

市役所

郵便局前

に特化して地域内公共交通を維持する
ことは難しい。路線バスを「分かりや
すく見せる」ことで、生活交通需要の

て、都市や地域にある素材を「商品」に

品」が存在すると述べられている。この

東山温泉入口

がある。見学や試飲を受け入れる酒蔵

会津短大南口

神明通り

大町
一丁目

大町
二丁目

「ベース」ができることになり、観光需

見立てたコルブ（２００７）
（注６）の整

うち「支援的商品」には土産物やレス

老町

もあり、旅行者の有力な目的地になっ

天寧寺経由
飯盛山下

奴郎ヶ前
石山
慶山
和田
飯盛山団地

稽古堂

大町
中央公園

要にも応えやすくなる。

公共交通と地域資源の
パッケージ化
地方部の地域内公共交通は、大都市
と比べて運行頻度が少なくなりがちで
ある。特に、目的地のゲートウェイか

理は参考になる。ひとつの都市や地域

慶山入口

トラン（食）
、宿泊のほか、交通手段や

飯盛山下

には、複数の「中核的商品」があると述

七日町駅前

会津武家屋敷前

［通勤通学時間帯の路線図］
N

東山温泉駅
阿弥陀寺東
あかべぇルート

大和町
七日町中央
ハイカラさんルート

院内

ツアーなども例に挙げられており（注

ら離れた観光地点に高頻度で公共交

会津武家屋敷前

べられており、旅行者が訪問する動機

鶴ヶ城入口
一中前

49
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鶴ヶ城まわり

若松駅

県立病院前
蚕養神社前

會津風雅堂前
徒の町

合同庁舎前

飯盛山
まわり

七日町
白木屋前

稽古堂
郵便局前

室町

御薬園入口

21

会津短大南口

栄町中三丁目
ハイカラさん

北小路田中
稲荷神社前
大町二之町

若松駅

町方伝承館前

野口英世 野口英世
青春館前 青春広場前
あかべぇ

会津若松市役所前
大町
大町
大町
二丁目 中央公園 一丁目

御薬園
御薬園入口

奴郎ヶ前
石山
慶山
和田
飯盛山団地

東山温泉入口

ハイカラさん、あかべぇ路線図
N

東山温泉駅

図2 会津若松市街地のバス運行経路（2011年4月時点）

27

出所：会津若松市地域公共交通会議「路線バス時刻表」
（2011年4月1日改正版）
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『おちょこパス』は、伝統工芸品であ
だすことに力点を置き、市内の 店舗

るきや酒蔵巡りをするきっかけを生み

永蔵）では、常時数種類の日本酒を「お

が際立つことになるが、末廣酒蔵（嘉

モデルコースや 協賛店スポット情報、

旅・酒蔵旅ナビ』に『おちょこパス』の

ある（販売価格２０００円： 図３）
。ま
コンセプトを整理したものである。既

受けられる。図４は、
『おちょこパス』の

伝統工芸品である会津木綿のホルダー

それをＧＩＳ（注 ）ソフト（ＥＳＲＩ

（緯度、経度）が５秒単位で記録され、

「まちなか周遊バス」の停留所や時刻表

ちなか周遊バスを利用できる企画乗車
存の企画乗車券やオプショナルツアー

も製作し、旅行者が「おちょこ」をぶら

社ＡｒｃＧＩＳ）上に読み込まれるこ

ちょこ」で試飲できる（
「おちょこ」が

る会 津 漆の「おちょこ」を「 まち なか
日時点）で特典が

券は、数種類販売されているが、沿線
に組み込まれた酒蔵巡りとの差別化を

下げてまちあるきを楽しむことで、「お

とで多様な空間解析が可能になる。図

月

の「中核的商品」となる観光対象をバ
図るうえで着目したのが、会津塗の「お

ちょこ」が旅人と地域とをつなぐコミュ

５は、モニターの行動軌跡図における

（２０１７年

スで結びつけた商品であったため、「ま
ちょこ」である。
「おちょこ」をバスの乗

ニケーションツールになる。また、
『お

「楽しさ」がある（注 ）
。また、同じく

ＧＰＳロガーには、モニターの位置

を実装させ、利用いただいた。

ちあるき観光」に見られる「面」として

車券に利用した（
「おちょこ」が乗車券

打点の分布（密度）をもとに、ＡｒｃＧ
の売上がバス事業者に止まらず、会津
塗や会津木綿の製造・卸売業者にも波

『おちょこパス』の実践が旅行者の回

も貢献することが期待される。

したものであり、相対的に多くのモニ

での

間を経過した午前

時 半ま
遊性向上に結び付くかを検討するた

ターが長い時間立ち止まっている地点

11

分間における旅 行 者 密 度を示

11
モニターには、ＧＰＳロガー（ＨＯＬＵ

城から七日町方面に向けて旅行者が移

品」
になり得ることが分かる。
また、
鶴ヶ

旅行者の関心を惹きつける「中核的商

旅行者密度が高くなっており、酒蔵が

30
Ｘ社Ｍ ２４１）を身につけていただい

30

時から

め、発売初日にモニターツアーを実施

ほど、濃い色に着色されている。末廣酒
時から午後１時半過ぎまで自

した。会津若松駅前に集合した参加者

12

造（嘉永蔵）は、鶴ヶ城天守閣とならび
午前

由行動をした。協力が得られた 人の

10

は、各自で『おちょこパス』を購入し、

及することになり、地域内経済循環に

）
。モニターツアーの開始から約１時

を用いて、ヒートマップ（カー
Analyst
ネル密度図）を作成したものである（注

11

10

乗車券にも試飲の際の酒器にもなる）

の旅行者の動きを創出するものになっ

ちょこパス』は、「おちょこ」とホルダー

周遊バス」の一日乗車券としたもので

41

＋「会津木綿」のホルダーを使用
お土産になる
「おちょこ」 ◦旅行を思い出す楽しみにも

の本体になる）事例はこれまでになく

◦伝統工芸の「会津塗」のおちょこ

ていなかった。そこで、
『おちょこパス』

22
「おちょこ」で
「おちょこ」がコミュニケーションツールに
まちあるき ◦

株式会社が開発）するアプリ『東北桜

（富士通ネットワークソリューションズ

たほか、東北夢の桜街道協議会が運営

町通り沿いにも、旅行者密度の高い地

間の回遊行動が認められるほか、七日

動している様子も読み取れ、観光地点

¦
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12
◦市街地に多数立地する酒蔵で試飲可能
◦協賛店で特典が受けられる

ＩＳのエクステンションである Spatial

◦市街地には多数の酒蔵が立地＋伝統工芸の会津塗と会津木綿
「おちょこ」が
「おちょこ」自体を「まちなか周遊バス」の1日乗車券に
乗車券に ◦

の購入が前提になるため、企画乗車券

◦東山温泉～会津若松市街地間には「まちなか周遊バス」が運行

（注９）
、それを実現することで独自性

図4 『おちょこパス』のコンセプト

は、「まちなか周遊バス」沿線のまちあ

図3 『おちょこパス』のセット

点があり、
『おちょこパス』が酒蔵をハ

ターツアーの起点となった会津若松駅

献した。
を図るためには、地域内公共交通が旅

このように、地域における対流促進

検索されており、コースの選択肢を増

行者と地域資源をつなぐツールとな

を出発する直前にモデルコースが多数

み取れる。筆者のゼミ生が２０１７年
やすことで、多様な対流を創り出せる

ブに旅行者の対流を促進したことが読
８月下旬に協賛店 店舗（当時の協賛

り得ることを認識したうえで、多様な
主体のアイデアから「小さな実践」を

可能性が示唆された。

店舗であった）にヒアリングを
このように、旅行者を惹きつける「中

（注 ）このほか、酒販店など３カ所において「おち
ょこ」で試飲可能である
（注 ）Ｇ Ｉ Ｓ：地 理 情 報 シ ス テ ム
（ Geographic
）
。地図上に多様なデ
Information System
ータをレイヤー（層）として落とし込むこと
ができ、距離や面積の計測、密度の計算など

を容易に行うことができる分析ツール。
（注 ）緯度、経度の計測誤差（ノイズ）を除去する

ため、以 降の分 析では、秒 速 ｍを超 える

と判断された打点を除外して分析した。
（注 ）２０１７年 月末日時点の『おちょこパス』

20

店は
実施した結果、 店舗で『おちょこパ
握る。

うみだす「創発的な場づくり」が鍵を

的 商 品 」とともに地 域 内 公 共 交 通 と

（よしだ いつき）

核的商品」を食や土産物などの「付加

くの協賛店が提供する食や土産物など
パッケージ化することで、旅行者の対

ス』の利用があったと回答があり、多
のコンテンツが「付加的商品」として旅
流が促進され、地域内経済循環にもイ
ンパクトを与える。但し、こうしたパッ

行者に受け入れられたことになる。
一方、スマートフォンアプリ『東北桜

生みだすわけではない（注 ）が、商品

の販売は２３８件である。

11
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of Minami-Soma）
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、Yamakawa, M. and
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」
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造成によるリスクも小さく、機動力が
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吉田 樹（よしだ いつき）

10

高いという特徴を有している。

pp.

一方、パッケージの造成には、地域の
多様な主体との協業が必要である。
『お
ちょこパス』の場 合、おちょこやホル
ダーの仕入れが必要だが、その在庫を
会津バスに抱えていただいたことで実
現できた。また、協賛店への依頼や調
査も同社や会津若松市の協力で円滑に
進められたが、同市には、会津若松市
産業資産利活用推進協議会（事務局：
会津若松市地域づくり課）が主催する
「産業観光ミーティング」というプラッ
トフォームが存在しており、産業界の

︵注１）小鹿野車庫（埼玉県小鹿野町）
のように、郊
外を起点とする「枝線」については、秩父市
街地に乗り入れる系統の結節点に振られた
番号（小鹿野車庫の場合は１）を十の位とし
た２桁の番号が用いられており、１市４町
で統一したルールで運用されている。
（注２）現在は、会津乗合自動車に運行に関する全
てが移管されている。
（注３）２００２年度には一便平均 ・５人であった
が、２００６年度には同 ・６人に増加した。
（注４）会津若松市（２０１０）
「会津若松市地域公
共交通総合連携計画」
（注５）全国的には、十勝バス（北海道）や九州産交
バス（熊本県）の取り組みが有名である。
（注６）ボニータ・Ｍ・コルブ
（近藤勝直監訳）『都市観
光のマーケティング』
、
-、２００７年
（注７）吉田 樹「観光と地域の活性化」
、萩原清子編
著『 生 活 者 が 学 ぶ 経 済 と 社 会 』 ２４８ ２５１、
２００９年
（注８）会津若松市内には、会津酒造組合加盟の蔵
元だけで 軒存在している。
（注９）安全運転を一是とする公共交通業界におい
て、アルコールが連想される企画乗車券は
「想像できなかった」という意見も聞かれた
が（吉田ゼミによる会津バスへの担当者ヒ
アリングより）
、地方鉄道では「升」を乗車
券とした例（養老鉄道：のり「ます」きっぷ ;
２００８年に限定発売）もある。

28

ケージは、必ずしも大きな経済効果を

国道１
１８号

御薬園への立寄り
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七日町通りの数店舗にも集中

13

協力が得やすい環境にあったことも貢
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23

旅・酒蔵旅ナビ』の検索ログでは、モニ
図5 『おちょこパス』モニターツアー時の旅行者密度（午前11時～11時30分）
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