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第 6 章 観光目的地の点状分布都市における都市観光案内システム

に関するデザイン提案 

1.本章の目的 

本章は、前章に提案した観光目的地の面状分布都市観光案内システムのデザ

イン案が比較分析し、観光目的地の面状分布・点状分布都市の観光案内装置に

おける共通点と相違点などを見出すために、京都市と西安市の観光エリアを取

り上げ、観光目的地の点状分布都市に対応できる都市観光案内システムのデザ

イン提案することを目的とする。 

 

2.本章の構成 

上記のように本章の主な目的は、京都市と西安市における観光案内システム

に関するデザイン提案を行うことである。第 4 章「日中観光目的地の面状分布・

点状分布都市の観光案内装置に対する調査結果の比較研究」では、観光目的地

の面状分布都市である北九州、大連市と観光目的地の点状分布都市である京都

市、西安市の一連の結果を比較分析し、観光目的地の面状分布・点状分布都市

の観光案内装置における共通点と相違点を見出した。これらの結果を基に、観

光案内装置の現状の課題を抽出し、解決の方向性を導き出した。 

第 6 章「観光目的地の点状分布都市における観光案内システムに関するデザ

イン提案」は、第 4 章で得られた観光案内装置の現状の課題を解決の方向性の

有効性について検証するために、京都市と西安市の代表的な観光エリアを取り

上げ、その調査対象地域の観光目的地の分布特性を把握した上で、第 4 章から

導き出した観光案内装置の現状と課題を解決する方向性を基に、以下の順で観

光目的地の点状分布都市における都市観光案内システムのデザインを提案する
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ものである。 

（1）両都市の観光地域特性に関する調査 

・調査対象地域の観光目的地の分布特徴 

（2）両都市における観光案内システムデザインの提案 

・観光ルートの設置 

・ハードと機能 

・表示内容と表示方法 

・配置方法 

・都市観光案内システムのメンテナンス 

（3）まとめ 共通観光案内システムについての考察 

・共通観光案内システムについての考察（観光コースをメニュー化の手法の

提案についての整理） 

・個別対応についての考察 

・都市観光案内システムに関するデザイン提案の実用性の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6章 観光目的地の点状分布都市における都市観光案内システムに関するデザイン提案 

 

163 

 

3.京都市における観光案内システムに関するデザイン提案 

京都市の調査対象地域の特性と空間構造を把握した上で、第 4 章から導き出

した観光案内装置の現状の課題を解決する方向性を基に、都市観光案内システ

ムのデザイン案を作成した。具体的な策は次のとおりである。  

 

3.1.京都市の概要と調査対象地域の特性 

3.1.1.都市の概要 

日本列島のほぼ中央に位置する京都府は、4,613.13 平方キロメートルの面積

を有しており、国土の 1.2％を占め、各の都道府県中で 31番目の大きさである。 

京都市は、京都府南部にあり、京都府の府庁所在地で、政令指定都市である。

市街地面積 827.90平方キロメートル。総人口は約 146.39万人である。（2010年

まで） 

京都市では、現在中期的な観光客数として、年間 5000万人が目標となってい

る。2007年には4945万人程度となっており、また毎年増加傾向があることから、

近々5000万人に達するといわれている。 

また、京都市や近隣府県等と連携した積極的な外国人誘客の取組の効果もあ

り、外国人宿泊客数も 2006年に比べ約 1万人増加し、約 95万人となっている。 

 

3.1.2. 調査対象地域の特性 

清水寺観光エリアは京都府の都心部に位置し、代表的な観光エリアである。

名勝旧跡やお寺、公園、神社、レストランなどがこの地域に集中しており、歴

史的な観光エリアである（図 6-1）。 



第 6章 観光目的地の点状分布都市における都市観光案内システムに関するデザイン提案 

 

164 

 

 

図 6-1 清水寺観光エリアの位置と主要な観光目的地 

 

清水寺観光エリアの主要な観光目的地 

①清水寺 

清水寺は、京都府京都市東山区清水にある寺院。山号を音羽山と称する。本

尊は千手観音、開基（創立者）は延鎮である。 

②産寧坂（三年坂） 

産寧坂は京都市にある坂。三年坂とも呼ばれる。 東山の観光地として有名で

ある。 狭義には音羽山清水寺の参道である清水坂から北へ石段で降りる坂道を

いうが、公式には北に二年坂までの緩い起伏の石畳の道も含む。 

③二年坂 

二年坂を介して北にある八坂神社、円山公園、高台寺、法観寺（八坂の塔）

と南にある清水寺を結んでいるため、観光客が絶えない。 

④ねねの道 

ねねの道は、北へ一直線の平坦な石畳の道。正しくは高台寺道といい、ねね

の道と呼ぶのは、秀吉の正妻北政所「ねね」ゆかりの寺、高台寺と園徳院があ

ることからである。 

⑤高台寺 
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高台寺は京都府京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の寺院。豊臣秀吉の正室

である北政所（高台院）が秀吉の冥福を祈るため建立した寺院であり、寺号は

北政所の落飾（仏門に入る）後の院号である高台院にちなむ。 

⑥円山公園 

円山公園（まるやまこうえん）は、京都府京都市東山区にある公園。国の名

勝に指定されている。園域は八坂神社、知恩院に隣接する。圓山公園とも表記

される。「祇園枝垂桜」に代表される桜の名所である。 

⑦八坂神社 

八坂神社は、京都府京都市東山区祇園町にある神社。かつての社名から祇園

さんの愛称で呼ばれる。 

 

3.2.京都市の清水寺観光エリアにおける観光案内システムの計画提案 

調査地域の京都市の清水寺観光エリアをケース・スタディーとして、観光案

内装置の現状の課題を解決の方向性を基に、「観光ルート」、「ハードと機能」、「表

示内容と表示方法」、「配置方法」及び「メンテナンス」の 5 つの項目から検討

を行い、新たなメニュー化都市観光案内システムを作成した。具体的な策は次

のとおりである。 

 

3.2.1. メニュー化の観光コースと観光ルートの設定 

京都市の主な観光エリアは「清水寺界隈」、「銀閣寺界隈」、「金閣寺界隈」、「嵐

山エリア」、「宇治」、「鞍馬・貴船」、「大原」などがあり、都市全域に散布して

いる。この都市全域に観光目的地が点在し、それぞれのエリア間も離れている

ため、観光コースを観光客の動線による設定することが考えられる。従って、

都心から各観光エリアまでの移動方法としては、主に公共交通機関（バス、地
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下鉄）、タクシーと自家用車、観光エリア内では徒歩だと考えられる。アンケー

ト調査の結果より、観光エリア内の観光行動の類型については、西安市と同じ、

京都市の観光客が「エクスプローラー型（E 型）」を選んだ人が一番多いことが

分かったため、観光エリア散策が最も充実して享受されていたと考えられた。 

以上の調査結果と考え方により、観光行動の「コース」の検討結果を、観光

案内システムへ結び付けることが必要である。これらの考え方を基に、観光案

内システムは、観光客が観光動線、お好みによる選択できるテーマ化した観光

コースに対応する観光案内装置となる。 

本章では、調査地域の京都市の清水寺観光エリアを例として、「清水寺観光コ

ース」及びこの観光コースに対応する観光案内システムの具体的な提案を検討

する（図 6-2）。 

 

図 6-2 清水寺観光エリアにおける観光コースの設定 
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3.2.2. ハードと機能 

観光客に観光情報を充分、円滑に提供するために、体系的に配置された情報

提供装置（ハード）の仕組「都市観光案内システム」の考え方を基に、実際の

条件や共通化できる種類を整理統合し、必要最小限の種類に集約し、次の 4 タ

イプに分けて基本の形態を考えた。 

・総合観光案内板 

総合観光案内板は、清水寺観光エリアにおける主要な観光目的地の位置・写

真、公共交通機関、交番やトイレなどの公共装置の位置を表示する案内地図で

ある。観光客が都市内ほかの観光エリアの位置と情報を把握するために、都市

全域の地図と主要な観光エリアの情報も表示する（図 6-3）。 

 

 

図 6-3 総合観光案内板 
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・デジタル検索装置（音声案内機能付き） 

検索機能があるデジタル械器は情報量が多い方が観光客にとって用益だと考

えられている。また、音声案内装置は都心に設置される観光案内所との連絡、

聴覚障害者とお年寄りのために音声で観光情報を提供するデジタル検索装置と

組み合わせる装置である（図 6-4）。 

 

図 6-4 デジタル検索装置（音声案内機能付き） 

 

・誘導サイン 

各観光目的地への誘導する「誘導サイン」は、方向を表示する矢印、各観光

ルートを表示する色及び番号付きの観光目的地名称を含まれる（図 6-5）。 

・位置サイン 

各観光目的地の記名、紹介及び隣接の観光目的地を指示する位置サインは観

光目的地の番号、多言語の紹介文章、写真を含まれる。左上の目的地番号は所
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属観光ルートの色で表示する（図 6-6）。 

 

 

図 6-5 誘導サイン 

 

 

 

図 6-6 位置サイン 
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・都市の独自性を表現するデザイン 

基本的な造形の上、京都市の市章や代表的な図案をデザインのエレメントと

して使用して、都市の環境装置の一環として都市の独自なイメージを創出する

ことが考えられる（図 6-7）。 

 

図 6-7 京都市の独自性を表現するデザイン案 

 

3.2.3. 表示内容と表示方法 

（1）表示内容 

 表示内容については、各ハードの設置目的、設置場所にあわせて表示内容は

選別される。また、検索機能と音声案内機能付きデジタル装置の場合は情報量

が多い方が利用者にとって有益だと考えられる（表 6-1）。 
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表 6-1 星海湾観光エリアにおける観光案内システムの表示内容とハードの関係 

 総合観光案内板 誘導サイン 位置サイン デジタル検索装置（音声案内

機能付き） 

設置目的 エリア全域の地図、各観光コ

ースの路線、各観光目的地の

位置、公共装置の位置、公共

交通機関の案内 

コース内各観光目的地への

方向誘導 

各観光目的地の位置と内容

の紹介 

観光目的地、交通機関、公共

装置、飲食とイベントの情報

の検索 

聴覚障害者とお年寄りのた

め、音声で観光情報を提供す

る装置 

設置場所 アクセス部、明代城壁の各出

入り口、鐘楼（各コースのル

ートの交点）、西安駅 

一般部、明代城壁の各出入り

口、主要な交差点と鐘楼（各

コースのルートの交点） 

観光目的地部 アクセス部、鐘楼（各コース

のルートの交点）、西安駅 

表

示

内

容 

観光目的地情報    ○    ○    ○    ○ 
交通情報    ○    ○    ×    ○ 
公共装置情報    ○    ×    ×    ○ 
飲食・宿泊情報    ×    ×    ×    ○ 
リアルタイム情報    ×    ×    ×    ○ 

 

（2）表示方法 

・識別しやすい各観光コースのルートの色 

各観光コースのルートについては、明確に解るように鮮やかな色を用いて表

示する。総合観光案内板の主体部分、誘導サイン及び位置サインの観光目的地

の番号は各観光コースのルートの独自な色で表示する。 

・外国語併記の基準 

京都市の清水寺観光エリアの場合、日本語と英語の表記を基本とし、また中

国、台湾、香港と韓国の観光客は急増しているため[注 2]、観光案内装置には中

国語と韓国語の併記も必要と考えられる（図 6-8）。 

 

図 6-8 外国語併記の例 
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・ピクトグラム 

ピクトグラム（絵文字）抽像化・単純化された絵で、文字表示を補助し、表

示対象をイメージ的に、異言語の壁を超え、表示対象をイメージ的に表現する

ものである。京都市の場合は交通エコロジー・モビリティ財団により制定され

た「標準案内用図記号ガイドライン」を優先的に使用することを定める（図 6-9）。 

 

図 6-9 ピクトグラムの例（「標準案内用図記号ガイドライン」） 

 

・地図 

観光エリア地図の向きは北が上で設定する。また、現在地の表示は利用者が

見ている方向をわかるように、赤で表示する。そして、観光客が観光エリアの

各観光目的地の位置を把握しやすいため、観光エリア内の主要な観光目的地の

位置と写真を明確に表示する。さらに、交番やトイレなどの公共装置もピクト

グラムで位置を表示する（図 6-10）。 
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図 6-10 地図の表示例 

 

3.2.4.配置方法 

アンケートの調査結果からみると、都心から観光エリアまでの移動方法とし

ては、国内観光客は自家用車の利用が多く、海外観光客は主に公共交通機関（バ

ス、地下鉄など）とタクシーを利用する。観光エリア内の移動方法は主に徒歩

だと考えられる。清水寺観光コースの起・終点に設置されているバス停がこの

観光エリアのアクセス部として、観光コースのルート及び各観光目的地と周辺

の地理情報を把握するための重要な情報拠点であることが分かった。従って、

このアクセス部に総合案内板とデジタル検索装置の配置整備対象に指定する。

誘導サインは各観光コースの独自な色で対象地域内の一般部、主要な交差点に

設置する。位置サインは各観光目的地の内容の紹介であるため、各観光目的地
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の周辺に設置する。音声案内装置は都心に設置される観光案内所との連絡、ま

た、聴覚障害者とお年寄りのため、音声で観光情報を提供するデジタル検索装

置と組み合わせる装置である（図 6-11）。 

 

図 6-11 京都市清水寺観光エリアにおける観光案内システムの配置案 

 

3.2.5.都市観光案内システムのメンテナンス 

都市観光案内システム設置後の汚れや老朽化は避けられないため、定期的な

掃除と点検が必要となる。また、情報のリアルタイム更新・修正をしなければ
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ならないため、総合観光案内板と位置サインの図面の部分が取り換えできるユ

ニット式で、情報内容の対応が比較的容易である。そして、デジタル機械の管

理、維持することも重要である。このようなメンテナンスを確実にするために

は、観光案内システム装置の主体に管理者名、電話番号、ホームページなどの

管理情報を記入することで、効率よくメンテナンスを行うことができる。 
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4.西安市における観光案内システムに関するデザイン提案 

西安市の調査対象地域の特性と空間構造を把握した上で、第４章から導き出

した観光案内装置の現状の課題を解決する方向性を基に、都市観光案内システ

ムのデザイン案を作成する。具体的な策は次のとおりである。  

 

4.1.西安市の概要と調査対象地域の観光目的地の分布特性 

4.1.1.都市の概要 

西安市は中国陝西省の省庁所在地であり（図 6-12）、古くは中国古代の諸王朝

の都である長安として栄えていた。この古い町は、中国の「国家歴史文化名城」

と指定され、内陸部の経済的な重要性を持っていることから、経済自主権を持

つ「副省クラスの市」と指定されている。市街地面積は 9,983 平方キロメート

ル、市内総人口は約 837.52 万人である（2008 年現在）。 

観光の町として知られている西安市は、中国国内だけでなく、世界各国から

の観光客にも人気がある。2007年には、西安市を訪れた国内の観光客人数は 3018

万人（2006 年より 13.8％増）；外国人観光客は 85.1 万人（2006 年より 15.9％

増）。2008 年、四川大地震などの自然災害の影響を受け、国内の観光客人数は

3169万人（2007年より 5％増）；外国人観光客は 63.2万人（2007 年より 38.6％

減）。 

現在、西安市は観光目的地が 105 所あり、その中には自然、人文観光目的地

は 75所がある。城壁エリアを中心として、東、西、南、北四つの観光路線にな

っている。観光業の総収入は都市全体収入 GPD の 15.7%を占めている。 
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図 6-12 西安市の調査対象地域の位置 

 

4.1.2. 調査対象地域の観光目的地の分布特性 

城壁エリアは西安市の都心に位置し、代表的な観光エリアである。観光装置

や名勝旧跡、公園、商業装置及び西安駅がこの地域に集中しており、総合的な

観光エリアである（図 6-13）。 

城壁エリアの主要な観光目的地及び位置 

①鐘楼 

②鼓楼 

③大清真寺 

④城皇廟 

⑤碑林博物館 

⑥臥龍寺 

⑦明代城壁 

⑧西安事変旧跡 

⑨革命公園 

⑩蓮湖公園 

 

           図 6-13 城壁エリアの主要な観光目的地の分布 

西安市 
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4.2.西安市の城壁エリアにおける観光案内システムの計画提案 

調査地域の西安市の城壁エリアをケース・スタディーとして、観光案内装置

の現状の課題を解決の方向性を基に、「観光ルート」、「ハードと機能」、「表示内

容と表示方法」、「配置方法」及び「メンテナンス」の 5 つの項目から検討を行

い、新たなメニュー化都市観光案内システムを作成した。具体的な策は次のと

おりである。 

4.2.1. メニュー化の観光コースと観光ルートの設定 

アンケート調査の結果より、観光行動の類型については、西安市の観光客が

「エクスプローラー型（E 型）」を選んだ人は一番多いことが分かったため、西

安市の観光エリア散策は最も充実したものだと考えられる。その考え方によれ

ば、観光動線の「コース」の検討結果を観光案内システムへ結び付けることが

可能である。また、観光客によって観光活動、お好みが異なるため、観光動線

による観光コースの設定、及びこの観光コースのルートに応じる都市観光案内

システムを設置する。これらの考え方を基に、作られた都市観光案内システム

は、西安市における観光客の観光動線による選択できる、テーマ化した観光コ

ースに対応する観光案内装置となる。 

西安市の城壁エリアの場合、鐘楼、鼓楼、大清真寺、城皇廟、碑林博物館、

臥龍寺、明代城壁、西安事変旧跡、革命公園、蓮湖公園などの主要な観光目的

地が東大街通り、西大街通り、南大街通りと北大街通りの 4 つの通りに散布し

ている。従って、本章では観光客の動線により、これらの観光目的地、見物を

この 4 つのコースに分け、「東大街コース」、「西大街コース」、「南大街コース」

及び「北大街コース」4つのテーマの観光コースと観光ルートに設定することに

した（図 6-14）。 
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東大街コース      西大街コース     南大街コース     北大街コース 

①鐘楼 ②鼓楼 ③大清真寺 ④城皇廟 ⑤碑林博物館 ⑥臥龍寺 ⑦明代城壁 ⑧西安事変旧跡 ⑨革命公園 ⑩蓮湖公園 

図 6-14 西安市の城壁エリアにおける観光コースの設定 

 

4.2.2. ハードと機能 

観光客に観光情報を充分、円滑に提供するために、体系的に配置された情報

提供装置（ハード）の仕組「都市観光案内システム」の考え方を基に、実際の

条件や共通化できる種類を整理統合し、必要最小限の種類に集約し、次の 4 タ

イプに分けて基本の形態を考えた。 

・総合観光案内板 

総合観光案内板は、城壁エリアにおける主要な観光目的地の位置・写真、公

共交通機関、交番やトイレなどの公共装置の位置を表示する案内地図である。

鐘楼は 4 つの観光ルートの交点であり、各観光コースの起点を表示するランド

80 
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マークとして、各観光ルートの代表色を観光案内板に付ける。また、観光客が

都市内ほかの観光エリアの位置と情報を把握するために、都市全域の地図と主

要な観光エリアの情報も表示する（図 6-15）。 

 

図 6-15 総合観光案内板 

 

・デジタル検索装置（音声案内機能付き） 

検索機能があるデジタル械器は情報量が多い方が観光客にとって用益だと考

えられている。また、音声案内装置は都心に設置される観光案内所との連絡、

聴覚障害者とお年寄りのために音声で観光情報を提供するデジタル検索装置と

組み合わせる装置である（図 6-16）。 

 

 

 

900 
80 

2400 

950 
850 
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図 6-16 デジタル検索装置（音声案内機能付き） 

・誘導サイン 

各観光目的地への誘導する「誘導サイン」は、方向を表示する矢印、各観光

ルートを表示する色及び番号付きの観光目的地名称を含まれる（図 6-17）。 

・位置サイン 

各観光目的地の記名、紹介及び隣接の観光目的地を指示する位置サインは観

光目的地の番号、多言語の紹介文章、写真を含まれる。左上の目的地番号は所

属観光ルートの色で表示する（図 6-18）。 
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図 6-17 誘導サイン 

 

 

 

 

図 6-18 位置サイン 
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・都市の個性を表現するデザイン 

基本的な造形の上、西安市の代表的な図案や色をデザインのエレメントとし

て使用して、都市の環境装置の一環として都市の独自なイメージを創出するこ

とが考えられる（図 6-19）。 

 

図 6-19 西安市城壁エリアの個性を表現するデザイン案 

 

4.2.3.表示内容と表示方法 

（1）表示内容 

 表示内容については、各ハードの設置目的、設置場所にあわせて表示内容は

選別される。また、検索機能と音声案内機能付きデジタル装置の場合は情報量

が多い方が利用者にとって有益だと考えられる（表 6-2）。 
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表 6-2 西安市城壁エリアにおける観光案内システムの表示内容とハードの関係 

 総合観光案内板 誘導サイン 位置サイン デジタル検索装置（音声案内

機能付き） 

設置目的 エリア全域の地図、各観光コ

ースの路線、各観光目的地の

位置、公共装置の位置、公共

交通機関の案内 

コース内各観光目的地への

方向誘導 

各観光目的地の位置と内容

の紹介 

観光目的地、交通機関、公共

装置、飲食とイベントの情報

の検索 

聴覚障害者とお年寄りのた

め、音声で観光情報を提供す

る装置 

設置場所 アクセス部、明代城壁の各出

入り口、鐘楼（各コースのル

ートの交点）、西安駅 

一般部、明代城壁の各出入り

口、主要な交差点と鐘楼（各

コースのルートの交点） 

観光目的地部 アクセス部、鐘楼（各コース

のルートの交点）、西安駅 

表

示

内

容 

観光目的地情報    ○    ○    ○    ○ 
交通情報    ○    ○    ×    ○ 
公共装置情報    ○    ×    ×    ○ 
飲食・宿泊情報    ×    ×    ×    ○ 
リアルタイム情報    ×    ×    ×    ○ 

 

（2）表示方法 

・識別しやすい各観光コースのルートの色 

各観光コースのルートについては、明確に解るように鮮やかな色を用いて表

示する。総合観光案内板の主体部分、誘導サイン及び位置サインの観光目的地

の番号は各観光コースのルートの独自な色で表示する。 

・外国語併記の基準 

西安市の城壁エリアの場合、中国語と英語の表記を基本とし、近年日本とロ

シアの観光客は急増しているため[注 1]、観光案内装置には日本語とロシア語の

併記も必要と考えられる（図 6-20）。 

 

 

 

 

 

図 6-20 外国語併記の例 
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・ピクトグラム 

ピクトグラム（絵文字）抽像化・単純化された絵で、文字表示を補助し、表

示対象をイメージ的に、異言語の壁を超え、表示対象をイメージ的に表現する

ものである。西安市の城壁エリアの場合は中国標準化研究院により制定された

「標志用公共情報図形符号」を優先的に使用することを定める（図 6-21）。 

 

図 6-21 ピクトグラムの例（「標志用公共情報図形符号」） 

 

・地図 

観光エリア地図の向きは北が上で設定する。また、現在地の表示は利用者が

見ている方向をわかるように、赤で表示する。そして、観光客が観光エリアの

各観光目的地の位置を把握しやすいため、観光エリア内の主要な観光目的地の

位置と写真を明確に表示する。さらに、交番やトイレなどの公共装置もピクト

グラムで位置を表示する（図 6-22）。 
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図 6-22 地図の表示例 

4.2.4.配置方法 

アンケート調査の結果からみると、都心から観光エリアまでの移動方法とし

ては、主に公共交通機関（バス）とタクシー、観光エリア内の移動方法は徒歩

だと考えられる。4つの通りの両側と途中には、バス停が分布されている。また、

鐘楼は 4 つのコースの唯一の交差点として、各コースの線路及び観光目的地と

周辺の地理情報を把握するための重要な情報拠点であることが分かった。従っ

て、以上の地域及び城壁エリアの北の方にある西安駅を重点に、総合案内板と

デジタル検索装置の配置整備対象に指定する。誘導サインは各コースの独自な

色で対象地域内の一般部、主要な交差点、特に鐘楼の周辺に設置する。また、

観光目的地の明代城壁は、城壁エリアの一周に多数の入り口があるため、明代

城壁の各出入り口は誘導サインと総合案内板の設置の情報拠点となる。位置サ

インは各観光目的地の内容の紹介であるため、各観光目的地の周辺に設置する。

音声案内装置は都心に設置される観光案内所との連絡、また、聴覚障害者とお

年寄りのため音声で観光情報を提供するデジタル検索装置と組み合わせる装置
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である（図 6-23）。 

 

図 6-23 西安市の城壁エリアの南大街における観光案内システムの配置案 

 

4.2.5.都市観光案内システムのメンテナンス 

都市観光案内システム設置後の汚れや老朽化は避けられないため、定期的な

掃除と点検が必要となる。また、情報のリアルタイム更新・修正をしなければ

ならないため、総合観光案内板と位置サインの図面の部分が取り換えできるユ

ニット式で、情報内容の対応が比較的容易である。そして、デジタル機械の管

理、維持することも重要である。このようなメンテナンスを確実にするために

は、観光案内システム装置の主体に管理者名、電話番号、ホームページなどの

管理情報を記入することで、効率よくメンテナンスを行うことができる。 
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5.都市観光案内システムに関するデザイン提案の実用性の検討  

この都市観光案内システムに関するデザイン提案の実用性を検証するために、

第 5 章と同じ、両都市の観光機構の関係者に本都市観光案内システム提案のシ

ステムと機能性を評価して受けた。 

2011 年 2 月 8 日に中国西安市観光局市場開発部―周愛全氏、と 2011 年 3 月

30 日に京都市産業観光局観光企画課―折田菜都子氏に、本都市観光案内システ

ムのコンセプト及び機能性を評価して受けた。述べられた意見に基づいて、西

安市観光案内システムの評価と今後の課題にまとめた。 

（1）都市観光案内システム提案についての評価 

お二方に E メールで本提案とアンケート用紙を提出して、提案した都市観光

案内システムについて評価して受けた。その内容を以下のようにまとめた。 

・システム 

各観光コースのコース強化は両都市の観光産業と観光客の誘致を重要な一環

として考えられる。特に観光客は初めてこの町に訪れ、このシステムを使って、

いろいろな観光情報を手に入れることができる。 

・電子技術について 

西安市の場合、デジタル装置や音声案内装置などの電子技術の応用はまだ尐

ないが、情報のリアルタイム、人工案内の時間と場所の制限などの問題が解決

できることが期待される。しかし、これらの装置は観光エリアの開放の地域に

設置されたら、いたずらをして壊される恐れや、電子機器の維持管理費が高い

などの心配があることをどう解決するか検討すべきである。 

・表示方法について 

歴史及び各観光目的地の外国語通訳、商業情報、公共装置の提供及び検索方

法は今後の重要な課題と考えられる。 
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（2）今後の課題のまとめ 

検証調査をして、提案した観光案内システムのサービス機能の不足点及び実

際の現場で実現することが明らかになった。以下に都市観光案内システムにつ

いて今後の課題として整理する。 

・観光コースの設置及び観光案内装置の設置が課題である。 

・電子機械の管理と維持が課題である。 

・全国に普及されて、このシステムの開発と利用を期待している。 

・現実に考えると、設置のいたずらや破損などへの対応、管理体制が課題であ

る。 

・電子装置の開発、管理費用が高いので、ＣＭの機能を期待する。 

（3）分析 

今回提案した都市観光案内システムの観光目的地の点状分布都市への評価か

らみると、観光案内装置の不足、観光情報の更新が遅い、及び外国語への対応

不足などの問題を基本的に解決したと考えられる。 

それから、今海外観光客人数が増えつつあるため、外国人観光客に多言語対

応の案内情報を提供することが不可欠なことであるが、情報（特に外国語の訳）

の正確さを検討する必要があると考えられる。 

以上のまとめと分析から、今回提案した都市観光案内システム提案について

の評価と今後の課題を以下の表 6-3のように整理する。 

（4）今後の課題 

今後は、このような観光案内システムが他の観光目的地の点状分布都市に適

するかどうかを具体的に検証すると同時に、沿海都市と比較し検討することも

必要である。また以上のような広範囲にわたる検討及び調査をしなければなら

ない。こうして一つ一つの課題を実際に運用させ、その過程の中で状況に即し
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て修正を行っていけば、より有効な方法になりうると考えられる。 

 

表 6-3 観光目的地の点状分布都市における都市観光案内システム提案についての評価

と今後の課題 

項目 評価 今後の課題 

 

 

 

 

 

 

都市観光案内 

システム 

 

○ このシステムデザインの提案は様々

な装置が整っているので、便利で使い

やすい。 

○ 特に観光客は初めてこの町に来られ

て、このシステムでいろいろな観光情

報を手に入れることができる。 

○ 提案のシステムのように、観光コース

の設置及び対応する観光案内装置の

整備が必要である。 

× 観光エリアに設置するなら、いたずら

に壊される恐れがある。 

・ 全国に普及されて、このシステムの開

発と利用を期待している。 

・ 現実に設置を考えるといたずらや破損

などへの対応、管理体制が課題である。 

 

ハ

ー

ド 

の

機

能

性 

デジタル検

索装置 

○ 観光案内装置と情報が不足の問題が

解決できる。 

○ 情報更新のリアルタイム性が良い。 

・ 電子機械の維持には費用がかかるので

広告媒体として活用し、広告費収入を

得ることも考えられる。 

音声案内装

置 

○ 障害者、お年寄りに対応できる。 

× 使い心地、耐候性等の評価できない。 

・ 機械の管理、維持することが課題であ

る。 

伝統的なサ

イン 

○ 基本的に観光情報を観光客に伝達で

きる。 

・ デジタル装置との相互補完が期待でき

る。 

外観デザイ

ン仕様 

○ 統一されて都市の地域特性や雰囲気

を表現できる。 

・ 具体的なデザインを検討する。 

 

表示内容と 

表示方法 

○ 観光活動の重要な情報源として、観光

客のニーズを満たせる。 

○ 外国語案内は海外観光客の誘致に重

要である。 

・ 必要な観光案内情報を掲載することが

必要である。 

 

 ○：メリット   ×：デメリット 
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6.まとめ 

本章では、日本と中国の「主要な観光目的地が都市の広域に点在している（点

状分布）都市」である京都市と西安市を取り上げ、地域特性に関する文献調査

の結果を把握したうえで、第 1 部の第 4 章で得られた観光案内装置の現状の課

題を解決する方向性を基に、「メニュー化の観光コースとルートの設置」と「ハ

ードと機能」、「表示内容」、「表示方法」、「配置方法」、「メンテナンス」などの

項目から検討を行い、新たな都市観光案内システムのデザイン案を作成した。

また、両都市の市役所職員を対象に検証調査を行った。その結果から改善提案

と今後の課題を導き出した。 

次章では、本章までの研究結果に基づき、日本と中国の「観光目的地の面状

分布都市」と「観光目的地の点状分布都市」に分け、共通対応と個別対応を抽

出し、都市観光案内システムに関するデザイン方法の考え方を示す。そして、

今後の課題と本研究のこれからの展望について記すものとする。 
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