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第７章 都市観光案内システム計画に関するデザイン方法の提案

と研究のまとめ 

 

1.本章の目的 

本章は、前章までの研究結果に基づき、都市観光案内装置のシステム化の手

順に関して考察し、日中両国の観光目的地の面状分布・観光目的地の点状分布

都市に対応できる観光案内システム計画に関するデザイン方法を導くもので

ある。そして、本論全体の研究結果のまとめを行うとともに、本研究の今後の

課題と展望について記すものとする。 

 

2.都市観光案内システム計画に関するデザイン方法の提案 

 日本と中国の観光目的地の面状分布の都市と観光目的地の点在分布の都市

に設置されている観光案内装置に対し、一連の調査及び分析結果から得られた

知見を検証するために、事例検討を通して、「メニュー化観光コースと観光ル

ートの設定」、「都市観光案内装置のハード・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」という三つの項目から都市観光案内

システム計画に関するデザイン方法が果たす役割と効果を明らかにした。 

 この三つの項目は互いに関連し合っているが、従来は個別に対処されていた

ために、様々な問題解決が困難であった[注 5]。従って、都市観光案内装置の

役割を果たすためには、都市の観光目的地の分布状況を明確にし、観光エリア

の地域特性を考慮した総合的な都市観光案内システムを構築する必要がある。 

 

2.1. 都市観光案内装置のシステム化に関する考察 

 本研究では、都市観光案内装置のシステム化について考察を行った。システ

ム化の手順は、つぎのように整理される（図 7-1）。 

ステップ 1 都市内における主要な観光目的地の分布特性の把握 

まず、ステップ 1の都市内主要な観光目的地の分布特性の把握段階において

は、都市の構造を明確にし、観光目的地の分布特性を考慮した総合的な観光案
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内システムを構築するためには、観光エリアの自然構造、観光目的地の類型、

分布を解明することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7－1 都市観光案内システム化のプロセスの整理 

都市内主要な観光目的地の分布特性の把握 

・都市の構造の検討 

・都市内主要な観光目的地の分布特性の検討 

ステップ 1 

ソフト面の検討 

（1）メニュー化観光コースと観光ルート設定の検討 

・対象地域の観光目的地の分布特性及び観光客の行動の類型とニーズを把握し、メ

ニュー化の観光コースを構築する。観光コースに基づき、各観光ルートに対応する

観光案内システムの配置へ結び付ける 

（2）情報コンテンツの検討 

・対象地域の観光資源の分布特性と観光客の構成やニーズから、観光情報の表示内

容と表示方法を検討 

ステップ 3 

維持・更新するためのメンテナンス 

・都市の観光課や旅遊局は定期的に観光客の観光動向及び新しい観光資源を把握し

た上で、各観光コース、観光ルート及び情報コンテンツを検討・更新 

・ハードの維持管理についての検討 

ステップ 5 

ハード面の検討 

（1）装置の種類、デザインと機能の検討 

・各観光コースと観光ルート及び観光客のニーズから、各装置種類、外観デザイン

と機能面を検討 

（2）配置方法の検討 

・各装置が連携された「都市観光案内システム」の体系的な配置方法の検討 

 

ステップ 4 

観光客のニーズと行動特性の把握 

・観光客のニーズの把握 

・観光客の観光行動特性の把握 

ステップ 2 
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ステップ 2 観光客のニーズと行動特性の把握 

ステップ 2の観光客のニーズと行動特性の把握においては、対象地域の国内、

海外観光客の構成状況とトレンドを把握した上で、観光客のニーズ及び観光行

動の特性を把握する。 

ステップ 3 ソフト面の検討 

 ステップ 3のソフト面の検討においては、観光客に観光情報をもっと円滑に

提供するために、対象地域の観光目的地の分布特性及び観光客の構成状況、観

光行動の類型、ニーズの把握、各都市市政の観光振興課や旅遊局及び観光協会

がメニュー化した観光コースを検討、構築する。これらの構築に基づき、メニ

ュー内の各ルートの検討結果から、観光案内装置の配置のシステムへ結び付け

る。また、各観光コースの情報コンテンツについての表示内容と表示方法を検

討する。 

ステップ 4 ハード面の検討 

ステップ 4のハード面の検討においては、観光案内システムと調査対象地域

の環境特性及び、観光コースにおけるメニュー内の各ルートの設置に応じる装

置の種類、機能を検討する。また、都市や地域固有のシンボルやマーク、及び

色、形をエレメントとして、各装置の外観デザインを検討する。さらに、都市

観光案内システムの配置方法については、各観光コースのルートに基づき、各

装置が連携され、体系的な配置方法を検討する。 

ステップ 5 維持・更新するためのメンテナンス 

 ステップ 5の維持・更新するためのメンテナンス段階においては、各都市市

政の観光振興課や旅遊局及び観光協会は定期的に観光客の観光動向及び新し

い観光目的地を把握した上で、各観光コースと観光ルートの設置を検討、更新

する。これらの更新された観光コースと観光ルートに伴い、各装置は観光情報

の更新、表示内容の修正や交換、最終的廃止を検討する。そして、各観光案内

装置に管理者名、管理番号、電話番号を記入することで、維持管理の効率化つ

いて検討する必要がある。 
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2.2.日中両国の観光目的地の面状分布・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計画に関するデザイン方法の提案 

 都市観光案内システムの内容は、対象となる都市や観光エリアの主要な観光

目的地の分布特性によって異なっていることから、それらにあわせて検討する

必要がある。そのため、図 7－1 に示した都市観光案内装置のシステム化のプ

ロセスに基づき、日本と中国の観光目的地が都市の一定エリアに集中している

（面状分布）都市と観光目的地が都市の広域に点在している（点状分布）都市

に分け、観光案内システム計画を進める際の共通対応と個別対応の整理を行う

（表 7-1参照）。 

 

2.2.1.共通対応の整理 

日中両国の観光目的地の面状分布・点状分布都市に対する観光案内システム

計画を進める際の共通対応は、以下のようにまとめた。 

（1）対象地域における観光目的地の分布特性の把握 

都市の空間構造、交通・道路、歴史・観光目的地などの街の文化は、地域に

より大きく異なっている。都市や地域ごとに固有のシンボルやマーク、及び色、

形をエレメントとして、観光案内システムのハードのデザインに反映させるこ

とが必要である。また、魅力的な観光目的地及びイベント、祭りなどの体験型

観光活動は、各情報表示内容、表示方法などに反映させることが必要である。 

（2）観光客のニーズと行動特性の把握 

観光客のニーズと行動特性は観光コースの設置、観光案内装置の表示内容や

配置方法には非常に大きな影響があるため、対象地域の国内、海外観光客の構

成状況とトレンド、観光行動の特性、及び観光情報に対するニーズを把握して、

観光コースのルートと都市観光案内システムの配置の変化を対応する必要が

ある。 

（3）メニュー化観光コースの設定 

メニュー化した観光コースの設定においては、対象地域の構造、観光目的地

の分布特性及び観光客のニーズと観光行動を把握した上で、観光客が好みによ

って選択できるメニュー化した観光コースを構築する。各観光コースに基づき、 
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表 7-1 日本と中国の観光目的地の面状分布・点状分布都市に分け、都市観光案内システム計画を進める際の共通対応と個別対応の整理 

手順 共通対応 個別対応 日本の都市 中国の都市 

都市及び観光エリアの地域特性の把握   面状 点状 面状 点状 

都市の空間構造の検討 都市内及び周辺の観光目的地の分布特性の把握  ● ● ● ● 

対象地域の交通・道路の検討 駅、空港、港及び都市内の公共交通機関の把握  ● ● ● ● 

対象地域の歴史・観光目的地の検討 観光目的地及び街の文化、特徴の把握  ● ● ● ● 

メニュー化した観光コースと観光ルートの設定       

メニュー化した観光コースを構築する。これら

の観光コースに基づき、「軸」と「拠点」の検討

の結果から、観光案内システムへ結び付ける。 

観光客の行動の類型とニーズに応じる観光コースに合わせる観光案内システムを設定する 観光目的地の面状分布都市：観光内容による観光プランの設置と観光案内システムの設置 

一定のエリアに存在する複数の文化的、歴史的、自然的な観光内容を観光客のニーズやお

好みによるメニュー化した観光コースを設置する 

 

○ 

  

○ 

 

観光目的地の点状分布都市：観光動線による観光プランと観光案内システムの設置 

都市全域の観光目的地を観光客の活動範囲と観光経路を限定され、観光動線による観光コ

ースと観光ルートの設置を採用する 

  

○ 

  

○ 

観光案内装置のハード、表示内容、表示方法と

配置方法 

      

ハードの検討 ハードの多様化 

既存の伝統的な観光案内板、誘導サインと位置サインの設置とともに、観光客が主動的に情報を

検索できるデジタル情報提供装置及び視覚障害者やお年寄り、外国人に対応する音声案内装置も

設置する 

  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

外観デザイン仕様の統一 

都市や観光エリアの特性が反映され、各観光コースを対応する本体デザインの様式に一貫性をも

っていることによって、観光案内装置の存在が認識されやすく、整備の効果が高まる 

地域の個性の表現 

外観デザイン仕様、色彩等については、地域特性に配慮し、観光エリア（観光目的地の面

状分布都市）と都市の街並み（観光目的地の点状分布都市）と調和させる 

○ ○ ○ ○ 

● ● ● ● 

表示内容と表示方法の検討 ○必要な情報を適切に表示 

・観光客に必要で便利な情報を適切に選択し、その表示と検索が煩雑にならないように配慮する 

・イベントや祭りなどの時間的な情報をリアルタイム更新する 

  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

○国際化への対応： 

・基本的に、英語を併記する 

・国際通用や理解しやすいピクトグラムを積極的に使用する 

地域特性に応じて、他の言語による多言語化を検討する ○ ○ ○ ○ 

● ● ● ● 

○主要な装置の位置を明確にする： 

・観光案内地図には主要な観光目的地、公共、商業施設及び公共交通機関を明確に表示する 

 ● ● ● ● 

○都市の他の観光エリアへの情報発信： 

・市街地案内図で都市主要な観光エリアの位置と概要を表示する 

・現在地から他の観光エリアへの交通路線と使用できる交通機関を表示する 

  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

配置方法の検討 観光エリアの構造を把握しやすい配置 

・情報の「拠点」に観光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 

・誘導サインはシステムの「軸」としての各コース沿線に独自な色で対象地域内の一般部と主要

な交差点に設置する 

・説明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、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 

観光目的地の面状分布都市 

観光エリア内の各観光コースの路線が「軸」となり、各コースの交差点、各観光目的地及

び主要な公共交通機関は情報の「拠点」となる 

○  ○  

● ● 

観光目的地の点状分布都市 

都市全域内の各観光コースの路線が「軸」となり、都心部及び主要な公共交通機関は情報

の「拠点」となる 

 ○  ○ 

● ● 

維持・更新するためのメンテナンス       

維持・更新の管理についての検討 ハードと観光情報を維持・更新するためのメンテナンス 

観光案内装置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。特

にデジタル装置の維持費用が高いため、商業広告などの併用が考えられる。また、情報更新に伴

う表示内容の修正や交換をしなければならない。そして、観光案内装置に管理者名、管理番号、

電話番号を記入することで、効率よくメンテナンスを行うことができる 

  

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

共通対応● 個別対応○ 
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ルートに合わせる観光案内装置を配置することにより、観光情報の伝達機能を

充足させることに寄与する。 

（4）観光コースに対応する情報コンテンツ 

・表示内容の充実 

○必要な情報を適切に表示すること：観光目的地、公共装置、交通機関などの

情報を表示する仕様は様々であるが、最も重要なことは、観光客に必要で便利

な情報を適切に選択し、その表示と検索が煩雑にならないように配慮すべき点

である。また、イベントや祭りなどの時間的な情報もリアルタイム更新する。

デジタル装置の場合は情報量が多く、リアルタイム更新もしやすいため、宿

泊・飲食系情報と商業広告を積極的に掲載することが考えられる。 

・理解しやすい表示方法 

○国際化への対応：基本的に、母国語と英語を併記する。また、国際通用や理

解しやすいピクトグラムを積極的に使用する。 

○各観光ルート路線と現在の位置を明確にする：観光案内地図には観光エリア

内における各観光ルートの行動路線を明確に表示する。また、現在位置を見や

すく表示し、利用者が見ている方向をわかりやすく表示する。 

○主要な観光目的地、施設の位置を明確にすること：観光案内地図には主要な

観光目的地、公共・商業施設及び公共交通機関を明確に表示する。 

○都市内の他の観光エリアへの情報発信：対象地域（観光エリア）のアクセス

部には、市街地案内図で都市主要な観光エリアの位置と概要を表示する。また、

現在地から他の観光エリアへの交通路線と使用できる交通機関を表示する。 

（5）観光案内装置の種類、デザインと配置方法 

・種類の多様化 

既存の伝統的な観光案内板、誘導サインと位置サインを設置するとともに、

観光客が主動的に情報を検索できるデジタル情報提供装置及び視覚障害者や

お年寄り、外国人に対応する音声案内装置など多様なツールを使用することも

必要である。 

・外観デザイン仕様の統一 

都市や観光エリアの特性が反映され、各観光ルートが対応するハードデザイ
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ンの様式に一貫性をもっていることによって、観光案内装置の存在が認識され

やすく、整備の効果が高まる。 

・観光エリアの構造を把握しやすい配置 

観光エリアまで、及び観光エリア内の移動方法は主として公共交通機関と徒

歩が考えられる。観光エリアのアクセス部、各ルートの交差点、駅と空港、及

び都心部は都市内の各観光エリア、各観光ルート及び観光目的地と周辺地理の

情報を把握する重要な情報拠点となっている。従って、この地域に総合案内板

とデジタル検索装置を配置する場所に指定する。誘導サインは各ルートの独自

な色で対象地域内の一般部と主要な交差点に設置する。位置サインは各観光目

的地の内容を紹介するものであるため、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、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て設置すること

が望ましい。 

（6）ハードとソフトを維持・更新するためのメンテナンス 

・維持管理の効率化 

 観光案内装置設置後の汚れや老朽化が避けられないため、定期的な掃除と点

検が必要となる。特にデジタル装置の維持費用が高いため、商業広告などの併

用が考えられる。また、情報更新に伴う表示内容の修正や交換をしなければな

らないため、各装置の情報を表示するパーツを取り換えられるように設計する。

そして、観光案内装置に管理者名、管理番号、電話番号を記入することで、効

率よくメンテナンスを行うことができる。 

 

2.2.2.個別対応の整理（観光目的地の面状分布都市） 

 日本と中国の観光目的地の面状分布都市に対する都市観光案内システム計

画を進める際の個別対応は以下のように示す。 

（1）ソフト面 

・観光内容によるメニュー化の観光コースの設定 

 日本と中国の観光目的地の面状分布都市の場合は、同じ観光エリア内に多種

類の観光目的地が集中している地域特性（例えば、海の近くに自然観光目的地
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及びそれに伴うリゾートやレジャー施設が集中している）がみられる。しかし

ながら、個々の観光目的地をあえて連結させて観光コースを構成するという背

景には、基本的に個々の観光目的地を単独で取り上げた場合、観光客を十分に

誘引できる可能性が低いため[注 9]、一定のエリアに存在する複数の文化、歴

史、あるいは自然に関する観光情報を観光客のニーズや好みによるメニュー化

した観光コースを設置する。これらの考え方を基に、以下のように観光ルート

を設定する（図 7-2）。 

多数の観光目的地（小目的）が分布している観光エリア（大目的）には、観

光の内容による複数の観光ルートを設定する。観光エリアの周辺にあるバス停

や駅などの観光エリアのアクセス部を観光コースの起点・終点として、観光客

はニーズや好みに合った観光コースを選択し、ルートに従ってコース内の各観

光目的地を順番に観光することができる。途中で小目的 1と小目的 5のルート

の交差点にコース変更することもできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 観光目的地の面状分布都市のメニュー化観光ルートの選定方法 

 

・多言語とピクトグラム表記 

母国語（日本語と中国語）と英語の併記を基本とし、観光客の構成状況とト

レンドに応じて、他の言語による多言語化を検討する（図 7-4）。また、ピク

トグラム（絵文字）は抽像化・単純化された絵で、異言語の壁を超え、表示対

象をイメージで表現するものである。国内と海外の観光客にスムーズに理解さ

せるために、国際的に通用する基準で定められた項目を優先的に使用する。日

小目的 小目的 小目的 

小目的 小目的 小目的 

起点 
終点 

ルート１ 

ルート２ 
ルート３ 

観光エリア（大目的） 

1 2 3 

4 5 6 
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本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」、中国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」を優先して使用する（図 7-5）。 

 

例）中国の観光目的地の面状分布都市     例）日本の観光目的地の面状分布都市 

 

図 7-4 多言語の表記の例（観光目的地の面状分布都市） 

 

標準案内用図記号ガイドライン（日本）         標志用公共情報図形符号（中国） 

図 7-5 ピクトグラムの表記の例 

 

（2）ハード面 

・地域の個性の表現 

各観光案内装置のハードの外観デザイン仕様については、その観光エリアの

特性に配慮し、街並みや観光目的地と調和させること、及び観光エリアの独自

性を表現することが必要である。例えば、海の近くの観光エリア「アクアワー

ルドのガイド」、山の近くの観光エリア「森の世界のガイド」などには都市の

他の地域に見られない独特の雰囲気を作り出すことが望ましい。 
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・観光エリアの構造を把握しやすい配置 

メニュー化した観光コースを基に、観光案内装置の配置システムは、観光エ

リア内において、各観光ルートが「軸」となり、各ルートの交差点、各観光目

的地、及び主要な公共交通機関は情報の「拠点」となる。以上のような「軸」

と「拠点」を前提として、基本的な配置システムのハードを考えた。この都市

観光案内システムは、都市総合観光案内板、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）の 4種類のものから構成する。具体的な考え

方は以下のように示す。 

観光エリアのアクセス部とするバス停、駅などの公共交通機関は観光情報、

交通情報及び公共施設情報などの情報拠点である。その出入口付近にエリア全

域と観光行動を把握するため、都市総合観光案内板とデジタル検索装置を配置

する。各観光ルートへ円滑に誘導するため、一般部（各観光ルートの沿線）及

び一般部の交差点には誘導サインを 200～300ｍ間隔で配置する（抵抗なく歩

ける距離）。また、各観光ルートの交差点は、観光客が次の観光行動を把握す

るため、音声案内機能付きのデジタル検索装置などの情報提供装置を配置する。

各観光目的地の付近に観光目的地の紹介・解説の位置サインを配置する（表

7-2）。 

表 7-2 観光目的地の面状分布都市の観光エリアにおける観光案内装置の配置 

 位置 設置される観光案内装置 

アクセス部 観光エリア周辺のバス停、駅などの公共交通機関 ・都市総合観光案内板 

・デジタル検索装置（音声案内機能付き） 

・誘導サイン 

一般部 各ルートの沿線（200～300ｍ間隔で配置する） ・誘導サイン 

ルートの交差点 ・誘導サイン 

・総合観光案内板 

・デジタル検索装置（音声案内機能付き） 

観光目的地部 各観光目的地の周辺 ・位置サイン 

・誘導サイン 

 

図 7-3のよう、一つの観光エリアの中に自然系観光コース（ルート 1、緑色）、

人文系観光コース（ルート 2、紫色）、リゾートレジャーコース（ルート 3、オ

レンジ色）などの観光内容によって複数の観光コースを設定するため、観光客

がニーズや好みによって選択することができる。観光エリア周辺のバス停、駅



第７章 都市観光案内システム計画に関するデザイン方法の提案と研究のまとめ 

 

205 

 

など外部からのアクセス部は、観光エリアの全域情報、各観光目的地の位置、

及び観光客向けの基本的な公共装置及びサービス（トイレ、交番、宿泊・食事

装置、売店など）に関する情報、特に複数観光目的地からなった各観光ルート

の意味と路線の案内を来訪者に提供する情報の拠点となる。各ルートの交差点

1～4 は次の観光行動を把握するため、情報の拠点と設定する。これらの情報

の拠点には観光活動と観光エリアの全域を把握するために観光案内板、デジタ

ル検索装置と音声案内装置の総合案内装置を設置する。また、観光客による各

観光目的地間の移動を可能にする各観光ルート路線には、観光コースを正確に

体験させるため、ルート沿線特に交差点には誘導サインを設置する。更に、各

観光目的地の美しい景観や名勝旧跡の紹介、次の観光目的地への情報発信など

観光コースの魅力を高めるため、観光目的地部に位置サインと局部の案内装置

を配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光目的地       交通機関      ルート路線      情報の拠点     主要な街路 

  

総合観光案内板    デジタル検索装置（音声案内機能付き）    誘導サイン    位置サイン     

図 7-3 観光目的地の面状分布都市における都市観光案内システム配置方法 
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2.2.3.個別対応の整理（観光目的地の点状分布都市） 

日本と中国の観光目的地の点状分布都市に対する都市観光案内システム計

画を進める際の個別対応を以下のように示す。 

（1）ソフト面 

・観光動線によるメニュー化観光コースの設定 

 日本と中国の観光目的地の点状分布都市の場合、自然観光目的地より、名勝

旧跡などの歴史・人文的な観光目的地が観光目的地の点状分布都市の主要な観

光目的地である。しかしながら、これらの観光目的地は都市全域に散布してい

る地域特性があるため、観光客の活動範囲と観光経路が把握し難い。従って、

個々の観光目的地をあえて連結させて観光コースを構成するという背景から、

都市全域の観光目的地を観光客の活動範囲と観光経路に限定し、観光動線によ

る観光コースのルートの設定を採用する。これらの考え方を基に、都心部は観

光ルートの起点とし、主要な観光目的地の周辺にあるバス停や駅などのアクセ

ス部が観光ルートの終点とする。それによって、各観光エリアが大目的、各観

光目的地が小目的として機能し、観光客の観光動線による観光ルートに設定さ

れる（図 7-6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-6 観光目的地の点状分布都市のメニュー化観光ルートの設置方法 

 

観光目的地の点状分布都市において方向や位置が異なる観光目的地を観光

動線に基づき観光コースを設定する。図 7-6では、観光エリアの位置による複

数の観光コースを設定する。各観光コース内には人文観光目的地、レジャー目

小目的 小目的 小目的 

起点 
終点 

 ルート１ 

ルート２ 

ルート３ 

終点 

 

終点 起点 

起点 

 
小目的 小目的 小目的 

小目的 小目的 小目的 

都心 

観光エリア A（大目的） 

観光エリア B（大目的） 

観光エリア C（大目的） 

1-1 1-2 1-3 

2-1 2-2 2-3 

3-1 3-2 3-3 
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的地、自然観光目的地など多数の観光内容（小目的地）がある場合もある。都

心部は都市全域の観光情報の拠点として各観光エリアへ情報発信するため、総

合的な観光案内装置の配置が必要だと考えられる。 

・多言語とピクトグラム表記 

母国語（日本語と中国語）と英語の併記を基本とし、観光客の構成状況とト

レンドに応じて、多言語化を検討する（図 7-8）。また、ピクトグラム（絵文

字）は抽像化・単純化された絵で、言語の壁を超え、表示対象をイメージで表

現するものである。国内と海外の観光客にスムーズに理解させるために、国際

的に通用する基準で定められた項目を優先的に使用することを規定する。日本

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」、中国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」を優先して使用する（図 7-9）。 

 

例）中国の観光目的地の点状分布都市   例）日本の観光目的地の点状分布都市 

 

図 7-8 多言語の表記の例（観光目的地の点状分布都市） 

 

標準案内用図記号ガイドライン（日本）         標志用公共情報図形符号（中国） 

図 7-9 ピクトグラムの表記の例 
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（2）ハード面 

・都市の個性の表現 

歴史・人文的な観光目的地が多い観光目的地の点状分布都市の場合、各観光

案内装置の外観デザインの仕様を、その都市の独自性を表現することが必要で

ある。それは都市の独特の雰囲気、即ち「らしさ」で表される都市イメージの

創出にも関わっているためである。 

・観光エリアの構造を把握しやすい配置 

メニュー化の観光コースの設定を基に、観光案内装置の配置システムは、観

光エリア内の各観光ルートの路線が「軸」となり、都心部及び主要な公共交通

機関は情報の「拠点」となる。以上のような「軸」と「拠点」を前提として、

基本的な配置システムのハードを考えた。この都市観光案内システムは、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）

の 4種類から構成される。具体的な考え方は以下のように示す。 

各観光ルートの起点と終点は都心部及びアクセス部とするバス停、駅などの

公共交通機関であり、観光情報、交通情報及び公共装置情報などの当ルートの

情報拠点となる。その観光ルートの動線、周辺の観光目的地の把握及び他の観

光ルートへの情報発信のため、都市総合観光案内板とデジタル検索装置と音声

案内装置を配置する。観光ルート内の各観光目的地へ誘導するため、一般部（各

観光ルートの沿線）には誘導サインを街路誘導サインと併設、200～300ｍ（抵

抗なく歩ける距離）間隔で配置する。また、各観光目的地の付近に観光目的地

の紹介・解説の位置サインを配置する。具体的な街路形態別と観光情報の整備

は以下のようにまとめた（表 7-3）。 

表 7-3 観光目的地の点状分布都市の観光エリアにおける観光案内装置の配置 

 位置 設置される観光案内装置 

都心部と空港、

駅、港 

都市の富の中心を成し、都市の活動において拠点とさ

れる中心部と空港、駅、港など都市のゲートウェイ 

・都市総合観光案内板 

・デジタル検索装置（音声案内機能付き） 

・誘導サイン アクセス部 観光エリア周辺のバス停、駅などの公共交通機関 

一般部 各ルートの沿線（200～300ｍ間隔で配置する） ・誘導サイン 

観光目的地部 各観光目的地の周辺 ・位置サイン 

・誘導サイン 

・総合観光案内板 
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都市内に分散している観光目的地を整理して、観光客の観光動線より、複数

の観光エリアと観光ルートを設定する。図 7-6のよう、北方向の観光エリア A

に対応する観光ルート 1（紫色）、南方向の観光エリア B に対応する観光ルー

ト 2（緑色）、東方向の観光エリア Cに対応する観光ルート 3（オレンジ色）と

観光ルートを設定する。 

図 7-7のよう、都心部と主要な観光目的地の周辺にあるバス停、駅など外部

からのアクセス部には、観光ルートの全ルート情報、各観光目的地の位置、及

び観光客向けに基本的な公共装置及びサービス（トイレ、交番、宿泊・食事装

置、売店など）情報、特に複数観光目的地からなった各観光ルートの意味と路

線の案内を来訪者に提供する情報の拠点になることが考えられる。また都心部

及び空港、駅、港など都市のゲートウェイも、観光情報の拠点となる。これら

の情報の拠点には観光活動と観光エリアの全域を把握し、他の観光エリアへの

情報を発信するために、観光案内板、デジタル検索装置と音声案内装置の総合

案内装置を設置する。また、観光客による各観光目的地間の移動を可能にする

各観光ルートには、観光コースを正確に体験させるため、ルート沿線の交差点

に誘導サインを設置する。更に、各観光目的地の紹介するため、観光目的地部

に位置サインを配置する。 
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観光目的地       交通機関      ルート路線      情報の拠点      主要な街路 

  

総合観光案内板   デジタル検索装置（音声案内機能付き）    誘導サイン    位置サイン    

 

図 7-7 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配置方法  

 

2.2.4.個別対応の比較 

日中両国の観光目的地の面状分布・観光目的地の点状分布都市に対する観光

案内システム計画を進める際、個別対応を以下のように比較・分析する（表

7-4）。 

・メニュー化観光コースの設定 

観光目的地の面状分布都市の場合は「観光内容による観光ルートの設定と観

光案内システムの設置」であるため、観光エリア内の類似の観光内容による観

光ルートを設定する。「海リゾートルート」を例とし、観光エリア内の海に関

する観光目的地をルートのテーマに設定する。一方、観光目的地の点状分布都

位 
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市の場合、方向や位置が異なる観光動線による観光ルートと観光案内システム

を設定するため、一つのルート内には博物、レジャー、自然観光など多数の観

光内容を掲載することができる。 

・多言語とピクトグラム表記 

母国語（日本語と中国語）と英語の表記を基本とし、観光客の構成状況とト

レンドに応じて、多言語化を検討する。 

・地域の個性の表現 

観光目的地の面状分布都市の場合は観光エリアの独自性を表現するため、観

光エリアの主要な観光目的地や代表的な色、形（キャラクターなど）をエレメ

ントとして、ハードのデザインで観光エリアの個性を表現することが考えられ

る。それに対して、観光目的地の点状分布都市には、都市固有のマークや色、

文化・歴史的な図形などをエレメントとして、ハードのデザインで都市のイメ

ージを創出することが考えられる。 

・観光エリアの構造を把握しやすい配置 

観光目的地の面状分布都市より観光目的地の点状分布都市の都心部及び駅、

空港が情報の拠点として観光案内装置を設置する重要な拠点になると考えら

れる。 
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表 7-4 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の個別対応の比較 

項目 観光目的地の面状分布都市 観光目的地の点状分布都市 

メニュー化の観光コースと都市観

光案内システムの構築 

類似の観光内容による観光ルートを設定

する。 

例）海リゾートルート：海に関する観光

目的地の集合ルート 

方向が異なる観光動線による観光ルート

を設定する。 

例）東区観光ルート：ルート内には博物、

レジャー、自然観光など多数の観光内容

がある 

地域の個性の表現 観光エリアの主要な観光目的地や代表的

な色、形（キャラクターなど）をエレメ

ントとして、ハードのデザインで観光エ

リアの個性を表現する 

都市固有のマークや色、文化・歴史的な

図形などをエレメントとして、ハードの

デザインで都市のイメージを創出する 

 

 

 

 

観 光 エ リ

ア の 構 造

を 把 握 し

や す い 配

置 

都心  ・観光案内板 

・デジタル検索装置（音声案内機能付き） 駅、港と空港 

 

 

観

光

エ

リ

ア 

アクセス部 ・観光案内板 

・デジタル検索装置（音声案内機能付き） 

・誘導サイン 

・観光案内板 

・デジタル検索装置（音声案内機能付き） 

・誘導サイン 

一般部 ・誘導サイン 

・観光案内板（ルート交差点） 

・デジタル検索装置（音声案内機能付き）

（ルート交差点） 

 

・誘導サイン 

観光目的地部 ・位置サイン 

・誘導サイン 

・位置サイン 

・誘導サイン 

・観光案内板 

 

多言語とピクトグラム表記 

 

 

ピクトグラム（絵文字）を積極的に使用する 

母国語（日本語と中国語）と英語の表記を基本とし、観光客の構成状況とトレンドに

応じて、多言語化を検討する 

 

2.2.5.都市観光案内システム計画に関するデザイン方法の提案 

 日中両国の観光目的地の面状分布・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計画に関するデザイン方法の提案は、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、観光案内システ

ム計画を進める際の共通対応と個別対応の整理に基づき、「都市観光案内シス

テム化の手順の整理」に沿って再整理することによって、「日本と中国におけ

る都市観光案内システム計画に関するデザイン方法の提案」へと結びつけるこ

とができる。 

日中両国の観光目的地の面状分布・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計画に関するデザイン方法は、「対象地域の観光目的地
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の分布特性」と「観光客のニーズと行動特性」を把握した上で、「ハードにつ

いてのデザインと機能の検討」と「ソフトについてのメニュー化観光コースの

構築」2 つの面によって構成される（図 7-9）。 

ハードについてのデザインと機能の検討においては、対象地域の観光目的地

の分布特性を与件として、既存の伝統的な総合観光案内板、誘導サインと位置

サインを設置するとともに、観光客が主動的に情報を検索できるデジタル情報

提供装置及び音声案内装置を採用する。更に、観光客の行動特性を踏まえて、

設置する場所の条件に合わせて、各観光案内装置（ハード）の配置方法を検討

する。 

ソフト面についてのメニュー化した観光コースの構築においては、対象地域

の構造、観光目的地の分布特性及び観光客のニーズと観光行動を把握した上で、

メニュー化した観光コースの構築に基づいた各ルートの検討結果から、配置の

システムへ結び付ける。また、観光客のニーズによって、観光情報の表示内容

と表示方法を検討する。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-8都市観光案内システム計画に関するデザイン方法の提案 
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以上のハード面とソフト面から、手法・ツールの統合化に基づき、都市観光

案内システムのデザインの留意点を以下のように検討する。 

1.メニュー化した観光コースの構築 

対象地域の構造、観光内容と観光客の観光行動を把握した上で、メニュー化

した観光コースの構築に基づき、検討した各ルートの結果から、配置システム

へ結び付ける。また、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、それぞれの配置システムを構築する必要がある。すなわち、観光目的

地の面状分布都市の場合は、観光内容によって設置された観光コースの構築方

法を採用する。観光目的地の点状分布都市の場合は、観光客の観光動線により

設置された観光コースの構築方法を採用する。 

2.情報コンテンツ 

表示内容について、「必要な情報を適切に表示」することが重要である。ま

た、表示方法について、「国際化への対応」、「観光ルートを明確する」、「現在

の位置を明確にすること」、「装置の位置を明確にすること」、「他の観光エリア

への情報発信」及び「多言語の併記とピクトグラムの規準化」などが考えられ

る。 

3.デザインの統一 

外観デザインの仕様については、観光案内装置の種類と設置する場所の状況

に応じて、地域特性や観光エリアの街並みとの調和を配慮し、「デザインの統

一」、「対象地域の観光目的地や地域特性との調和」を図る必要があると考えら

れる。 

4.配置方法 

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、それぞれの

配置方法を採用する必要がある。すなわち、観光目的地の面状分布都市の場合

は、観光内容により設置された観光ルートに応じた配置方法を採用する。一方、

観光目的地の点状分布都市の場合は、観光客の観光動線により設置された観光

ルートに応じた配置方法を採用する。 

観光ルートを踏まえたうえで、設置する場所の条件に合わせ、観光エリア（観

光目的地の面状分布都市）と都市全域（観光目的地の点状分布都市）の情報拠
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点及び各ルートの沿線に観光案内装置を配置する。 

以上、日中両国の観光目的地の面状分布・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計画に関するデザイン方法の提案を導くことが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    共通対応       個別対応 

図 7-9都市観光案内システム計画に関するデザイン方法の留意点 

 

 

 

 

メンテナンス 

 
維持管理の効率化 

ソフト面の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報コンテンツ 

 

 

 

 

 

 

ハード面の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置方法 

地域特性の把握 

 

 

観光資源の分布特性の把握 

メニュー化の観光コースの構築 

観光内容による観光コースの設置 

（観光資源の面状分布都市） 

観光動線による観光コースの設置 

（観光資源の点状分布都市） 

・必要な情報を適切に表示する 

・国際化への対応（英語と第三外国語の併記） 

・観光プラン路線を明確する 

・現在の位置を明確する 

・施設の位置を明確にする 

・他の観光エリアへの情報発信 

・ピクトグラムの規準化 
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3.研究のまとめと今後の展望 

3.1.研究のまとめ 

本研究は、国の違いと都市の地理位置に対応できる都市観光案内システム計

画に関するデザイン方法を導くことを目的としたものである。そこで、本研究

では、日本と中国において、観光目的地の面状分布都市と観光目的地の点状分

布都市の観光エリアに設置される観光案内装置の現状を把握するために、主要

な観光目的地へ移動する観光ルートを調査対象ルートとして選定した。そして、

各観光エリアの調査対象ルート上に設置されている観光案内装置について、現

状の課題を抽出し、解決方法を探る。観光案内システム計画を進める際、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おける、共

通対応と個別対応の項目を明らかにすることにより、本研究の目的であるデザ

イン方法を導出することができると考えた。 

 本研究は、観光目的地の面状分布都市である北九州市と大連市、観光目的地

の点状分布都市である京都市と西安市の 4つの都市を取り上げ、それらの観光

エリアにおいて主要なルートを選定し、各調査対象ルート上に設置されている

観光案内装置の分布調査、観光案内装置の街路形態別の分布調査、観光案内装

置に関する現地調査を行った。更に国内と海外の観光客を対象に観光案内装置

に関するアンケート調査を実施し、その結果の分析と問題点の抽出から、各都

市の観光エリアに設置されている観光案内装置に対する一連の調査結果の比

較分析から、共通点と相違点を見出した。これらの分析結果を基に、観光案内

装置における現状の課題を明らかにし、解決の方向性を導き出した。 

 さらに、上述の調査及び分析結果から得られた知見を検証するために、事例

研究を通して、まず観光目的地の面状分布都市の北九州市と大連市の観光エリ

アを選定し、その観光目的地分布特性、地域構造などの文献資料の収集をした

うえで、北九州市と大連市における都市観光案内システムのデザインを提案し

た。そして、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、両都市の観光機構の関係者に都市観光案内システム提案を評価し

て受けた。 

また、観光目的地の面状分布都市と同様に、現地調査と比較研究で得られた
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知見を検証するために、事例検討を通して、観光目的地の点状分布都市の京都

市と西安市の観光エリアを選定し、その観光目的地の分布特性、地域構造に関

する調査をしたうえで、京都市と西安市における都市観光案内システムに関す

るデザインを提案した。また、このデザイン提案の実用性を検証するために、

両都市市役所観光局の職員に評価して受けた。検証の結果、大半の回答者はこ

の提案のコンセプトと機能面での利用価値を認めている事がわかった。しかし

ながら、電子機械の管理・維持、全国に普及されてこのシステムの開発と利用、

及びいたずらや破損への対応、管理体制強化などが今後の課題となっている。 

 以上の研究結果に基づき、都市観光案内装置のシステム化の手順を整理した。

その内容が、対象となる地域の環境特性や地理構造によって異なっていること

から、日本と中国の観光目的地の面状分布都市と点状分布都市に分けて、都市

観光案内システム計画を進める際の共通対応と個別対応の項目を整理するこ

とができた。 

 共通対応としては「都市及び観光エリアの地域特性の把握」、「メニュー化観

光コースと観光案内システムの設置」、「観光案内装置のハードと設置」、「ハー

ドと観光情報を維持・更新するためのメンテナンス」の 4つの項目にまとめる

ことができる。具体的に言えば、「都市及び観光エリアの地域特性の把握」に

おいては、地域ごとに観光案内システムのハードや表示などに反映させる必要

である。「メニュー化観光コースと観光案内システムの設置」では、「観光コー

スのメニュー化及び各ルートに合わせる観光案内システムの設置」が基本とな

った。「観光案内装置のハードと設置」では、「表示内容の多様化」、「表示内容

の充実」、「観光エリアの構造を把握しやすい配置」、「ハードデザインの統一」

を配慮すべきである。「ハードと観光情報を維持・更新するためのメンテナン

ス」では、「維持管理の効率化」について検討する必要がある。 

 また、個別対応としては、具体的に言えば、まず、「メニュー化観光コース

と観光案内システムの設置」においては、観光目的地の面状分布都市の場合は、

「観光内容による観光ルートと観光案内システムの設置」が有効であり、観光

目的地の点状分布都市の場合は、「観光動線による観光ルートと観光案内シス

テムの設置」が合理的だと言える。また、「観光案内装置のハードと設置」に
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おいては、「観光エリアの個性の表現」の役割が求められている。「観光エリア

の構造を把握しやすい配置」については、観光目的地の面状分布都市は「観光

エリア配置」、観光目的地の点状分布都市は「都市全域配置」が有効だと思わ

れる。 

さらに、「表記の規準化」、「多言語表記」、「国際的に通用するピクトグラム」

において、それぞれ検討すべき項目を明らかにした。以上、共通対応と個別対

応の項目は互いに関連し合った、都市観光案内システムを構築することができ

た。 

 

3.2.今後の課題と展望 

本研究は、日本と中国において、観光目的地の面状分布都市と観光目的地の

点状分布都市の観光エリアを調査対象とし、そこに設置されている観光案内装

置について考察を行い、日中両国の観光目的地の面状分布・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に関するデザイン方法の改正に

ついて提案した。本研究を通して得られた都市観光案内システムに関するデザ

イン方法の改正案は、今後の日中両国の観光目的地の面状分布・観光目的地の

点状分布都市の観光エリアにおける観光案内システムの企画・計画・デザイン

体制を整えるのに有効な方法の一つであると考えられる。 

 本研究の今後の課題としては、漢字が使用された日本と中国における観光案

内装置のコンテンツに関する比較研究は今後の課題と考えられる。また、観光

客に観光行動を円滑にするためには、観光案内装置を、観光地図・パンフレッ

トなどのペーパーメディア、インターネット、携帯電話、ウェブカメラなど多

様な案内ツールと関連され、情報内容やその表示内容の整合に関する研究を展

開して、多くの事例を挙げて研究の成果を検証する必要があると思われる。 
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