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1-1.はじめに

⼀⽅、情報通信技術は⽇進⽉歩で進化し続け、国も
これらの技術を使った新しい社会のあり⽅として
「Society5.0」のビジョンを掲げ、新たな街づくり、
社会づくりの⽅向性を⽰している。こうしたことから

も、IoT、AIなどの未来技術を活⽤した⽅策とするこ
とにより、時宜にかなったデータ取得や当該データを
活かした効果的な誘導が期待できる。

このような状況を踏まえ、スマートシティの潮流を
意識しながら、中⼼市街地における未来技術の活⽤の

可能性などを調査・研究し、来街者のニーズに適応し、
多様な⼈の流れを創出するスマート街なかを実現でき
るよう、「街なか未来技術活⽤モデルプラン」を策定
した。
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佐賀市は、「第２期佐賀市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」（2020年3⽉策定）に掲げる基本⽬標を達成するため、
中⼼市街地において、都市機能を集約することにより拠点性を⾼め、賑わいのある街づくりを進めている。

現在、佐賀駅周辺整備や佐賀県によるＳＡＧＡサンライズパーク整備等の進展に伴い、中⼼市街地の⽞関⼝となる佐賀
駅周辺エリアを中⼼に交流⼈⼝の拡⼤が期待される状況にあることから、佐賀駅周辺エリアから街なかへと⼈の流れを⽣
み出すための効果的な⽅策が求められる。



1-2.佐賀市中⼼市街地の現状

佐賀市は、2005年に策定した「佐賀市中⼼市街地活性化
基本計画」に基づき、都市機能を中⼼市街地（174ha）に
集約したコンパクトな街づくりを推進している。2011年に
は当計画の実践プログラムとして「佐賀市街なか再⽣計

画」を策定し、賑わい再⽣の拠点（４核構想エリア）への
公共公益施設の誘致促進や街なかの回遊性を⾼める仕掛け
づくりを展開している。

また、2015年には「佐賀市中央⼤通り再⽣計画」を策定
し、県都の⽞関⼝である佐賀駅と４核構想エリアを結ぶシ
ンボルロードの再⽣に向けた戦略を構築し、沿道建築物の
具体的な整備基準（中央⼤通りトータルデザイン）やトー
タルデザインに基づく補助制度を運⽤し、⺠間建築物の機
能と景観の誘導を図っている。

これらの取組により⼀定の改善の兆しが確認できるもの
の、今後も引き続き、地⽅創⽣として⽬指す将来像を実現
するため、中⼼市街地の活性化に向けた取組を強化・推進
していく必要がある。
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1-3.街なか未来技術活⽤モデルプラン策定業務の概要

未来技術活⽤による
先⾏事例調査

（⾼松・神⼾・裾野・柏・会津若
松を訪問しヒアリング）

中⼼市街地における
未来技術の導⼊可能性調査
（NEC、九州電⼒の取組、市⺠活

動団体をヒアリング）

佐賀駅バスセンターのサイン
再編に向けた基礎調査

（利⽤者及び事業者の調査、熊本、
⼋⼾バスターミナルヒアリング）

有識者会議
第1回 2020.9.10
第2回 2021.1.19
第3回 2021.4.22

街なか未来技術活⽤
モデルプラン

佐賀駅バスセンター
サイン再編計画

本業務では、様々な事例調査と有識者会議における専⾨家からの意⾒をもとに、中⼼市街地において、IoT、AIなどの未
来技術を活⽤し、街の利便性や回遊性を⾼めることを⽬的とするモデルプランと、交通の結節点である佐賀駅バスセン

ターの利便性を⾼めることを⽬的とするサイン再編計画を策定した。

4



1-4.Society5.0とスマートシティ

我が国におけるスマートシティ政策は、2010年頃から本格化し、地域全体でのエネルギー効率化を⽬指すスマートコ
ミュニティ（経済産業省）や、地域課題解決型のICTスマートタウン構想（総務省）など、様々なアプローチから未来技術
実装による地域づくりが試みられてきた。

2019年には、これらの取組を⼀歩進める形で、統合イノベーション戦略2019に基づき、内閣府、総務省、経済産業省、
国⼟交通省が連携し「スマートシティ官⺠連携プラットフォーム」が発⾜した。このプラットフォームには、産学官⺠か

ら約500団体が集まり、官⺠連携によるスマートシティのあり⽅を検討し、実証・実装に向けて取り組んでいる。

また、2020年5⽉には、スーパーシティ法（国家戦略特別区域法の改正）が成⽴し、スーパーシティ実現に向けた取組

が、全国的に盛んに議論されるようになった。スーパーシティの特徴は、様々な課題分野のうち、5つ以上の課題横断型の
取組であることや、2030年を⽬標とした取組であること、住⺠と協働する取組であることなど、従来のスマートシティか
ら⼀歩踏み込んだ内容となっている。

これらの潮流は、未来技術を地域に実装する取組であり、我が国が⽬指すSociety5.0を実現するプロセスと⾔うことが
できる。未来技術の活⽤によって、中⼼市街地を利便性が⾼く活⼒のある街に再構築していく過程において、国、地⽅公

共団体、⺠間などのスマートシティ、スーパーシティに関連する動向に注視していく必要がある。
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1-5.スマートシティ・スーパーシティの潮流
国内で取り組まれているスマートシティ政策は、当初、エネルギー分野や公共交通分野といった個別政策として取り組

まれることが多かったが、現在は、複数の分野におけるデータ連携や共有、AI、IoTなどを活⽤したより⾼度なデータ活⽤

や都市間連携へとコンセプトが進化しつつある。

2010年〜

DATA1 DATA2 DATA3

Service1 Service2 Service3

2017年〜

DATA1＋2＋3

Service1 Service2 Service3

2020年〜

より複雑なDATA群

⾼度な
Service

⾼度な
Service

外部DB

外部
サービス

• エネルギー、防災、交通など、分野ごとにデータを収集し、そのデータをも
とに各種サービスを展開（サイロ型の仕組み）

• カテゴリや案件ごとに管理

• 複数カテゴリのデータを、1つのデータベース（データプラットフォーム）
上に格納し、そこから複数のアプリケーション（サービス）を展開

• あらゆるデータ群を格納したデータプラットフォームだけでなく、様々なデー
タがAPIで連携する基盤（都市OS）

• 外部連携や都市間連携も視野に開発

• データを参照したサードパーティ製サービス展開など（官⺠連携）

• 取得データの市⺠への提供、データに基づく市⺠協働活動の推進
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1-6.佐賀市中⼼市街地に未来技術の実装を

ＳＡＧＡスマート街なかプロジェクトの考え⽅

• 国内外で推進されるスマートシティ、スーパーシティの取組を参考にしながら、佐賀市の中⼼市
街地に合った規模感のプランをまとめる。

• 既存の技術を導⼊するだけでなく、未来志向の取組とする。

• 市⺠協働、官⺠連携を⼗分に意識した取組とする。

• 市⺠のプライバシーへの配慮などを含め、住⺠との合意形成を得ながら取組を進める。

• 事業期間終了後に、持続的に運⽤を続けられる枠組みを構築する。

SAGAスマート街なかプロジェクト
「街なか未来技術活⽤モデルプラン」を策定するに当たり、この⼀連の取組にスマートシティ・スーパーシティの思考プ
ロセスを導⼊することを決め、「ＳＡＧＡスマート街なかプロジェクト」と呼ぶこととした。
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2.プロジェクトの⽅向性
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2-1.先進事例調査

未来技術活⽤による先⾏事例調査

• 10⽉20⽇（⽕）⾹川県⾼松市

• 10⽉21⽇（⽔）兵庫県神⼾市 ※12⽉24⽇（⽊）に追加ヒアリング

• 10⽉27⽇（⽕）静岡県裾野市

• 10⽉30⽇（⾦）千葉県柏市（柏の葉アーバンデザインセンター｜UDCK）

• 11⽉ 4⽇（⽔）福島県会津若松市

中⼼市街地における未来技術の導⼊可能性調査

• 東京都六本⽊商店街のスマート街路灯導⼊について（NEC）

• 福岡市「多機能AIカメラ」を活⽤した⼈流解析等実証事業（九州電⼒、オプティム）

• 中⼼市街地で活動する団体へのヒアリング（佐賀未来創造基⾦、中央⼤通りエリアマネジメント協議会）

今回、スマートシティの実証事業などに早くから取り組む地⽅公共団体を対象として調査を実施し、取組内容や体制、
運⽤上の課題、今後の⽅向性などについてヒアリングを⾏った。また、AI、IoTなどの未来技術を街なかにどのように実装

していくかを検討するための材料として、各地の実証事例を調査して可能性と課題を探った。さらには、中⼼市街地で活
動する事業者などが、未来技術について何を期待し、どのような活⽤を考えているかについてもヒアリングを⾏った。
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2-2.調査から⾒えてきたキーワード

2-2-1.技術オリエンテッドの限界
これまで、多くの地⽅公共団体において、防災、観光、交通、教育、⼦育て、福祉など様々な分野で未来技術を

導⼊する実証実験が⾏われてきた。これらの取組の多くは、分野、サービスごとにシステムがスタンドアロンで成
り⽴っている、いわゆるサイロ型の仕組みであり、サービス間連携やデータ共有の概念が希薄である。また、ス
マートシティへの取組を先駆的に実施した地⽅公共団体においてもデータ連携の仕組みは限定的であった。

⼀⽅で、技術を地域に落とし込む際に⼤きな課題となるのが、導⼊技術と市⺠ニーズの乖離である。多くの地⽅
公共団体で、未来技術と受益者である市⺠や事業者のニーズが乖離しているために、両者を仲介することが課題と
なっていることが分かった。

2-2-2.データ連携基盤（都市OS）
今回調査した複数の地域で、スマートシティの礎となるデータ連携基盤（都市OS）の課題について⾔及された。

データ連携基盤が都市に関するあらゆるデータを格納し、データ連携を視野にサービスを組み⽴てることを想定さ

れているものの、⼗分に機能しているとは⾔い難いケースがあった。また、機能⾯の過不⾜や運⽤コストの課題も
多く⾒られた。

各地域での取組は、様々な分野で実証事業が繰り返されており、知⾒の蓄積が進んでいるものの、まだ明確な成功モデ
ルがなく試⾏錯誤されていることが分かった。これは国内だけでなく世界中のスマートシティの課題である。Google社が

カナダのトロントでスマートシティに取り組んだものの、2020年に諸般の事情から撤退せざるを得なかったことも、取組
の複雑さと難しさを物語っている。
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【資料】データ連携基盤（都市OS）の概念

端末
外部システム
（例）

データ連携基盤
（都市OS）

アプリケーション
サービス（例）

各種センサー AIカメラ
⾏政データ

（OpenData）
外部システム

防災系
サービス

交通系
サービス

健康系
サービス

その他
情報サービス

⽔位 画像 地図等 位置情報

様々なデータを格納し、連携させるための仕組み
認証機能、セキュリティ、外部連携APIの仕組み

API
複数のデータを組み合わせ、様々なサービスを展開

これからのデータ連携基盤は、⻑期的視点（20〜30年）に基づき構築することが重要である。ベンダーロックインを排
除し、APIなどにより拡張性を担保することで、都市間、サービス間連携や、サードパーティ製のサービス拡充をイメージ

しておく必要がある。
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2-2.調査から⾒えてきたキーワード

2-2-3.パーソナルデータとの連携
今回調査した複数の地⽅公共団体で、パーソナルデータの活⽤⽅法について⾔及された。これまでのスマートシ

ティの実証事業では、様々なセンサー経由で取得したビッグデータや、地⽅公共団体が保有するオープンデータな

どを活⽤するケースが多かった。

⼀⽅で、情報銀⾏（※）などのようなパーソナルデータを個⼈が管理することでメリットを享受する仕組みが導

⼊されているケースは少ない。そのような中、今回ヒアリング調査を実施した柏の葉アーバンデザインセンターで
は、パーソナルデータを市⺠のヘルスケアに活⽤する取組が始まっている。さらには、観光戦略のエビデンスとす
るため購買データなどと連携させたいという意⾒も聞かれた。

2-2-4.住⺠との合意形成
スマートシティに先駆的に取り組んでいる地⽅公共団体では、導⼊される未来技術と住⺠ニーズの溝を埋めるた

め、「合意形成」を重視され始めていることが分かった。

AIカメラを実装して⼈流解析などを⾏う六本⽊では、プライバシー保護などの観点から、住⺠と協議する時間を
⼗分に設けられている。また、加古川市では、バルセロナ市が取り⼊れている住⺠の合意形成を醸成するオンライ
ンサービスDecidim（ディシディム）を導⼊し、稼働を始めている。
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※情報銀⾏とは、⾏動や購買の履歴など、個⼈に紐付いた情報やデータを、その個⼈からの預託を受けて⼀元管理する仕組みである。
情報を預けた側は、それらの情報を利⽤した事業者などから便益を受けることができる。



2-2.調査から⾒えてきたキーワード

2-2-5.⽬指すべき⽅向性「スマートシティ2.0」
今回のヒアリング調査では、⻑年スマートシティ政策に取り組んできた先進地域や、スマートシティの要素となる未来技
術について情報収集を⾏った。この調査を通じて⾒えてきた⽅向性が「スマートシティ2.0」という概念である。導⼊可能
な「技術」から⼊るのではなく、「⼈」を中⼼に考えること、市⺠とともにボトムアップ型で創り上げていくことなど、
⽰唆に富む概念であり、「ＳＡＧＡスマート街なかプロジェクト」に相応しい考え⽅と⾔える。

スマートシティ1.0 スマートシティ2.0

視点 技術・経済の焦点/機能第⼀ ⾏政・政策運営に焦点/⼈間第⼀

政策の⽴案・実⾏ トップダウン 住⺠と⾏政の双⽅向・協働

技術の役割と活⽤ 技術の利⽤可能性・実現可能性を重視 都市・市⺠のニーズに基づき開発・利⽤

都市・市⺠役割 考慮されず（エンドユーザー・消費者としての
み考慮）住⺠＝有権者

スマートシティ開発の主導的⽴場
住⺠＝共同クリエーター

アプローチ⽅法 問題の解消 解決策の創出

最終的な⽬的 サービスのデリバリー サービスのイノベーション

出典｜⽇本総合研究所レポート「ユーザー・ドリブン・イノベーションによるスマートな街づくりに向けてー海外における「スマートシティ
2.0」への取り組み ー調査部主任研究員 野村敦⼦」より引⽤
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3.街なか未来技術活⽤モデルプラン
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3-1. モデルプランのコンセプト

分野横断を前提とした
データ連携基盤の設計、構築

街なか情報を未来技術を活⽤し最適化
⼈々の⾏動スタイルを再構築

中⼼市街地の活性化

市⺠参加・協働による
ボトムアップ型の未来技術活⽤

事業で得られた知⾒、データを
市⺠や事業者と共有

AI・IoT等の未来技術を駆使し
街なかの様々な情報をデータ化

SAGA
スマート街なか
プロジェクト
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3-2.具体的な施策案〜街なかへの未来技術の実装

多機能型情報メディアの実装

デジタルサイネージ機能
• 地域情報（イベント情報、店舗情報、⾏政情報、他事業で取
得した地域情報）の展開

⼈流や環境データなど、IoTを活⽤したデータ収集
• 街にどのくらい⼈がいるのか、空気質などの環境データはど
うかなど、リアルタイムな街の情報を各種センサーの活⽤に
より取得・蓄積

移動の最適化
• GTFSデータを活⽤した公共交通の最適化や移動⼿段の提案
など、街なか情報との連携を兼ね備えた佐賀市版MaaS
（Mobility as a Service）の実証

⼈の⾏動を促すのは、最適化された情報である。デジタル技術の進歩により、情報はよりリアルタイムに管理すること
ができるようになり、各種データを取得し、整理することも容易になりつつある。こうしたことから、データ取得と情報
発信の機能を兼ね備えた多機能型情報メディアを中⼼市街地に実装することで、⼈の流れを創り出す。

↑JR熊本駅前の
スマートバス停

↓NEC社の
スマート街路灯
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3-3.具体的な施策案〜データ連携基盤の構築

端末
外部システム
（例）

データ連携基盤
（都市OS）

アプリケーション
サービス（例）

各種センサー ⾏政データ
（佐賀市・佐賀県・国）

外部サービス

地域情報
提供サービス

交通系サービス
街なか事業者向け
情報提供サービス

環境・⼈流 GTFS
施設情報等 位置情報

様々なデータを格納し、連携させるための仕組み

API
複数のデータを組み合わせ、様々なサービスを展開

データ連携基盤を核としたデータ取得と利活⽤サービスの実証

17

スマートシティを機能させるリソースとなる各種データを蓄積するデータ連携基盤（都市OS）を、国内外の先⾏事例も
参考にしながら構築する。また、データの取得から格納、整理、サービスへの展開といった⼀連の実証を⾏う。



3-4.具体的な施策案〜取得データの公開と活⽤促進

各種センサーなどで取得してデータ連携基盤上に格納した
データは、市⺠や来街者、街なか事業者向けに可視化して提供
する。さらには、市⺠協働によるデータ利活⽤のきっかけづく
りや街なかの事業者のマーケティング⽀援ツールとしても活⽤

する。

【活⽤事例】

市⺠向け環境データ閲覧ダッシュボード

各種センサーで取得した気温や空気質、照度、騒⾳レベルな

どの情報をスマートフォンで閲覧できる仕組みを提供する。

街なか事業者向け事業⽀援ダッシュボード

佐賀駅周辺や街なかの⼈流、環境データ、⼈出予測などを可
視化して提供する。事業者からの情報（広告）発信も可能な仕

組みとすることでリアルタイムな誘客につなげる。

18

出典｜オープンデータたかまつ（https://opendata-portal.smartcity-takamatsu.jp/dashboard）
スマートシティ⾼松 ダッシュボード/ ⾼松市が市⺠向けに提供するデータの⾒える化ツール

右図｜（参考事例）ウェザーニューズ社の簡易気象測器WxBeacon2を活⽤し、
気象データをリアルタイムで表⽰する実証事業（株式会社ローカルメディアラボ ）



3-5.具体的な施策案〜官⺠連携と市⺠協働
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地域における未来技術実装の鍵は、市⺠が主体的に関わる意
識を醸成することと、様々なステークホルダーが連携すること
である。これらを実現するため、先進地域ではオンライン合意
形成のサービスが⽴ち上がり始めている。「ＳＡＧＡスマート
街なかプロジェクト」においても、オンラインのみならずオフ
ラインも含めて市⺠とともに未来技術の利活⽤について学び、
どのように使うかなどについてディスカッションする機会を
作っていくことが重要である。

【活⽤事例】

たかまつアイデアFACTORY（右上）

⾼松市では、国のスーパーシティ構想への応募を前に、市⺠
のアイデアや疑問の募集や、ディスカッションできるサービス
（市⺠参加型アイデア募集プラットフォーム）を構築している。

加古川市⺠参加型合意形成プラットフォーム（右下）

加古川市では、バルセロナ市が導⼊している住⺠合意形成
ツールDecidim（ディシディム）を採⽤し、⼀般社団法⼈Code 
for Japanと協業し、市⺠参加型合意形成プラットホームを構
築している。こうした取組は、横浜市などの他地域にも広がっ
ている。

出典｜たかまつアイデアFACTORY（https://ideabox.smartcity-takamatsu.jp/）

出典｜加古川市⺠参加型合意形成プラットフォーム（https://kakogawa.diycities.jp/）



3-6.実証サービスのイメージ
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各種センサー
⼈流・環境などをセン
サーで取得し送信

街なかのデータ・情報
佐賀市が保有する

データ

公共交通の各種情報
時刻、現在位置など
（佐賀県、国など）

IoTによる
ビッグデータ

取得

地域情報の
オープンデー

タ化

外部から取得
し連携する各
種データ

データ連携基盤
（都市OS）

街なか事業者による情報発信
（地域情報・⺠間広告）

情報管理
システム

デ
"
タ
外
部
連
携
シ
ス
テ
ム
︵API)

交通情報
街なか情報
気象情報
各種
お知らせ

多機能型情報メディア
（デジタルサイネージ）

市⺠、街なか事業者向け
情報提供ダッシュボード

センサーによって取得された各種データ



3-7.期待される成果
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⼈の流れをつくり、中⼼市街地を活性化
街なかの様々な情報をリアルタイムに展開することで、街なかの回遊性を⾼めることができる。多機能情報メ

ディアの情報を⾒て、周辺の商業施設を訪れたり、連携したスマートフォンアプリに情報を届け、消費⾏動を促し

たりすることが考えられる。街なかの情報と⼈を最適につなぐことで中⼼市街地の活性化につなげる。

市⺠とともに中⼼市街地を再構築
オンライン合意形成ツールや、オフラインでのワークショップなどを展開することで、市⺠とともにスマートな

街なかを設計・構築する。このプロセスに参加する機会を創出することで、スマートシティ形成に重要な要素であ
る市⺠の地域への愛着「シビックプライド」の醸成を図ることができる。

データに基づく政策⽴案（EBPM）
収集・分析した様々なデータに基づく事業を展開し、PDCAサイクルを確⽴することで、持続的な中⼼市街地の活

性化を実現することができる。

データ連携基盤（都市OS）周辺に⽣まれる新規ビジネス
データアクセスのAPI化など、開かれたデータ連携基盤を実現することで、それらを活⽤したスタートアップ企業

の創出や、既存ビジネスの拡⼤などが期待できる。



4.佐賀駅バスセンターサイン再編計画
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• サイン設置計画
• サインデザイン
• CGパース

• バスセンター利⽤者
アンケート調査

• バスセンター事業者
ヒアリング調査

• サイン設置案を提⽰
し、設置箇所、デザ
インについて再検討

• 全てのサインを⼀覧
化し重要度を精査

• サインの取捨選択、
及び設置箇所を検討

4-1.サイン再編計画の策定フロー
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サイン再編計画の策定に当たっては、佐賀駅バスセンターの動線と案内サイン、室内と室外（バス乗り場）の関係性な
どの現状調査からスタートした。定量調査、定性調査の⼿法を織り交ぜながら、利便性の⾼い佐賀駅バスセンターのあり

⽅をまとめた。また、交通の結節点である佐賀駅バスセンターと街なかエリアをどのようにつなぎ、市⺠や来街者の移動
を最適化するかを検討した。

• 佐賀駅バスセンター
内の全てのサイン、
広告等を調査

• 時間帯、曜⽇による
動線変化を調査

現地調査 サイン整理 再構築プラン提⽰ 計画策定

• 熊本桜町バスターミ
ナルヒアリング

• ⼋⼾中⼼街ターミナ
ルヒアリング

先進地視察 調査

• 佐賀県産⽊材利⽤に
ついて検討

• ⼀級建築⼠の助⾔

専⾨家の助⾔



4-2.佐賀駅バスセンターの現状

佐賀駅バスセンターは、1976年にJR佐賀駅の東側⾼架下に開業した。2004年には地下連絡通路を廃⽌し、新たに横断
歩道を敷設して平⾯移動にするなどの⼤規模改修を⾏っている。現在、⼀般社団法⼈佐賀県バス・タクシー協会が運営し

ている。

佐賀駅バスセンターでは、佐賀市交通局、昭和⾃動⾞、祐徳⾃動⾞、⻄鉄バス佐賀の４事業者が乗り⼊れており、佐賀
市内をはじめ、唐津市、⼩城市、武雄市、⿅島市などの県内各地や、福岡県久留⽶市や柳川市を結ぶ路線バスのほか、福
岡市の天神や福岡空港へ向かう⾼速バスも発着している。

バスセンターの施設内では、主な観光地や公共施設を⽰す案内が、多数ある⾏き先の地名に埋もれており、常時利⽤す

る者以外には分かりづらい状況である。また、悪天候や交通事故などによって運⾏ダイヤが乱れた際の利⽤者への周知も
事業者単位で⾏うことが多いなど、利⽤者への分かりやすい案内の観点において課題がある。
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4-3.佐賀駅バスセンターのサインの現状
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掲⽰物の多さによる情報の分かりにくさ

リニューアル当初は、掲⽰物も最低限だったと考えられるが、必要に応じて情報を追加し続けたことで情報量が増
えすぎ、必要な情報を探しづらい現状がある。

情報の統⼀感、デザインコンセプトなどの⼀体感が脆弱

デザインコンセプトに基づいたサイン構築ができていないため、同⼀サイン内でもフォントスタイルやサイズが異
なるなど統⼀感がない。このことが、情報の分かりにくさを助⻑している。

動線の分かりづらさ

当初なかった施設や設備が増えたことで、従来想定されていた動線が遮られるなどの弊害が起こっている。

情報の不正確さと案内の不⾜

施設内の時計の表⽰が⼀定でないなど、⼀部では情報の正確性を⽋くケースもある。また、⾼速バス降⾞後など、
降り場における誘導サインが不⾜しているため、混乱を招いているケースも散⾒される。

周辺施設情報の不⾜

利⽤者調査などでは、JRや周辺施設の情報がない、情報を充実してほしいという意⾒が聞かれた。

佐賀駅バスセンター内の全てのサインや広告類の掲⽰状況を把握するための現地調査を⾏った結果、次のような課題が⾒
えてきた。



4-3.佐賀駅バスセンターのサインの現状
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4-3-1. サイン現況図｜案内サインなど



4-3.佐賀駅バスセンターのサインの現状
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4-3-2. サイン現況図｜床⾯サイン



4-4.サイン再編の⽅向性

28

現地調査、関係事業者や利⽤者へのヒアリングをもとに、サイン再編に向けた6項⽬のコンセプトを抽出し、機能性とデ
ザイン性を両⽴させる⽅向性をまとめた。

動線を補うデザイン
• 施設内を東⻄に通る動線をメーンの動線と設定する。
• 天井の装飾により感覚的に動線をイメージさせることによって、死⾓になっている動線
へのスムーズな誘導を図る。

サイン表⽰の最適化 • 増えすぎたサインを取捨選択し、必ず必要なサインだけを残す。

機能性の最適化 • サインの形状やピクトグラムなど、表⽰基準を明確に設けることで、シンプルかつ⾼い
視認性を実現する。

広告の最適化と⾼度化

• 多数の広告を整理し、他のサインとの競合による分かりにくさが⽣じないように再構築
する。

• デジタルサイネージを活⽤し、動的に季節や時間帯に応じた広告を表⽰するなど、広告
情報の⾼度化を実現する。

⾔語表記の整理

• グローバル化が進む中、より多くの多⾔語表記が求められるが、どの⾔語表記に統⼀す
るかなど課題も多い。

• 静的サインは英語表記のみに統⼀し、観光情報など詳細な説明が必要なものは、デジタ
ルサイネージを活⽤しながら多⾔語対応するなど、技術⾯からの解決を図る。

乗り場の利便性向上 • 乗り場ごとの時刻表⽰をデジタルサイネージ化するなど、利便性の向上を図る。



4-5.バスセンターサインのリデザイン
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街と⼈をつなぐ、⼈と⼈をつなぐ「佐賀駅バスセンター」

• 市⺠はもちろん佐賀への来訪者と⼈、街をつなぐ結節点としての“佐賀駅バスセンター”

• 市⺠には佐賀に対する愛着を、来訪者には佐賀への興味を抱かせる“佐賀駅バスセンター”

• 洗練された雰囲気で利便性が⾼く、思わず滞在したくなる“佐賀駅バスセンター”

• 未来技術で街なかとリンクし、活発な⼈の流れを創出する“佐賀駅バスセンター”

4-5-1. メーンコンセプト



4-5.バスセンターサインのリデザイン
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• 施設内の柱などを有効に使い、分かりやすい乗り場への
案内を実現

• 佐賀県産⽊材を使ったルーバーを設置し、メーンの動線
を表現

• 統⼀感のあるシンプルなサインで、施設情報を分かりや
すく掲⽰

• デジタルサイネージを活⽤し、動的でリアルタイムな情
報を提供

4-5-2. リニューアルの概要



4-5.バスセンターサインのリデザイン
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佐賀市景観計画で定められた「まちゾーン」の⾊彩数値基準に配慮したカラーを採⽤し、南側の乗り場をブルー、⾼速
バス乗り場をオレンジ、北側の降り場などをグリーンで表⽰する。また、誘導ラインと出⼊り⼝ゲートには佐賀県産⽊材

を活⽤し、アクセントと温かみを追加する。

4-5-3. カラー・マテリアルコンセプト



4-5.バスセンターサインのリデザイン
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4-5-4. サインのデザインイメージ



4-5.バスセンターサインのリデザイン
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4-5-5. サインの配置と動線計画



4-5.バスセンターサインのリデザイン
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4-5-6. 配置サインの機能分担



4-5.バスセンターサインのリデザイン
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4-5-7. デジタルサイネージと広告情報の配置



4-5.バスセンターサインのリデザイン

サインを通じて利⽤者に伝えるべき情報には、乗り場や施設の案内など、常
にその場所になければならない“静的サイン“と、季節や時間帯など条件によっ
て可変すべき“動的サイン”が必要である。この動的な情報提供を実現するため
には、デジタルサイネージの導⼊が効果的である。

情報提供⽤サイネージ

イベント情報、観光情報、街なかの店舗情報、緊急時の運⾏情報、各種広告情
報などを表⽰するデジタルサイネージと、それらのコンテンツを管理するシス
テムを導⼊する。

乗り場ごと運⾏情報サイネージ

バス時刻や⾏き先案内などを、乗り場ごとに掲⽰するためのサイネージを導⼊
する。（※コンテンツ内容、管理システム導⼊などに関しては交通政策の観点
も含めた検討が必要となる。）

※右上写真 佐賀駅構内のデジタルサイネージ（参考）

※右下写真 熊本桜町バスターミナルの時刻表サイネージ（参考）
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4-5-8. デジタルサイネージの導⼊



5.おわりに
交通の結節点と街をつなぐデザイン
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5-1.⼆つのプランを結ぶアイデア
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今回の取組において策定した「街なか未来技術活⽤モデルプラン」と「佐賀駅バスセンターサイン再編計画」は、それぞ
れが独⽴したものでなく、シナジー効果を⽣み出すものでなければならない。交通の結節点である佐賀駅バスセンターと佐

賀市中⼼市街地「街なか」をつなぐことを常に意識しながら、2つの計画を実⾏していかなければならない。

佐賀駅バスセンターにおける「デジタルサイネージ」の活⽤
• 街なかのリアルタイムな店舗情報などを佐賀駅バスセンターのデジ
タルサイネージに掲出することにより、バスを利⽤した街なかへの
移動を促す。

• 利⽤者が佐賀駅バスセンターで街なか情報や観光情報を閲覧すると、
移動⼿段も合わせて知ることができる。

街なかに設置する多機能型情報メディアで佐賀駅周辺の施設
情報を掲出
• 佐賀駅周辺のイベント情報、店舗情報がリアルタイムで分かる。
• 移動の最適化（乗り換え案内など）が表⽰される。

佐賀駅バスセンター

佐賀市中⼼市街地（街なか）

地域情報・⽣活情報DB
取得された各種センサーデータ

データ共有化

市⺠・来街者への
情報提供

街なか事業者と
双⽅向で情報共有、


