
地域公共交通プロデューサー 
名古屋大学大学院環境学研究科教授 

加藤博和 

観光利用からみた十勝地域の 
バス案内システムの問題点 

－「一見さんお断り」を徹底的に潰せ！－ 

公共交通マーケティング研究会 
第5回例会「帯広場所」(19/10/04) 



MaaS以前にMooSを何とかしないと 
Mobility out-of-Service!? 
（一見さんお断り!?） 

作り手と買い手とのコミュニケーション不全 
→いいサービスができる好回転が生まれない 

顕在的・潜在的な顧客に公共交通情報をどう
訴求するかのテクニックもまだまだ未熟 
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地域公共交通のサービス内容への認識を規定する 
コンテンツ（内容）とメディア（媒体） 

コンテンツ 
– 路線（行先と経由地） 
– ダイヤ（静的／動的） 
– 乗降施設 
– 車両 
– そして、運賃 

メディア 
– 停留所・・公認の屋外広告物！ 
– 車内アナウンス・表示 
– 看板・掲示・サイン 
– 方向幕 
– 配布物 
– 案内所 
– インターネット 

→ どう見せるとわかって、納得していただけるか？ 
   いや、むしろ、わかってもらえることを意識して

コンテンツをつくるべきでは？ 
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帯広駅で一番目立つ
バスの行先と言えば？ 

そう、もちろん 

「十勝バス本社」ですよ
ね！（笑） 

じゃあ、「十勝
バス本社」っ
てどこにある
の？どんなと
ころなの？ 

実は、駅前バスターミナルに路線図が掲出
されていないので、どこか知ることは難しい 

 → 路線網の概略を把握することが困難 

配布路線図は目立たず置いてあるし細かい 
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辺鄙！ しかし、本数が多いのだか
ら、ここを何かうまく活かせるといい 
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私がいまの方向幕のデザイ
ンに関わりました 
でもまだ問題があります 

十勝バスと拓殖バスで番号の調整
ができておらず、重複も残っています 
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60広尾線 
私の案： 
イオン／ヨーカドー 広尾 
現在： 
愛国／幸福 広尾 
 
面白いのだけど、これを
観光誘客に結びつける工
夫が弱い 
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帯広駅から外に出た瞬間、方
角が分からなくなる 
（JR線が斜め方向のため） 
 → 方角が分かるモニュメント 
   を置いてはどうか？ 
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駅からバスのりばまで屋根がつな
がっていないのはまだしも、バスの
りばとバスターミナルの屋根がつな
がっていないというのはありえない 

   

のりばへの方向
が分かれる場所

にのりば案内がな
いのは不親切 

目立たない 
字が小さい 
これだけだ
と探せない 
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JR岐阜駅北口の場合 

ひととおり情報がある。行
きたい人が多いところへ行
く方法が逆引きできる 
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こういう概略路線図に主要施設・観光地も書いたものが駅バスターミナルに必要 
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目よりずっと高いところに細かい
ことを掲示しても誰も見ません 
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これを見て、いろんなところに 
行きたいと思わせる 

ラインアップになっているか？ 
それを訴えかけているか？ 

（そもそも見せるに足る 
コンテンツなのか？） 

金沢駅（東口） 
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• 到着順で掲示するのは
、汽車時代の発想（原
則1番ホーム、ときどき
2番以降になる） 

• のりばが14もある帯広

駅バスターミナルには
ありえない 

• いや、そもそも、そん
なにのりばはいらな
いのではないか。む
しろ降車場が必要で
はないか？ 
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広島駅（南口） 
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常に利用者目線：ターゲットを明確に 

• TPOに応じたコンテンツ設定を考える 
    時間帯(Time)、場所(Place)、場合(Occasion) 

• コンテンツをどうメディアに載せるか？ 
• 必要な情報を厳選し、キャッチーに提示するに

は？（キーワード、コピー、・・・） 
  ※CMや通販番組など、参考になるもの多数 

→ いまの路線網の「魅せ方」を変えるだけでもか

なり改善の余地がある（もちろん、それだけで
は間に合わないことも多いが、「魅せ方」を考え
ることから、路線網を見直すことにつながる場
合もあり） 

→ 案内表示では「流れ」「順序」がとても大事 
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利用者はどういう情報を求めているのか？ 

1. 要するにどう使えるか知りたい 
– 停留所・駅では、今いるところの地名より、どこに行ける

かの方が重要 
– 行先・経由地・アメニティをきちんとアピールする（例：津

駅まで○分・○円、昼間は毎時○分と○分、低床で乗り
やすいバス、など） 

– 配布物では、それを使って何ができるかが分かる必要 
 

2. コンテンツを具体的に知りたい 
– 細かい字でゴチャゴチャ書いてあっても判読できない（

ルーペがぶら下がっている停留所？） 
– 見る人の気持ちになってつくる（ホスピタリティ） 
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これを選択。しか
しこれがどののり
ばからいつ出るか

全く探せない 
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当該のりばにバスパ
ックのことはなんら書
かれていない。これ
だと誘導しても安心

してもらえない 
名古屋大学 加藤博和 19/10/04 18 



のりば割付を事業者別から行先別へ 
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公共交通に必要な案内とは？ 

利用法 
– 乗り方、降り方、運賃の払い方 
（例）前乗り？後ろ乗り？ 
    先払い？後払い？ 
    整理券？ 

活用法 
– どういう場合に利用できるか 
 ルート、停留所、ダイヤ 
 

→ 何年も使っていない人、一度も使ったことのない
人、初めて訪れる人にもやさしく 
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どんなテクニックがあるか？ 

キーワードや記号・番号を一貫させる 

– 表示する経由地の統一 

– 系統番号の徹底的な使用 

– どのメディアでも同じフォーマット・フォントを使用 

– 色の使用も有効（ただし、必ず他と併用する） 

奇をてらわない 

– 愛称は意味が分からないので副名称として用いる 

– 一見してバス停と分からないようなデザインの看板は使用
しない 

ゴチャゴチャさせない 

– 利用者が必要とする情報を精査する（絞り込む） 

– きれいにレイアウトする 
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どんなテクニックがあるか？ 

モニター活用 

– あまり利用したことのない人に実際の移動をしてもらう 

– 実際に分かるかどうか、どこでつまずくのかチェック 

– 各路線についてタスクフォースをつくるのも面白い 

 

主要目的地となる施設とのタイアップ 

– 停留所・動線確保、サイン・看板設置 

– 案内所での案内（鍛える）・パンフ等配布・乗車券販売 

– 行事等との連動、割引特典（協賛） 

– 広告・HPへの掲載 
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URL: 
http://orient.genv.nagoya-u.ac.jp/kato/Jkato.htm 

 
E-Mail: kato@genv.nagoya-u.ac.jp 

facebook: buskato 
 
公共交通戦略立案や路線バス網再編、鉄道存廃問題対応
などに、各地の現場でボランティア参加しています。 
意識を共有できる方々とならどこへでも出かけて協力し
ます！ ぜひ一緒に仕事しましょう！ 

加藤博和 検索 
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