
2 
 

第１章 調査分析手法 

 
１．１ 調査手法全体像 

１．１．１ 分析データの流れ 

 本調査では、株式会社ゼンリンデータコム社の「混雑統計®」を用いて観光客の行動分析を

行った。「混雑統計®」は、“地域に流出入する人口を把握できる「人の流れ統計データ」”で

あり、以下のフローで提供される。 
 「混雑統計®」は、地域に流出入する人口について、任意の期間を指定して日別・曜日別・

時間帯別に見る事が可能な「流動人口統計データ」等に活用されており、時間ごとに推移す

る地域の人口を可視化することが可能である。 
 

図 1-1 「混雑統計®」の加工・提供フロー 

 
 
 この「混雑統計®」をもとに、下記のフローにしたがい、観光客に焦点を当てた分析用デー

タベースの作成を株式会社ゼンリンデータコム内で行った。詳細な観光客の抽出手法につい

ては次節で説明を行うが、観光圏等、調査対象地域への来訪者の中から、「通過者」や業務目

的で来訪したと想定される「ビジネス客」等を取り除く作業を実施した。 
 なお、これらの処理は全て株式会社ゼンリンデータコム内で実施しており、観光庁及びその

受託事業者である株式会社野村総合研究所は、加工された統計データのみの提供を受けてい

る。 
  

位置情報の
取得・蓄積

株式会社NTTドコモが提供する「ドコモ地図ナビ」サービスの「地図アプリ」・「ご当地ガ
イド」において、オートGPS機能を利用されているユーザーより、利用許諾を得た上で、
位置情報データを蓄積

取得間隔：最短5分間隔
ユーザー数：50～70万人程度（時期により変動・月単位のユニークユーザー数）

位置情報の
加工・提供

統計処理・秘匿／推計処理を行い、集計データに加工

「混雑統計®」
相対的かつ統計的に加工された集合データ
利用者個人の特定は不可能
「人の流れ」を定量的に把握

株式会社NTTドコモが、相対的かつ統計的なデータへの加工を
株式会社ゼンリンデータコムへ委託

本調査への提供（詳細は次ページ図表参照）
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図 1-2 「混雑統計®」をもとにした分析用データベースの作成フロー 

 

 

１．１．２ 分析項目 

 上記分析用データベースを用いて、以下の項目についてデータ分析を実施した。 
 

 マクロ分析 
 観光圏での滞在状況に関する基本分析 

 滞在時間別 日帰り観光客数 
 滞在泊数別 宿泊観光客数 
 観光客パターン別 月別客数 
 平日・休日別 観光客割合 

 出発地との関連分析 
 距離帯別 観光客数と割合 
 出発都道府県別 観光客数と割合 

 観光圏外での立ち寄り・宿泊状況との関連分析 
 観光圏外宿泊観光客の観光圏外宿泊場所 
 観光圏内非宿泊・観光圏外宿泊観光客の観光圏外宿泊場所 
 観光圏外立ち寄り有無・立ち寄り都道府県 
 観光圏外立ち寄り市町村 

 交通手段との関連分析 
 観光圏に来訪する際の幹線交通手段と流入経路 
 出発地からの距離別交通手段と交通経路 

来訪者 通過者

滞在者
業務目的等
（ビジネス客）

観光目的
（観光客）

宿泊観光

日帰り観光

その他

調査対象地域内の滞在時間が3時間未満（仮）の来訪者については、「通過者」と定義し、本調査
における分析の対象外とする。
なお、「滞在者」・「通過者」の判断基準とする3時間（仮）は、調査対象地域を鉄道あるいは自動車
で通過するために必要とされる概ねの時間をもとに設定 ⇒各地域共通基準とすることを想定

営業活動、運送、季節就労等、業務目的で調査対象地域に滞在す
る滞在者は本調査における分析の対象外とする。
月間訪問回数や連続宿泊日数の上限を設け、調査対象から除外す
ることを想定。

宿泊を伴う行程で滞在した観光客
宿泊の有無は午前4時時点の滞在状況
で判別（仮）

片道の移動距離が80kmまたは所要時
間（移動時間と滞在時間の合計）が8時
間以上の旅程で行動した観光客
（旅行・観光消費動向調査の定義に準拠）

80km未満、かつ所要時間8時間未満

日常的な行動範囲として捉えられるこ
とから、本調査における分析の対象外
とする

分析用DB

調査対象地域外から
域内への入込み

統計データとして処理した

情報（メッシュ情報・図表等）の
みを観光庁及び受託事業者に
提供

デ
ー
タ
提
供
事
業
者

受
託
事
業
者

観
光
庁

「出発地」、「観光時

期」、「アクセス手法」等
⇒次ページ以降参照

抽出された宿泊者数等を宿泊旅
行統計調査等の既存統計と突き
合わせ整合性を確認した上で、
分析を開始

マクロ分析

ミクロ分析

クロス分析

統計データ

報告書作成
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 ミクロ分析 

 交流エリアでの滞在状況に関する基本分析 
 交流エリアの滞在者数 
 滞在した交流エリア箇所数分布 
 交流エリアでの平均滞在時間 

 曜日・季節との関連分析 
 交流エリア別平日・休日別の滞在者数、割合、平均滞在時間 
 交流エリア別季節別／月別滞在者数 

 出発地との関連分析 
 出発都道府県別 交流エリアの滞在者数 の比率 
 出発地の距離帯別 交流エリアの滞在者数 の比率 
 出発都道府県別 交流エリアの滞在箇所数 の割合 
 出発地の距離帯別 交流エリアの滞在箇所数 の比率 
 出発都道府県別 交流エリアでの平均滞在時間 
 出発地の距離帯別 交流エリアでの平均滞在時間 

 幹線交通手段との関連分析 
 観光圏外での立ち寄り・宿泊状況との関連分析 

 交流エリア別圏外立ち寄り市町村上位 立ち寄り人数・比率 
 交流エリア別圏外立ち寄り市町村上位 平均滞在時間 

 滞在した交流エリア間の関係性に関する分析 
 滞在した交流エリア別にみた他の交流エリア滞在数 
 滞在した交流エリア間の結びつき 
 滞在した交流エリアの組合せ 

 宿泊場所と交流状況との関連分析 
 交流エリア別宿泊状況 
 連泊している滞在者の宿泊地の組合せ 
 宿泊地と日中の滞在交流エリアの結びつき 

 各交流エリア宿泊者の滞在交流エリア・平均滞在時間 
 

  

マクロ分析との

クロス集計 
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１．２ 観光客の抽出 

１．２．１ 観光客の定義と特定方法 

１）観光客の定義 

 各交通手段（車、電車）における各観光圏の通過必要時間を Google ルート案内で検索したと

ころ、おおむね 2 時間～2 時間半で通過することができた。（ただし、渋滞や短時間の寄り道

は考慮していない） 
 つまり観光圏内に 180 分以上滞在していれば、通過しただけでなく、観光地に立寄り、なん

らかの行動・活動を行ったと考えられる。よって観光圏内に 180 分以上滞在した人を「観光

客」と設定した。 
 
以下は観光圏における通過時間の例 

 阿蘇くじゅう観光圏  
▪ 車の場合、高千穂もしくは都村～小国町間を約 2 時間で通過。 
▪ 電車の場合、観光圏の東西（JR 豊肥線瀬田から豊後竹田）を 2 時間～3 時間で通過

（※乗り換え時間により変動）。 
 にし阿波～剣山・吉野川観光圏  

▪ 車の場合、徳島自動車道を使い、約 1 時間 15 分で通過。  
▪ JR 土讃線・JR 剣山・むろとの場合、2 時間半～3 時間半で通過（※乗り換え時間

により変動）。 
 富良野・美瑛観光圏  

▪ 車の場合、美瑛～占冠村（南北縦断）を約 2 時間 20 分で通過。 
 
２）ビジネス客の除去 

 上記の定義の「観光客」の中には、観光行動を行っていないビジネス客も含まれており、分

析にあたっては除外する必要がある。本分析では、訪問頻度、連続宿泊数により「ビジネス

客」を特定し除外した。 
 訪問頻度については、同一観光圏に月 6 回以上訪問した人はビジネス客と見なした。支店や

工場を訪問する出張者を想定しており、週 1 回以上＝「月 6 回以上」訪問する観光客を分析

対象外とした。 
 連続宿泊数については、同一観光圏内に連続で 8 泊※以上した観光客はビジネス客と見なした。 

 
※8 泊以上の観光客は、レジャー施設や農家などで働く期間従業員やアルバイト等であるこ

とが想定され分析対象から除外した。また 8 泊以上の観光客は、次頁図表の様に「観光客」

全体の 5％を切るので除外による分析結果への影響も軽微だと考えられる。 
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表 1-1 「観光客」の分析対象外付近の泊数分布と割合 

 5 泊以上：2,574 万泊（延宿泊数の 9.7％） 
 6 泊以上：1,972 万泊（延宿泊数の 7.4％） 
 7 泊以上：1,393 万泊（延宿泊数の 5.3％） 
 8 泊以上：1,051 万泊（延宿泊数の 3.9％） 
※観光庁「旅行観光消費動向調査」によると、国内全体の観光・レクリエーションの延宿泊数

は約 2 億 6523 万泊である。 
 
 
１．２．２ 日帰り・宿泊の定義 

日帰り・宿泊（行程区分）の定義は、以下のように設定した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一泊の定義において午前 4 時を選んだ理由として、時間帯別の測位点の動きを比べると、午前

4時が就寝率の高さを理由に最も動きが少なく、宿泊判定をするのに最も適した時間である事が、

過去の調査事例から判明しているため。 
  

行程区分 定   義 

日帰り 

観光旅行全行程で日帰りだった観光客の中で、出発地から観光圏まで

の片道の移動距離が 80 ㎞以上、又は、所要時間（移動時間と滞在時

間の合計）が 8 時間以上の観光客 

宿泊 

観光圏内外に関わらず、旅行中に 1 泊以上した観光客 

（1 泊の定義 ; 午前 4 時※にいた場所が観光圏内） 
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１．３ 観光圏等分析対象地域の抽出 

１．３．１ 観光圏の圏域設定方法 

１）6 観光圏の圏域設定方法 

 阿蘇くじゅう～富良野・美瑛までの 6 観光圏の圏域は、各観光圏の整備計画書に記載の通り

の圏域設定とした。 

対象地域名 区域 

富良野・美瑛観光圏 北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、 
南富良野町、占冠村 

雪国観光圏 新潟県：魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町 
群馬県：みなかみ町 
長野県：栄村 

八ヶ岳観光圏 山梨県：北杜市 
長野県：富士見町、原村 

にし阿波～剣山・吉野川観光圏 徳島県：美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町 

佐世保・小値賀観光圏 長崎県：佐世保市、小値賀町 

阿蘇くじゅう観光圏 熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、 
南阿蘇村、西原村、山都町（旧矢部町、旧清和村
は除く） 

大分県：竹田市 
宮崎県：高千穂町 

 

２）富士山エリア・福島県全域の圏域設定方法 

 福島県に関しては、福島県全域を圏域として設定した。富士山に関しては世界遺産登録され

た資産地域とその緩衝地帯、保全管理区域を含めてエリア設定した。エリア地図は文化庁 HP
参照（http://www.bunka.go.jp/bunkazai/shoukai/sekai_isan/pdf/ichizu.pdf） 

図 1-3 分析対象地域一覧 

 

富良野・美瑛観光圏
（北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、

中富良野町、南富良野町、占冠村）

雪国観光圏
（新潟県：魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、

津南町、群馬県：みなかみ町、長野県：栄村）

「海風の国」佐世保・小値賀観光圏
（長崎県：佐世保市、小値賀町）

にし阿波～剣山・吉野川観光圏
（徳島県：美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町

阿蘇くじゅう観光圏
（熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、
南阿蘇村、山郡町、大分県：竹田市、宮崎県：高千穂町）

八ヶ岳観光圏
（山梨県：北杜市、長野県：富士見町、原村）

富士山周辺地区

福島県全域

凡例
整備実施計画認定観光圏

その他地域



8 
 

１．３．２ 交流エリアの設定方法 

 各観光圏整備計画に示された滞在促進地区・交流地区、主要観光施設（各種ガイドブック参

照）の所在地、観光統計等から抽出した交流エリア候補地と、混雑度マップ（地図上に観光

客の密集度に応じて色分けしたマップ）を重ね合わせて交流エリア案を作成する。 
 その後、観光圏におけるヒアリングを通して、既存統計結果や、観光圏の戦略等との整合性

を確認し、最終的な交流エリアを決定する。なお交流エリアは町丁目単位で設定する。ただ

し、阿蘇山上など、町丁目単位での設定が困難なエリアについては、別途エリアを設定する。 
図 1-4 交流エリアの設定フロー 

 

 
 

１．３．３ 設定した分析対象圏域、及び交流エリアマップ 

 上記のフローに基づき、設定した分析対象圏域、及び交流エリアをマップ上に図示する。 
 

  

主要観光施設、観光統計等
より交流エリア候補地を抽出

交流エリア（案）の作成

混雑度マップの作成

交流エリア（案）の修正

混雑度が高い
エリアの確認

観光圏ヒアリング
既存統計結果や

観光圏の戦略等と
の整合性の確認

交流エリアの決定

観光客の抽出

重ねあわせ、
検証
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図 1-5 交流エリアの設定（富良野・美瑛観光圏） 

 
 

図 1-6 交流エリアの設定（雪国観光圏） 
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図 1-7 交流エリアの設定（八ヶ岳観光圏） 

 
 

図 1-8 交流エリアの設定（にし阿波～剣山・吉野川観光圏） 
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図 1-9 交流エリアの設定（佐世保・小値賀観光圏 本島部） 

 
 

図 1-10 交流エリアの設定（佐世保・小値賀観光圏 島嶼部） 
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図 1-11 交流エリアの設定（阿蘇くじゅう観光圏） 

 
 

図 1-12 交流エリアの設定（富士山エリア） 

 

観光圏外
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図 1-13 交流エリアの設定（福島県全域） 
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１．４ 観光行動分析に係る設定 

１．４．１ 宿泊・日帰りパターン 4 区分の設定 

 本分析では、観光客の活動を 4 パターンに分けて分析した。 
 日帰りとは、通常は出発地から直接観光圏に行き、観光圏外に立ち寄り・宿泊せずに自宅へ

戻ったパターン（以下パターン①）を言う。本分析では、観光圏には宿泊しなかったが、他

の地域で宿泊したパターン（以下パターン②）も扱う。これを「他地域宿泊、観光圏内日帰

り」と定義した。 
 観光圏からみれば、パターン①、②共に日帰り観光客であり、パターン③、④は宿泊観光客

である。 
 

表 1-2 宿泊・日帰りパターン 4 区分 

パターン 

番号 

宿泊の有無 

パターンの定義 
観光圏外

宿泊 
観光圏内

宿泊 

① 無 無 全行程日帰り 

② 有 無 
他地域宿泊 

観光圏内は日帰り 

③ 無 有 観光圏内のみ宿泊 

④ 有 有 観光圏外で宿泊 

 
１．４．２ 平日・休日の設定 

 本分析では、観光客の滞在日程について平休日を分けて分析している。以下のように平休日

を定義した。 
 平日は月曜～金曜、休日は土曜、日曜、祝日とした。 
 マクロ分析においては、簡易分析の為、到着日の曜日で平休日を定義する。つまり金曜日に

観光圏に到着し、日曜日に自宅に帰宅した観光客は、到着した曜日が平日の為、「平日に滞在

した観光客」と定義した。 
 一方、ミクロ分析においては、より詳細な分析が求められる為、滞在した交流エリアごとに

観光客の滞在した日程すべての平休日をカウントした。つまり金曜到着、日曜帰宅の観光客

は「平日 1 日、休日 2 日滞在した観光客」と定義した。また同日に同じ交流エリアに２度滞

在（一度滞在していた交流エリアを出たあとに、また戻って滞在するパターン）した場合は、

1 日とカウントした。なお観光圏外での滞在については平休日分析の対象外なので、全行程

で観光圏外のみに滞在した日程があっても、平休日のカウントはされない。 
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１．４．３ 往復の幹線交通・交通経路の判定方法 

１）幹線交通手段 

 幹線交通手段とは、観光客が観光圏に来訪する際に利用した主要交通手段を指し、飛行機、

電車、車の 3 分類とする。 

 幹線交通手段の判定方法は、空港を利用していれば飛行機、駅を利用していれば電車、道路

を利用していれば車と判定する。（利用判定は、空港、駅、道路に架空の関所を設けて、通過

すると利用したと判定する。） 

 ただし、大半の観光客は複数の交通手段を利用するので、複数ある交通手段のうち何が幹線

交通かを判定する優先順位は飛行機、電車、車の順番とした。  

 例えば、東京から福岡空港に移動し、福岡空港から電車で熊本駅まで向い、そこからレンタ

カーで阿蘇・くじゅう観光圏に来訪した場合の幹線交通手段は「飛行機」となる。 

 
２）交通経路 

 交通経路とは、観光客が観光圏入りする際に通った経路である。来訪の際に利用すると思わ

れる、観光圏周辺の各交通経路に架空の関所を設け、その関所を通過すれば関所が設置され

ている経路を通過したとみなす。  

図 1-14 行き帰りの幹線交通手段・交通経路の判定イメージ 

 

阿蘇くじゅう
観光圏

福岡
空港

幹線交通手段判定のイメージ

→例えば、赤色の経路で観光圏入りした場合
は、幹線交通手段は飛行機となる。

道路

関所

凡例

「関所」による交通経路判定のイメージ

→例えば、以下の様に、架空の関所を設け、その地点を通過したら
国道218号線経由で観光圏入りしたとみなす。

通過した経路

例）阿蘇に車で南から入る場合

例）福岡空港で降り、阿蘇観光圏に向う観光客の場合
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１．４．４ 観光圏外での立ち寄り・宿泊の判定方法 

 観光圏と観光圏外の地域の結びつきを把握する目的で観光圏外立ち寄り場所を分析する。 観
光圏への来訪前後に観光圏外で 30 分以上立ち寄った観光客を「観光圏外立ち寄り」観光客と

定義する。  
 観光圏外での立ち寄り・宿泊分析において以下の分析条件を設定した。 

 観光圏外地域名は市町村レベルで記載した。  
 以下図表の様に、5分間隔の GPS測位点が 6 個連続、かつ近接してプロットされた場合、

そのプロットされた市町村に 30 分以上に立ち寄ったとみなした。  
 午前 4 時点で、観光圏外にいた場合は、「観光圏外宿泊」とした。 

 
図 1-15 「観光圏外立ち寄り」の判定イメージ 

 
  

阿蘇くじゅう
観光圏

○×市

道路

GPS測位点

凡例

通過した経路

⇒5分ごとのＧＰＳ測位点をつな

げた線を、通過した経路とみ
なしている。

⇒GPS測位点を中心に数百メートルの円（測位レベル
によって円の大きさは350m/600m/1200mまで異な
る）を描き、その円が6つ連続で重なった場合、その
重なったエリアの市町村に滞在したとみなした
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１．４．５ 交流エリアでの滞在・宿泊の判定方法 

 交流エリア内に 30 分以上滞在した観光客を「交流エリア滞在」観光客と定義する。一カ所の

交流エリアに、連続して 30 分以上滞在した場合、交流エリア内に滞在した観光客とみなした。 
図 1-16 「交流エリア滞在」の判定イメージ 

 
⇒5 分ごとのＧＰＳ測位点が連続して一カ所に 6 個プロットされると「連続して一カ所に 30 分程度滞在」

したと判定。 
 
 
１．４．６ 交流エリアでの滞在時間の設定方法 

 各交流エリアでの午前10時～午後6時の間の滞在時間の平均を「平均滞在時間」と定義する。 
 時間帯別に観光客の測位点の動きを観察した場合、午前 10 時～午後 6 時の間が最も活発に動

いていた。つまり午前 10 時～午後 6 時の間は観光客が主に観光地内を巡る時間帯であり、同

時間帯を滞在時間の測定時間帯として設定した。 
 
 
  

A交流エリア

道路

GPS測位点

凡例

通過した経路

阿蘇くじゅう観光圏
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１．５ 調査分析手法に係る今後の留意点及び課題 

 本調査を実施する中で、当初想定していなかった課題等が明らかとなった。今後、類似の調

査を実施する上での参考情報として、以下に留意点・課題等を記載する。 
 

 分析対象とする観光圏及び交流エリアの規模の違い 

 前述したように、本調査では分析対象とする観光圏及び交流エリアは、各観光圏整備計画に

示された滞在促進地区・交流地区をもとに設定している。 
 そのため、特に交流エリアについては観光圏ごとにその面積が大きく異なる。また、観光圏

全体に占める交流エリア面積比率も、観光圏ごとに異なる。 
 例えば、富良野・美瑛観光圏は、観光圏の面積に対して、交流エリアを広めに設定している。

一方、阿蘇くじゅう観光圏は、狭めに設定している。そのため、阿蘇くじゅう観光圏ではい

ずれの交流エリアにも滞在していない観光客の比率が高くなる傾向があると推測される。  
 今後、観光圏等の地域間横比較分析を行う際には、調査対象とする圏域、またその中に設定

する交流エリア等の圏域は可能な限り同水準とすることが望ましい。 
 

 
 

 観光圏の圏域設定時の留意点 

 GPS を用いた位置情報は、その精度によって多少のズレが生じ得る。そのため、観光圏の境

界付近に滞在している観光客は、場合によっては 5 分ごとに観光圏内外を行き来していると

いう分析結果になる可能性がある。 特に、海沿いに観光スポットが立地している観光圏につ

いては、頻繁に観光圏内外を行き来しているという分析結果になる可能性が高い。  
 本分析において、分析結果検証をするなかで上記問題が明らかとなったため、海岸沿いにつ

いては、若干広めに観光圏域を設定することとした。フェリーやクルーズなど、代表的な海

上や湖上のアクティビティがある観光圏については、その範囲も含めた。 
 観光圏に島が含まれている場合は、島に行くための航路周辺の海域も観光圏域に設定した。 

 

阿蘇くじゅう観光圏における、交流エリアの設定状況 富良野・美瑛観光圏における、交流エリアの設定状況

黒川温泉

杖立温泉

高千穂郷

南阿蘇

高森商店街

宮原商店街

竹田城下町

阿蘇山上

阿蘇神社門前町

阿蘇駅周辺

阿蘇内牧温泉

凡例

交流エリア

阿蘇山上

南阿蘇

宮原商店街

杖立温泉

竹田城下町

阿蘇内牧温泉

阿蘇神社門前町

阿蘇駅周辺

高千穂郷

高森商店街

黒川温泉

観光圏外

占冠地区

美瑛地区

麓郷・山部東山地区

白金温泉地区

中富良野地区

トマム地区

十勝岳温泉地区

上富良野地区

富良野地区

かなやま湖・幾寅地区

凡例

交流エリア

かなやま湖・幾寅地区

トマム地区

上富良野地区

中富良野地区

十勝岳温泉地区

占冠地区

富良野地区

白金温泉地区

美瑛地区

麓郷・山部東山地区
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 性別・年代等の属性情報データがないことによる制約 

 本調査で用いた位置情報データには、性別や年代といった属性情報は付与されていない。そ

のため、各観光圏・交流エリアに滞在した観光客の性別・年代別分布等ができない。  
 観光圏ヒアリング調査においては、分析結果をプロモーション等の施策により有用に反映さ

せるためには、性別・年代別の観光行動を把握したいとい意見が多数聞かれた。  
 また、本調査において各観光圏・交流エリアにおける観光客数の推計を行っているが、現時

点においてオート GPS 機能を利用する年代層には、一定程度の偏りがある可能性も懸念され

る。よって、例えば特に高齢層の訪問数が多い観光圏や交流エリアについては観光客数の推

計値が過小に出る等の課題が生じている可能性も否定できない。 
 データの偏りに関する課題は、今後オート GPS 機能及びオート GPS 機能を用いたモバイル

サービス等の普及が進むことによって、解決の方向に向かうことが想定される。 
 性別や年代といった属性情報の課題については、個人情報保護の観点から慎重に議論を進め

る必要がある。観光分野のみならず、様々な用途で利用可能なビッグデータの取扱いについ

ては、今後の議論の進展が待たれる。 
 


