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1 はじめに 

 
地域にはそれぞれの自然、文化、歴史に基づく特性があり、それが地域

の魅力となっています。当然ながら観光振興の手段は地域によってさまざ

まであり、また社会的、経済的な状況によっても変化します。 

 

昨今、情報通信技術（ICT）は、私たちの生活に身近なものとなってい

ます。ウェブサイトを通じた情報発信、ブログや Twitter 等のソーシャル

メディア1を介したコミュニケーション、スマートフォンで使えるアプリ

ケーションの提供や携帯端末の位置情報の活用など、私たちの生活をより

便利に、より楽しくする、さまざまな可能性があります。 

 

 このような ICT を活用して観光振興を図ろうとする取り組みが今、日本

の各地で行われています。このガイドは、現在進行中のこれらの取り組み

を皆様に紹介するものです。 

 

本サービスガイドは、地域の観光振興に携わる自治体関係者、観光業の

関係者、ならびに観光客の皆様を対象としています。地域関係者の皆様は、

それぞれの地域に参考となる取り組みをご検討いただくために、本サービ

スガイドをご利用ください。観光客の皆様は、旅行をより楽しくするツー

ルを発見していただくために、本サービスガイドをご活用ください。 

 

  

                                                   
1 ブログや Facebook，Twitter 等のインターネット上でユーザー同士が情報を交換

するサービス 
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2 旅行者の ICT 活用の実態 

 

AISCEAS モデルと旅行者の ICT 活用 

 消費者の購買決定プロセスを考えるマーケティング理論として

AISCEAS（アイセアス）モデルと呼ばれる理論があります。これは

Acknowledge（知る）、Interest（関心をもつ）、Search（調べる）、

Compare（比較する）、Examine（検討する）、Action（行動する）、Share

（共有する）の頭文字をとったものです。観光行動もこれに当てはめて考

えることができます。 

 

 

AISCEAS モデルのイメージ 

 

旅行前 

 まず、ある観光スポットや観光プログラムを知ることで旅行のきっかけ

が生まれます。関心を持って調べ、同じようなものがあれば比較して検討

し、旅行の計画を作ります。 

旅行のきっかけは家で見たテレビ番組、ふと見た雑誌、友人との会話な
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どでしょう。最近ではソーシャルメディアのコミュニケーションがきっか

けとなることもあります。関心を持つと、観光パンフレットを見たり、旅

行雑誌を買ったりします。自宅のパソコンで観光ウェブサイトを調べたり、

旅行会社のウェブサイトでツアーや宿泊を比較し、予約することも一般的

です。 

 

旅行中 

次に、実際に旅行に出かけます。旅行中は移動しながら目的地までの行

き方などを確認します。駅や観光案内所でスタッフに尋ねるほか、スマー

トフォンで地図を確認したり、ナビゲーション・サービスを利用したりと

ICT を活用したモバイルサービスの出番が多くなります。スマートフォン

を持たない方にはサイネージ2を利用して情報を提供することもあります。 

 

旅行後 

旅行から帰った後は、旅の感想や自分で撮った写真を旅先で出会った人

に送ったり、友人と共有したりします。今ではソーシャルメディアが普及

し、旅行中にリアルタイムで自分の体験を共有できるようになりました。 

 

  

                                                   
2 デジタル技術を活用して情報を表示する広告サービス 
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アンケートから見た旅行者の ICT 活用の実態 

国内の 20 代～60 代の男女 520 名を対象に、ウェブ上でアンケート

調査を実施しました。アンケートの結果から、多くの人が ICT を活用して

旅行を楽しんでいることが見えてきます。 

 

旅行前 

9 割以上の人が旅行を計画する際、 

情報通信機器3を利用しています。 

パソコンや携帯端末から観光情報を 

得るのは、当たり前のことになって 

います。 

 

旅行中 

7 割以上の人が旅行中に情報通信 

機器を利用しています。 

ナビゲーション・サービスや観光 

情報提供サービスが多くの人に利用 

されています。 

 

旅行後 

約５割の人が旅行後、体験を共有 

するために情報通信機器を利用して 

います。 

特に 20 代女性の８割、２０代男性 

の６割が利用しており、スマートフォ 

ンで旅行の体験を共有しています。 

  

                                                   
3 ここでいう情報通信機器とは、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パソコ

ン、電子書籍、カーナビ、デジタルサイネージ（電子看板）など 
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3 ICT を活用した地域観光振興サービス 

 

ICT を活用した地域観光振興サービスには様々なものがあります。ここ

では、旅行前、旅行中、旅行後に利用される代表的なサービスとその導入

事例を紹介します。 

 

 旅行を計画する方が観光情報を収集するウェブサイト 

 観光情報を交換したり、旅行体験を共有できるソーシャルメディア 

 ドライブ旅行中に目的地までの行き方や周辺の観光情報を収集する

カーナビゲーション 

 旅行中に情報を収集するデジタルサイネージ 

 主に旅行中に情報を収集するモバイル観光案内サービス 

 旅行中に簡易にクレジットカードで決済できるモバイル決済 

 

また、4 章では、外国人観光客への対応として、次の 3 つを紹介します。 

 旅行を計画する方が情報を収集する窓口となるポータルサイト 

 観光情報を交換したり、旅行体験を共有できる海外のソーシャルメデ

ィア 

 どこでも携帯端末が使える通信環境 

 

ＩＣＴサービスと利用シーン 

ＡＩSＣＥＡＳモデル 

 

ＩＣＴサービス 

旅行前 
旅行

中 

旅行

後 

Ａ Ｉ Ｓ Ｃ Ｅ Ａ S 

観光ｳｪﾌﾞｻｲﾄ・ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ(3.1, 4.1)        

ソーシャルメディア(3.2, 4.2)        

カーナビゲーション(3.3)        

デジタルサイネージ(3.4)        

モバイル観光案内サービス(3.5)        

モバイル決済(3.6)        

通信環境(4.3)        

注：青は主な利用シーン、水色は利用可能なシーン 
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3.1 観光ウェブサイト 

 
利用シーン 主に旅行前 
サービスで実現

できること 

地域の観光資源を紹介するウェブサイトは、旅行を計画し

ている方に地域を紹介し、実際に訪れてもらうための窓口

です。その地域に関心を持ち詳しく知りたいと思った方に

対して、来訪する前におすすめスポットやルートなどの情

報を提供することができます。魅力的なウェブサイトは、

旅行を計画している方の興味を喚起し、より多くの観光客

を地域へいざなうことが期待されます。 

運営のビジネス 

モデル 

公共団体では、サイトの構築や機能の拡充には公共の補助

金（数百万円～数千万円）を活用し、サーバ管理費や通信

費などの維持管理を予算（年百万円～1 千万円）で賄うの

が一般的です。民間ではサイトに掲載する広告料を徴収し

て運営することもあります。 

費用対効果 

(メリット・ 

デメリット) 

パンフレット等の紙の広告はその都度、印刷する必要があ

りますが、ウェブサイトでの情報発信はサーバ管理費や通

信費など最低限の費用で広報ができ、情報を更新し、蓄積

していけるメリットがあります。 

ICT で得られる

データの活用 

方法 

アクセス数を分析する無料ツールを用いてアクセス数の多

寡を把握できます。人気のあるコンテンツを把握し、ウェ

ブサイトの構成に反映すれば、魅力あるウェブサイトにし

ていくことが可能です。 
課題 情報の量・質・鮮度を備えたウェブサイトを維持すること

が課題です。そのためには、運営者の強いリーダーシップ

と地域の協力が必要です。情報更新のインセンティブを作

ることも有効です。 

今後の展開 地域の観光資源をデータベース化し、ウェブサイトだけで

なく他のサービスでも効率的に活用できるように整備する

方向にあります。 
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「南房総いいとこどり」（千葉県南房総市観光ウェブサイト） 

 

千葉県南房総地域の観光は

伝統的に海水浴客が中心で日

帰り客が多い地域です。 

「南房総いいとこどり」は、千

葉県南房総市の観光ウェブサ

イトです。旧富浦町と道の駅が

共同で運営し、道の駅が日帰り

ツアーのワンストップ窓口と

なる一括受発注システムを電   http://www.mboso-etoko.jp/ 

子化したのが ICT を活用するきっかけでした。 

インターネットが普及途上にあった平成 13 年に始まり「1 世帯 1 ホーム

ページ」として地域全体に情報発信の機会を提供するよう努めてきました。「1

日 1 件ヘッドラインニュース」など積極的な情報更新が目標です。そのため

市職員や道の駅のスタッフだけでなく、地域の皆さんから情報提供をしてもら

っています。アクセス数は、開設当初の 31 万件から平成 25 年には 303 万

件にも達しています。観光情報の発信のほか、ツアー予約、誰でも投稿できる

機能や地域の特産を販売するオンラインショッピング機能も兼ね備えた総合

的な観光ウェブサイトです。 

 

運営主体 南房総市、道の駅とみうら枇杷倶楽部 
 

取り扱う観光情報 観光施設、宿泊、食、体験、花、旅プラン、モデ
ルコース、ヘッドラインニュース、イベント情報、
地域のニュース、投稿など 

対象ユーザー像 房総地域への観光客及びツアー事業者 

発信情報の収集方法 市職員のほか、特派員、道の駅スタッフ、観光協
会スタッフが発信。地域の店舗のホームページな
ど他サイトからの連動もあり 

利用コスト ユーザー無料、開発には補助金を活用 

利用実績 303 万件アクセス（平成 25 年） 

対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語 
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3.2 ソーシャルメディア 

 

ブログ、Facebook、Twitter、LINE など、オンライン上でユーザー同

士が情報を交換するソーシャルメディアが普及してきました。誰でも利用

できるサービスと会員制のサービスがあります。ソーシャルメディアは、

東日本大震災の時に情報発信の手段として注目されるようになり、今では

42.9％の人が利用しています4。 

 

利用シーン いつでも 
サービスで実現

できること 

ユーザー同士の口コミにより情報が拡散し、結果的にプロ

モーション効果が期待できます。 

運営のビジネス 

モデル 

一般にユーザーの登録は無料ですが、有料サービスもあり

ます。既存サービスを利用するため、開発コストは基本的

に不要です。運営を民間に委託する場合、委託費（年間数

十万円～）がかかります。 

費用対効果 

(メリット・ 

デメリット) 

低コストで情報を発信したり、共有できるメリットがあり

ますが、対象は若い人に限られます。また、ソーシャルメ

ディア特有の「炎上」5や「荒らし」6に晒されるリスクが

あります。 

ICT で得られる

データの活用 

方法 

ユーザーのコメントが得られるのがソーシャルメディアの

特徴です。コメントの分析やアンケート調査を通じて、観

光振興策の評価や今後の企画に活用することができます。 

課題 情報を拡散してくれるフォロワーを増やすには、魅力的な

情報が必要です。またソーシャルメディアでどのような情

報を流すのか、ルールを決めておく必要があります。 

 

  

                                                   
4 平成 23 年度版情報通信白書（総務省） 
5 大量のアクセスや反論コメントが集中し、サーバの動きが遅くなること 
6 不快な書き込みや発言をすること 
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「沖縄離島ガイド・プロジェクト おくなわ」 

 
小規模な団体が全国規模の

PR を行うことは、従来の方法で

は技術・コストの面から難しい

と指摘されてきましたが、ソー

シャルメディアを活用すること

で効率的に PR を行うことが可

能となっています。 

「沖縄離島ガイド・プロジェ

クトおくなわ」は、「知られざる   https://www.facebook.com/okunawajp 

地域の魅力」を効果的に発信する手段として、ソーシャルメディアを活用して

いる事例の一つです。沖縄の有人離島のうち、人や物の行き来が最も少ない 5

つの島の Facebook が開設されており、開設 2 か月で「20,000 いいね！」

を達成したとされています。 

また、情報の発信や更新に各島の島民が携わることで、行政の負荷の削減と、

臨場感あふれるコンテンツの充実の両立が図られています。プロジェクトの一

環として、定期的に島民に対して Facebook の使い方を学ぶ勉強会、管理の

ための勉強会なども開催されています。 

 
運営主体 おくなわプロジェクト推進協議会 

 

取り扱う観光情報 島の歴史、文化、祭事、食、自然の恵み、人々の
暮らしなど 

対象ユーザー像 ソーシャルメディアユーザー、観光客、ツアー事
業者等 

発信情報の収集方法 島民及び外部専門家で構成する情報発信チーム
で島の魅力となる資源を特定し、情報発信 

利用コスト ユーザー無料 
プロジェクトは平成 24 年度までは補助金、平成
25 年度からは各村負担金で運営 

利用実績 34,415 いいね！（平成 26 年 9 月現在） 

対応言語 日本語 
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3.3 カーナビによる観光案内 

 
利用シーン 移動中 
サービスで実現

できること 

公共交通機関よりも自動車が主な移動手段となる地域で

は、観光案内サービスを追加したカーナビは、ドライブ旅

行者の円滑な移動を支援するばかりでなく、地域のいろい

ろな場所に立ち寄ってもらうきっかけを作ることができま

す。初めて訪れた時はバスツアーに参加したが、二度目は

ドライブ旅行をしたいというニーズに対して、リピーター

を満足させるという効果も期待されます。 

運営のビジネス 

モデル 

カーナビはレンタカー業者が導入します。観光情報を搭載

したカーナビは１台 10 万円台～ですが、レンタカー業者

は大量仕入れによる業販価格で購入しています。 

費用対効果 

(メリット・ 

デメリット) 

レンタカーへのカーナビ装備は標準となっています。差別

化のためのオリジナルコンテンツとしてドライブプラン作

成機能をどう提供していくかが焦点のひとつのようです。 

ICT で得られる

データの活用 

方法 

レンタカー業者業はカーナビ・システムをドライブ観光客

へのサービスとして捉えており、データ活用の取り組みは

未だないようです。 
課題 カーナビの案内精度向上も必要ですが、スマホ等保有者へ

のサービス対応が課題になっています。例えば、スマホに

ドライブプラン作成アプリをダウンロードしてもらうこと

で囲い込みを図ることです。 

今後の展開 カーナビはナビ専用アプリをダウンロードしたスマホ等の

端末に代替されていく傾向があることから、今後は強力な

アプリオーナーとしてレンタカー業者が本格的データ活用

に乗り出すかもしれません。 
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マップコード対応カーナビ・システム（ニッポンレンタカー北海道） 

 

北海道は面積が広く、公共の

交通機関でアクセス可能な場所

が限定されているため、道外か

ら訪れる人の多くがレンタカー

を利用しています。住所や電話

番号のない観光地が多いため、

観光地の緯度経度と直接リンク

し、入力も簡単なマップコード

に対応したカーナビ・システム

を導入しています。     マップコードの入力方法を示す英語版ガイド 

ロードマップやカーナビ・システムの検索機能を使い、目的地となる観光地

を決めて 6～10 桁のマップコードを入力すればすぐに道案内が始まります。

外国人観光客が増えていることを踏まえ、カーナビ・システムからの案内音声

は、日英だけでなく中国語・韓国語にも対応しています。 

無料 Wi-Fi を導入する営業所も増えています。今後はドライブプランを作成

できるアプリをスマホやタブレット端末からダウンロード出来るようにして

観光案内サービスの向上を目指すことが課題です。 

 

サービス マップコード対応カーナビ・システム 
（パイオニア、富士通テンなど） 

運営主体 ニッポンレンタカー北海道株式会社 

取り扱う観光情報 地図情報、観光スポット、食、天気情報 

対象ユーザー像 北海道へのドライブ旅行者（レンタカー利用者） 

発信情報の収集方法 地図情報は各社で対応。更新も各社の専用サイト
から SD カードにデータを入れ、カーナビに差し
込んで行う。マップコードはデンソーが一括管理 

利用コスト レンタカー料金に含む 

利用実績 夏場の稼働台数は 4000 台以上。年間貸し渡し件
数は約 26 万件 

対応言語 マップコードの記載されたドライブ用地図は、日
英中（繁体）に対応。カーナビの地図の文字は日
英のみ。音声ガイドは日英中韓に対応 
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3.4 デジタルサイネージ 

 

利用シーン 主に旅行中 
サービスで実現

できること 

地域の観光資源を紹介するデジタルサイネージは、ICT 機

器を持たない方に対しても、おすすめスポットやルートな

どの情報を提供することができます。交通機関や観光施設

に設置されたデジタルサイネージは、人々の興味を喚起し、

地域の様々なスポットを回遊してもらえるようになること

が期待されます。 

運営のビジネス 

モデル 

公共団体の場合、サイネージのコンテンツ整備や設置には

公共の補助金（1 千万円～数千万円）を活用し、維持管理

を予算（年百万円～数百万円）で賄うのが一般的です。維

持費には設置場所の賃料、電気代、通信料、コンテンツ更

新、OS ライセンス料等が必要です。民間団体の場合、広

告費を徴収して運営することもあります。タッチパネルに

よるインタラクティブ方式、電子ポスター形式など仕組み

によって費用は異なり、前者の方が高いようです。 

費用対効果 

(メリット・ 

デメリット) 

パンフレット等の紙の広告はその都度、印刷する必要があ

りますが、サイネージでの情報発信は、情報を随時、更新

していけるメリットがあります。一方、サイネージはコン

テンツ制作とパネル機材の維持費がかかるデメリットがあ

ります。 

ICT で得られる

データの活用 

方法 

ウェブサイトのアクセス数のように、サイネージのタッチ

数を把握し、設置場所が適切かどうかを検証することがで

きます。 

課題 タッチパネル方式のサイネージはコンテンツ制作が大変で

あること、広告料を徴収するビジネスモデルが困難である

こと、iPad 端末が普及してきたことなどの課題があり、経

費を抑えられる電子ポスター形式に移行する動きがありま

す。 
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きさらづ観光コンシェルジュ（千葉県木更津市のﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ） 

 

千葉県木更津市は、神奈川県川

崎市から東京湾アクアラインを通

って車で訪れる日帰り観光客が多

い地域です。 

「きさらづ観光コンシェルジュ」

は、観光情報をドライブ客に提供

するため、アクアラインの海ほた

るパーキングエリアに設置された

デジタルサイネージです。 

木更津市が所有し、NPO 法人   海ほたるにて撮影 

木更 CoN が管理しています。流している情報は、NPO 法人が運営する、地

域情報ポータルサイト「木更 CoN」(http://www.kisacon.jp/)に連動し、自

動的に情報が更新される効率的な仕組みです。ＱＲコードで観光情報を読み取

ることもできます。 

平成 22 年にサービスを開始して以来、平均して月間約 2 万タッチの利用

があります。 

 

運営主体 木更津市が所有 
ＮＰＯ法人木更 CoN が管理 

取り扱う観光情報 レストラン案内、ショッピング・お土産案内、見ど
ころ案内、イベント案内、お知らせ、人・暮らし紹
介 

対象ユーザー像 アクアラインを利用する観光客 

発信情報の収集方法 地域のお店の人が地域情報ポータルサイト「木更
CoN」に情報掲載を申請。「木更 CoN」管理者が
掲載を承認し、情報をポータルに掲載。その情報を
定期的、自動的にサイネージに取り込む 

利用コスト ユーザー無料、開発に補助金を活用 

利用実績 237,637 タッチ（平成 25 年度） 

対応言語 日本語 
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3.5 モバイル観光案内サービス 

 
利用シーン 旅行前も利用可能、特に旅行中に威力を発揮 
サービスで実現

できること 

スマートフォンなどへ観光情報を発信するモバイル観光案

内サービスは、携帯端末のユーザーに地域に関心を持って

もらうのが狙いです。さらに旅行中には観光案内(ナビ)で

利便性を向上するほか、スタンプラリーやクーポン発信な

どを活用した誘客効果も期待できます。 

運営のビジネス 

モデル 

公共団体の場合、サービス構築や機能を拡充する時には地

域振興目的の公共の補助金（数百万円～数千万円）を活用

して民間に開発を委託。維持管理費を予算（年百万程度～）

で賄うのが一般的です。民間団体の場合、広告費を徴収し

て運営することもあります。自前でサーバ管理をするタイ

プ、クラウドサービスを利用するタイプなどがあります。 

費用対効果 

(メリット・ 

デメリット) 

パンフレット等の紙の広告はその都度、印刷する必要があ

りますが、携帯サイトへの情報発信はサーバ管理費や通信

費など最低限の費用で広報ができ、情報を更新し、蓄積し

ていけるメリットがあります。 

しかし、対象者は携帯端末の保有者に限定されることから、

シニア層にはサービスが届きにくいといえます。 

ICT で得られる

データの活用 

方法 

モバイルサービスでは利用者の位置情報を取得することが

可能です。利用者が一定区域に入ると情報を配信するプッ

シュ型の広告・クーポン配信を活用した誘客プロモーショ

ンが可能です。また、ユーザーの行動データを集積し、行

動経路やパターンを分析することも可能です。 

課題 情報の量・質・鮮度を備えたサービスを維持すること、ビ

ジネスモデルを確立することが課題です。地域情報の提供

やプロモーションへの参加などに地域の協力が必要であ

り、地域の方が参加するためのインセンティブを作ること

が重要です。 
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Japan 2 Go（観光クラウドサービス） 

 

「Japan 2 Go」は、低コストで容易にご当地観光アプリケーションが開

発できるクラウド型の開発・配信プラットフォームです。「沖縄観光情報シス

テムモデル機能強化事業」で構築した多言語対応のプラットフォームとスマー

トフォンアプリケーション「Okinawa2Go!」をベースに大幅に機能を強化し、

正式サービスとして提供中です。「Japan2Go!」のアプリケーションは、GPS

情報を利用して、周辺スポットの情報を配信し、来訪者・観光客の行動を誘発

します。また、個人を特定しない形でアプリケーションユーザーの GPS ログ

を取得しており、統計データとしてログを可視化し、新たな観光施策の基礎デ

ータへの利用が可能です。 

 

http://tm.softbank.jp/cloud/saas/japan2go/ 

運営主体 ソフトバンクテレコム株式会社 

取り扱う観光情報 5 言語の観光スポット情報についてリスト検索、周辺検

索、モデルコース、AR 検索、辿ったルートを地図上に描

画する旅の軌跡、GPS と連動した通知機能で発信 

対象ユーザー像 アプリユーザー：訪日外国人観光客を含む観光客 

アプリオーナー：自治体、観光協会、民間企業等 

発信情報の収集方法 地域で独自に収集したものを Japan2Go!のコンテンツ

管理システムより DB に 1 件ずつ登録、或いはエクセル

のフォーマットより一括登録が可能 

利用コスト アプリユーザー無料、アプリオーナーは初期費用 120 万

円～、運用保守費 5 万円/月～。GPS ログ可視化は別途 

利用実績 非公開 

対応言語 日本語、英語、中国語（繁体、簡体）、韓国語 
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札幌いんふぉ（北海道札幌市のモバイル観光アプリ） 

 

 「札幌いんふぉ」は、札幌市

が平成 24 年に導入した観光ア

プリです。スマホやタブレット

端末のユーザーに観光スポット、

観光マップ、お得なクーポン、

ナビゲーションなど札幌観光に

役立つ情報を提供します。動画

を多用している点も特徴のひとつ   http://www.welcome.city.sapporo.jp/ 

です。 

札幌を訪れる外国人観光客は年々増加しており、平成２５年度の外国人宿泊

者数は前年度比 54.9％増の約 105 万人となりました。「札幌いんふぉ」は、

平成 24 年度のリリース当初より日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、

韓国語で提供しており、平成 26 年 2 月からはタイ語にも対応し、国内外へ

の札幌の魅力の発信と受入体制の充実を図っています。 

サービスを開始した平成 24 年 9 月から平成 26 年 11 月までに約 25 万

件のダウンロードを記録しており、そのうち約 61％が海外からのダウンロー

ドとなっています。アプリの存在を知ってもらうため、外国語版の観光マップ

への情報掲載や海外の旅行博で紹介するなどの広報活動を実施しています。 

 

運営主体 札幌市 
 

取り扱う観光情報 観光スポット・モデルコース（含ナビゲーション）、
札幌・魅力発見、イベント情報、札幌をもっと知
る、グルメなど 

対象ユーザー像 札幌を訪れる観光客 

発信情報の収集方法 主に委託 

利用コスト ユーザー無料 

利用実績 平成 2４年のサービス開始から平成 26 年 11 月
までのダウンロード数は約 25 万（日本人約
39％、外国人約６1％） 

対応言語 日本語、英語、中国語（繁体、簡体）、韓国語、今
年２月からタイ語への対応も開始 
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下町そら散歩・墨田区編（東京下町の観光アプリ） 

 

「下町そら散歩」（㈱エポネット）は、2012 年５月の東京スカイツリー開

業に合わせて、訪れる観光客を対象に開発したまち歩きアプリです。東京スカ

イツリーだけでなく、その周辺地域にも足を延ばして楽しんでもらいたいとい

う狙いがあります。墨田区と墨田区観光協会がコンテンツを提供して民間が自

主的にアプリを開発するという体制で制作運営しています。 

墨田区で定めた 24 のおすすめルートがあり、そこから自由に選べる他、ユ

ーザーが入力したプロフィールに基づいてルートを推奨する機能もあります。

地図を表示してナビケーションをしたり、観光スポットの説明を表示したり、

音声ガイドで楽しむことができます。 

東京の下町は、江戸の庶民の生活の中心としての歴史がありますが、震災や

戦災で建物が焼失し、目に見える観光資源は残っていません。このような地域

では、かつてあった建物を復元して画面上に表示できる AR (Augmented 

Reality 拡張現実) 技術なども効果的にいかせるでしょう。 

 

 

 

運営主体 ㈱エポネット 

取り扱う観光情報 観光スポット、モデルコース 

対象ユーザー像 東京都墨田区・台東区への観光客 

発信情報の収集方法 モデルルート等のコンテンツや施設の位置情報は
自治体が提供 

利用コスト ダウンロード無料 

利用実績 ダウンロード数 30,000～（2014 年 3 月） 

対応言語 日本語、英語 
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くまフォト（くまモンと写真が撮れるＡＲアプリ） 

 

「くまフォト」（㈱ＲＫＫ熊本放送）は、 

スマートフォンをマーカーにかざすと、人気の

ご当地キャラクター「くまモン」が画面上に現

れて一緒に写真が撮れるアプリです。 

熊本放送が開発し、2012 年４月にサービ

スを開始しました。今では熊本県内の観光施設

など約 130 か所に「くまフォト」の看板が設

置されています。企業とのコラボレーションも

行います。例えば時期限定キャンペーンとして

限定版「くまフォト」の看板を設置しておき、

来訪すると限定版の「くまモン」と一緒に写真

がとれるという仕組み等です。      熊本放送にて撮影 

アプリはユーザーに無料で配布し、マーカー付看板の設置料とマーカーの配

布料を事業者から徴収するビジネスモデルです。ダウンロード数は、現在 17

万件を超えています。 

アプリは、ユーザーがダウンロードしたくなるコンテンツが重要で、「くま

モン」の人気が「くまフォト」の成功の鍵といえます。しかし、技術もキャラ

クター人気も永遠ではないため、即応性のある少人数体制で運営する方針です。

このノウハウを使って今後は他のアプリへ展開する可能性もあります。 

 
運営主体 ＲＫＫ熊本放送 

 

取り扱う観光情報 くまモンのイメージ（ＡＲ） 

対象ユーザー像 熊本県在住・来訪するスマートフォン利用者 

利用コスト ダウンロード無料 

利用実績 ダウンロード数 17 万件（2014 年 7 月） 

対応言語 日本語 
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3.6 モバイル決済 

 

利用シーン 旅行中のショッピング、飲食等の支払い時 
サービスで実現

できること 

スマートフォンを活用し、どこでも決済が可能なサービス

が出現しています。事業者のスマートフォンやタブレット

にカード読み取り機を装着するだけでクレジットカード決

済ができ、売り上げなどを専用のウェブサイトで管理する

ことができます。 

運営のビジネス 

モデル 

買い物客がカードで支払うと、支払いを受けた加盟店が決

済手数料をカード決済代行事業者に支払います。通常のク

レジットカード決済と同じ仕組みです。 

費用対効果 

(メリット・ 

デメリット) 

従来のクレジットカード決済は、審査が煩雑、導入費用・

決済手数料が高い、入金に時間がかかる等の理由から、導

入したくてもできない事業者が存在していたとされます。

モバイル決済は、審査が簡単、読取機等の導入費用がかか

らず、手数料が安い・最短翌日で入金される等、個人や中

小事業者でも導入は容易です。ただし、現金決済と比較す

ると、決済手数料が売上から差し引かれるデメリットがあ

ります。 

ICT で得られる

データの活用 

方法 

店内の商品を専用ウェブサイトに登録しておくことで、消

費者が購入した日、購入した商品、リピート状況などが瞬

時に把握できます。 

課題 日本の決済市場を変化させるという期待がある一方で、ユ

ーザー側のセキュリティ等への不安は払拭されていませ

ん。クレジットカード情報の保護や、安全基準などの考え

方を整理していく必要があります。 

将来の展開 イベントや展示会等の外出先での決済や、移動販売の車中

で決済を行うことも可能になります。カード決済の利用率

が高い外国人のニーズに合わせた決済手段を用意すること

にもつながります。 
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日本で利用できるモバイル決済 

 

現在、日本で利用できる主なモバイル決済サー

ビスは「スクエア」、「楽天スマートペイ」、「ペイ

パルヒア」、「コイニー」の 4 つです7。 

事業者のスマートフォンやタブレット端末に小

型のカード読み取り機を装着してクレジットカー

ド決済を行います。スマートフォンに専用のアプ

リをダウンロードして利用するもので、カードの

支払いだけでなく、現金やギフトカードなどの支

払いも管理することができます。 

日本では、クレジットカード利用者が諸外国に比べ少ないとされていますが、

アメリカのように少額のクレジットカード決済が一般的な国もあり、訪日外国

人旅行者が増えるにつれ、決済ニーズが多様化していく可能性があります。 

 

サービス スクエア 楽天スマート

ペイ 

ペイパルヒア コイニー 

運営主体 Squareup 

Pte.LTD. 

楽天株式会社 ソフトバンク

株式会社 

コイニー 

株式会社 

日本での 

提携先 

三井住友カー

ド 

楽天カード - クレディセゾ

ン 

ユーザーが 

利用可能な 

カード 

Visa/Master  Visa/Master/

JCB/AMEX/

Diners 

Club/DISCO

VER 

Visa/Master

/AMEX 

Visa 

/Master/ク

レディセゾン 

利用コスト

（加盟店） 

初期導入費

用：無料 

決済手数料：

3.25％ 

初期導入費

用：無料 

決済手数料：

3.24％ 

初期導入費

用：カードリ

ーダー代 

決済手数料：

3.24％ 

初期導入費

用：無料 

決済手数料：

3.24％ 

対応言語 日本語 日本語 日本語 日本語 

                                                   
7 2014 年 8 月には米アマゾン社がモバイル決済サービスを開始したことを発表した

が、現時点では米国内のみ使用可能 
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4 訪日外国人への対応 

 
増える訪日外国人観光客 

日本を訪れる外国からの観光客は年々増え、2013 年には過去最高の

1,036 万人となりました（政府観光局 JNTO 発表）。内訳は韓国（23.7％）、

台湾（21.3％）、中国（12.7％）を含むアジアが約 8 割、北米や欧州は

約 1 割ずつです。2020 年にオリンピック・パラリンピックが東京で開

催される頃には、2,000 万人超えを目指すという政府目標があります8。 

情報収集はインターネット 

訪日外国人の出発前の旅行情報源は、インターネットが一般的です。個

人のブログ（24.1%）、日本政府観光局や旅行会社、宿泊施設のホームペ

ージ（10～11％）、その他のインターネット（31.8％）が活用されてい

ます9。各種ガイドブック（1.1％～12.2%）よりも、インターネットの

活用が多いようです。 

 旅行中にインターネットを使用する人は 9 割を超えており、ほとんどの

人が実際に ICT 端末を持参しています10。 

言葉、交通、通信が不便 

 旅行中に不便に感じたこととして、英語の説明表示が少ない、路線が複

雑でわかりにくい、インターネットが通じにくいという意見が多数寄せら

れています。 

外国を旅することは非日常の体験ですから、不便さを味わうのも旅の魅

力といえます。しかし、不便さがありつつも満足できる環境を提供できれ

ば、その体験を持ち帰って家族や友人と共有してもらう、あるいは再び訪

れてもらうといった観光振興につながります。そのために ICT が役立つこ

とがあります。 

  

                                                   
8 観光立国実現に向けたアクションプログラム 2014（国土交通省） 
9 訪日外国人の消費動向～訪日外国人消費動向調査結果及び分析 平成 25 年 年次報

告書（観光庁） 
10 平成 24 年度 TIC※利用外国人旅行者調査報告書（日本政府観光局）※Tourist 

Information Center 観光案内所 
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4.1 観光ポータルサイト 

 
利用シーン 主に旅行前 
サービスで実現

できること 

前頁で述べたように、訪日外国人の出発前の旅行情報源は、

インターネットが一般的です。日本の観光資源を紹介する

ポータルサイト11は、旅行を計画している外国の方に日本

を紹介する窓口となります。魅力的なポータルサイトは、

旅行を計画している方の興味を喚起し、より多くの観光客

を地域へいざなうことが期待されます。また、地域の関係

者や自治体は、ポータルサイトを広告媒体として外国人観

光客のプロモーションに活用することができます。 

運営のビジネス 

モデル 

公的なポータルサイトは、主に政府の予算で運営されてい

ますが、賛助団体からの賛助金や広告掲載料を別途徴収し

て運営しています。民間のポータルサイトは、主に広告費

を徴収して運営するビジネスモデルです。 

費用対効果 

(メリット・ 

デメリット) 

パンフレット等の紙の広告はその都度、印刷する必要があ

りますが、ウェブサイトでの情報発信はサーバ管理や通信

費など最低限の費用で広報ができ、情報を更新し、蓄積し

ていけるメリットがあります。画像や動画を多用して情報

を発信できます。 

ICT で得られる

データの活用 

方法 

アクセス数を分析する無料ツールを用いてアクセス数の多

寡を把握できます。人気のあるコンテンツを把握し、ウェ

ブサイトの構成に反映すれば、魅力あるウェブサイトにし

ていくことが可能です。 

課題 情報の量・質・鮮度を備えたウェブサイトを維持すること

が課題です。 

  

                                                   
11 ポータルサイトとは、総合窓口となるウェブサイトのこと 
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「Japan: the Official Guide」（日本政府観光局 JNTO） 

 

「Japan: the Official Guide」

は、政府観光局の観光ポータルサ

イトです。サイトの閲覧数は年々

増加し、年間３億 2,660 万ペー

ジビュー（2012）があります。 

トップページには、全国各地の

名勝地の風景が多くの写真で紹介         http://www.jnto.go.jp/ 

されており、写真ギャラリーの他、動画での紹介もあります。食、ショッピン

グ、交通、宿泊、旅の基礎情報などが掲載されており、観光スポットを地図上

に表示することができます。また、滞在期間に応じたモデルルートが提案され

ています。 

「Japan: the Official Guide」は、ポータルサイトから様々な情報を発信

するとともに、賛助団体・会員の広告媒体としても機能します。数多くの企業

(交通、旅行代理店)や自治体(都道府県、市区町村、観光協会)がパートナーと

なり、サービスやイベント情報の海外発信に活用しています。 

政府の公的ポータルサイトとして、英語、中国語（簡体、繁体（香港）、繁

体（台湾））、韓国語、フランス語、ドイツ語、タイ語、インドネシア語、ポル

トガル語、ロシア語、イタリア語、スペイン語、アラビア語の 14 の言語に対

応しているのが特徴です。 

 

運営主体 日本政府観光局(JNTO) 

取り扱う観光情報 観光スポット、モデルルート、食、ショッピング、
交通、宿泊、旅の基礎情報等 

対象ユーザー像 訪日予定の外国人 

発信情報の収集方法 観光局スタッフ及び会員が情報提供 

利用コスト ユーザー無料 
賛助団体は、賛助金。バナー広告掲載月 15～25
万円 

利用実績 年間 3 億 2,660 万ページビュー（2012） 

対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語等１４か国語 
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「Japan-guide.com」（㈱エクスポートジャパン） 

 

「Japan-guide」は、日本

の旅行情報や生活情報を提供

する訪日外国人向けの日本情

報ポータルサイトです。 

1996 年に開設し、今では月

140 万人がサイトを訪問して

います。英語版の地域別利用者

は、アジア 51％、北米 23％、

ヨーロッパ 16％、オセアニア

8％と幅広く閲覧されています。     http://www.japan-guide.com/ 

「Japan-guide」は、ポータルサイトから様々な情報を発信しつつ、企業

や自治体の広告媒体として機能します。数多くの企業（旅行代理店、観光・宿

泊施設、交通関連、小売業、不動産業、飲食店）、地方自治体がバナー広告や

タイアップ記事広告を掲載し、外国人観光客の誘客プロモーションに役立てて

います。また、「Japan-guide」のユーザーを対象として、訪日外国人・訪日

予定外国人の意識調査を行うことも可能です。 

 

運営主体 ㈱エクスポートジャパン 
 

取り扱う観光情報 旅行情報（日本全国の地域紹介、観光スポット、
宿泊、交通、食、旅の基本情報） 
そのほか生活情報と文化情報 

対象ユーザー像 訪日外国人、訪日予定の外国人 

発信情報の収集方法 英語版はステファン・シャウエッカー(VISIT 
JAPAN 大使)が運営・執筆。中国語版は香港出身
記者が英語版の記事を再構成かつオリジナル記事
を執筆。観光情報は原則、記者が実際に訪問して
作成。 

利用コスト ユーザー無料 
広告料は条件により、月３万円程度から 

利用実績 月 140 万のサイト訪問（平成 25 年） 

対応言語 英語、中国語(繁体、簡体)、韓国語 
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多言語宿泊施設検索システム 

「Japan Hotels ＆Ryokan Search」（JNTOウェブサイト） 

 

JNTO が提供する多言語宿泊

施設検索システムは、観光客が日

本の宿泊施設を事業者横断的に

条件検索できるシステムです。

JNTO ではオンライン宿泊予約

サイトの運営事業者から提供を

受けた施設情報を統一的なフォ

ーマットでデータベース化して

います。検索した宿泊施設情報は、

リストや地図上で一覧表示が可

能です。 

宿泊施設情報には、オンライン  http://www.jnto.go.jp/ja-search/eng/index.php 

予約サイトの当該施設のページにリンクを提供しています。 

宿泊施設側は、訪日旅行者の宿泊者を増加させたい、直接自社のサービスを

発信したいという時に、訪日旅行者の目に留まる機会が増え、集客力アップが

期待できるとされています。 

 

運営主体 JNTO（オフィシャルサイト内） 

 

取り扱う観光情報 宿泊施設情報 

対象ユーザー像 訪日外国人観光客 

発信情報の収集方法 宿泊施設のオンライン予約ページを所有する事業

者から施設情報を提供してもらう。（賛助団体や会

員等） 

利用コスト ユーザー無料 

利用実績 不明 

対応言語 英語、中国語（簡体、繁体）、韓国語 
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4.2 海外ソーシャルメディア 

 
3.2 に述べたように、ブログ、Facebook、Twitter、LINE など、オン

ライン上でユーザー同士が情報を交換するソーシャルメディアが普及し

てきました。観光庁の調査 9 によると、訪日外国人の出発前の旅行情報源

として最も活用されているのは、個人のブログでした。 

外国の方にも地域を訪れてもらいたいという思いから、ウェブサイトの

情報を多言語で発信する自治体が増えています。ここで注意を要するのは、

これらのサイトのサーバがどこにあるか、ということです。 

例えば、中国政府は国民のインターネットサイトへのアクセスを規制し

ています。そのため中国国内のユーザーは、国外のサーバにあるウェブサ

イトやソーシャルメディアが利用できません。中国語のウェブサイトを日

本で作っても、中国にいるユーザーには見てもらえないことになります。

そこで中国からの誘客に期待する日本の企業や自治体では、中国国内にサ

ーバを置くソーシャルメディアを活用して情報を発信しています。 

 

利用シーン いつでも 
サービスで実現できる

こと 

口コミによる情報拡散やターゲット広告による誘

客が期待できます。 

運営のビジネスモデル 一般にユーザーの登録は無料ですが、有料サービス

もあります。運営を民間に委託する場合、委託費（年

間数十万円程度～）がかかります。 

費用対効果 

(メリット・デメリット) 

低コスト運用のメリットがありますが、対象は若い

人に限られます。 

ICT で得られるデータ

の活用方法 

ユーザー属性によるターゲット広告を活用した誘

客が可能です。 

課題 ソーシャルメディアの利用状況は国により異なる

ため、対象国によりどのメディアを利用するかを検

討する必要があります。 
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微博（ウェイボ―、中国ソーシャルメディア） 

 

「微博（ウェイボ―）」は、中国

の新浪公司が運営するミニブログ

サイトです。個人ユーザー5.3 億、

企業ユーザー56 万、政府機関ユー

ザー7 万12と中国最大のソーシャ

ルメディアといわれています。 

Facebook と Twitter 両方の要

素を持っており、双方向の情報交流

が可能です。ユーザーは 140 字の 

コメントを写真や動画とともに投稿 

できます。日本でも政府・自治体・観光関連団体・企業が公式アカウントを開

設しています。たとえば、外国人観光客が滞在中に写真とともにツイートする

とプレゼントがもらえるようなキャンペーンを行っています。 

 

運営主体 新浪公司が場を提供,ユーザーがアカウントを開
設しコンテンツを作成 

取り扱う観光情報 観光スポット、ユーザーの口コミ 
 

対象ユーザー像 微博の登録ユーザー 
 

発信情報の収集方法 発信情報は、ユーザーからの投稿 
企業ユーザーは、投稿分析、フォロワー属性分析、
キーワードモニタリングなどで効果分析が可能 

利用コスト ユーザー無料 
企業や自治体が民間委託する場合、初期費用
118,800 円、運用費用は条件により月額約 35
万円～、ターゲット広告費は別途 

利用実績 個人ユーザー5.3 億人（※10 代、20 代が 84％） 

対応言語 中国語 

 
  

                                                   
12 企業のための微博概要資料（Find Japan 株式会社）数値は 2013 年 10 月現在。 

観光庁のページ 
http://www.weibo.com/visitjapancampaign 
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4.3 通信環境の整備 

 

平成 23 年度の観光庁の調査によると、日本を訪問する外国人観光客の

3 割が、旅行中に困ったこととして無料公衆無線 LAN 環境（Wi-Fi）をあ

げています。無料公衆無線 LAN 環境とは、無料でパソコン等をインター

ネットにワイヤレス接続できる環境のことです。 

日本では、スマートフォンなどの携帯端末を事業者と契約して、事業者

の無線基地局を使うのが一般的です。日本のスマートフォンユーザーは、

インターネットにつながらないという問題はそれほどありません。 

日本を訪れる外国人観光客の 9 割は携帯端末を持参しています。しかし、

日本の事業者と契約しているわけではないため、自分の端末で情報を見た

いと思っても、インターネットに接続することはできません。そこで、無

料でインターネットにつながる Wi-Fi 環境が必要になります。通信環境の

整備には①つながる場所を増やす、あるいは②つながるようにモバイルル

ータを貸し出すという方法があります。 

 

利用シーン 旅行中 
サービスで実現できる

こと 

無料 Wi-Fi を提供することで、外国人観光客の満足

度の向上と誘客効果ができます。 

運営のビジネスモデル ①Wi-Fi 導入には、回線と接続機器（ルータ）が必

要です。店舗にとって導入費は数万円、維持は月額

数千円です。②モバイルルータの貸し出しは無料、

有料で行う場合があります。 

費用対効果 

(メリット・デメリット) 

外国人観光客の誘客効果、滞在時間の延長が期待で

きます。 

ICT で得られるデータ

の活用方法 

Wi-Fi 環境下での通信トラフィックを解析すれば、

利用状況が把握できます。 

課題 現在、Wi-Fi 環境整備は地域により大きな差があり

ます。事業者ごとに登録しなければならず、手続き

が煩わしいという意見があります。 
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山梨 Free Wi-Fi プロジェクト 

 

山梨県では、年々増加する外国

人観光客が無料でインターネット

接続できる Wi-Fi スポットを整備

しています。商店街など狭い地域

で無料 Wi-Fi スポットを整備する

例はありますが、県内全域を対象

に広範囲で整備する事例は珍しい

といえます。 

平成 26 年 9 月末現在で 1,729 箇所を達成し、平成 27 年 12 月までに

2,000 スポット設置が目標です。Wi-Fi の設置場所は多言語サイト「富士の

国やまなし観光ネット」に掲載されており、統一シンボルマークやポスターで

周知しています。平成 25 年から、Wi-Fi サービス「光ステーション」（NTT

東日本）エリアで閲覧できる地域ポータルサイト「Tourist Information」を

提供しており、富士山世界遺産構成資産ガイドブック、指さし会話帳、公共交

通案内、ハザードマップ緊急時災害時の行動支援情報等、観光客のニーズの高

い情報を多言語で一元配信しています。 

景観美観上の基準が厳しい世界遺産構成施設内に Wi-Fi を設置し、多言語の

電子パンフレットをダウンロードして貰うことで施設スペースの有効活用や

紙媒体制作コストの抑制にもつながっています。 

 

運営主体 産官民連携 
山梨県観光部、公益社団法人やまなし観光推進機構、シナプテック

株式会社、東日本電信電話株式会社山梨支店、株式会社クラスト、

エレコム株式会社、サントリーフーズ株式会社、アサヒ飲料株式会

社タケショウ株式会社共同事業体、株式会社ワイヤレスゲート 

対象ユーザー像 外国人観光客及び国内観光客 
（Wi-Fi カードは外国人観光客限定） 

利用コスト 無料（SSID や利用時間は各社異なる） 
Wi-Fi カードの利用で 2 週間無料（NTT 東） 

利用実績 Wi-Fi カードは、観光案内所等に約 4 万枚を配布 

対応言語 英語、中国語（繁体、簡体）、韓国語 
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無料 Wi-Fi サービス 

 

現在、日本で利用できる無料 Wi-Fi サービスは幾つかあり、利用条件も様々

です。例えば、「FREESPOT」13は誰でも無料で Wi-Fi を利用できるサービ

スです。店舗や施設が導入するには回線と導入キットの準備が必要ですが、比

較的低コストで導入・維持できるとされています。 

「NTT East Free Wi-Fi」14は、外国人短期滞在者が 14 日間無料で利用

できるサービスです。ユーザーは、海外でアプリをダウンロードするか、日本

の観光案内所等でパスポートを提示して登録します。店舗や施設がこのサービ

スを導入するには、NTT 東日本の光ステーションの契約が必要です15。サー

ビス提供は、NTT 東日本のサービスエリアに限られています。 

無料 Wi-Fi を使うには、サービス事業者ごとにユーザー登録が必要で、手続

きが煩わしいという問題がありました。そこで利用者の負担を軽減するため、

一度登録しておけば、複数の事業者の Wi-Fi サービスを横断的に使えるアプリ

「Japan Connected Free Wi-Fi」16が登場しています。 

 

サービス名 FREESPOT NTT East Free Wi-Fi 

運営主体 ㈱バッファロー ㈱NTT 東日本 

対象ユーザー像 誰でも 外国人短期滞在者 

導入コスト 初期費用 26,300 円 
月額 2,730 円 

ステーションの工事費用、
月額利用料は条件による 

拠点数 12,084(2014.12) 46,000(2014.5) 

対応言語 日英中（繁・簡）韓 日英中（繁・簡）韓泰 

 
  

                                                   
13 http://freespot.com/ 
14 http://flets.com/freewifi/index.html 
15 https://flets.com/service/?link_id=gn03 
16 http://www.ntt-bp.net/jcfw/ja.html 
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5 ログ分析による観光行動分析 

 
スマートフォンなどの携帯端

末が普及し、端末の位置情報や

アクセスログ等に基づいたサー

ビスが登場しています。現在位

置を特定し、目的地までの道案

内をしたり、その周辺のお店の

情報を表示したり、クーポン等

を発信して店舗へ誘導したりす

るのに活用されています。  

位置情報を自動的に記録（ロ

グ）して１日の行動を確認する

アプリは既に普及しています。

自分の健康管理をしたり、企業      GPS ログイメージ図17 

営業担当者の行動を把握したり等ビジネスでも利用されています。 

GPS ログを活用して、観光行動の分析を行うこともできます。どのよ

うな経路でどこに立ち寄ったか、どれくらいの時間滞在したのかなどを自

動的に記録してモデルルートを検証します。観光客が集まるスポットやル

ートが特定され、長時間滞在する場所や通過するだけの場所が特定できれ

ば、その周辺を整備して観光客の満足度を向上させ、回遊をうながす取り

組みにつなげることもできるでしょう。 

 

 地域観光振興部門がログによる観光行動分析を進める際の留意点 

 個人が所有する携帯端末の場合、端末の発信する位置情報は個人情報に

あたります。データを活用するには、個人から承諾を取る必要があります。

また、個人情報が特定できないような形でデータを収集し、管理する必要

があります。 

                                                   
17 国土地理院地図・空中写真閲覧サービス（http://mapps.gsi.go.jp/maplib 

Search.do）。黄色の線は GPS ログのイメージを示す。 
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GPS ログデータの分析事例（北海道小樽市）18 

 

 調査方法 

ＪＲ小樽駅を訪れた、小樽市を徒歩で観光する旅行客にハンディ GPS ロ

ガーを渡してログデータを取得しています。取得データ 32 件から欠損デ

ータを省いた結果、分析に用いたサンプル数は 23 件です。 

 調査結果 

23 のデータを分類すると、大きく３つのルートがあることがわかりまし

た。最も多いのは中心地を回遊するルートで 13 件、次に多いのが南側を

回遊するルートで９件、最も少ないのが北側を回遊するルートで１件の

みでした。 

一方で、小樽市が提供するモデルルートは、北ルートが多く設定されて

います。この地域には北運河に沿って倉庫群があるのです。 

そこでこの地域の土地利用の変遷を調べたところ、北運河周辺の景観を

形成していた倉庫施設が近年、少なくなっていることが分かりました。

また、小樽市を訪れる観光客は、お菓子やガラス細工に関心をもってい

ますが、北ルートにはそれらの店舗が少ないことも指摘されました。 

 得られる示唆 

サンプル数は限定的ですが、市が提案するモデルルートは観光客が実際

に回遊するルートとは異なっていることがわかりました。 

多くの自治体がおすすめの観光ルートを提案していますが、このように

ログデータを用いて実際に観光客の行動を把握することで、観光ルート

が観光客のニーズにあったものかどうか、検証することができます。 

 

                                                   
18 奥野祐介、橋本雄一、深田秀実、川村壮（2012）「都市内部における観光情報と土

地利用情報の統合データベース構築―北海道小樽市を事例としてー」自然化学とコン

ピュータシンポジウム 2012 年 11 月 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省観光庁 

観光地域振興課 

2014 
 

 

 


