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 新たな北海道総合開発計画を推進するため、外国人来道者の地域的・季節的な偏在を緩和す

べく、レンタカーによるドライブ観光促進社会実験を実施した。 
 ホームページ等に加え平成28年度はクーポンブック、平成29年度はスマートフォンのアプリ

を用いて、道内各地の魅力的な観光資源、特典情報を紹介し、地方部への誘導と旅行需要喚起

を図り、得られたデータから、移動経路や立寄地の他、外国人来道者の動向を分析した。 
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はじめに 
 
 平成28年3月に閣議決定された「新たな北海道総合開

発計画」(8期計画)では、主要施策に「世界水準の観光

地の形成」が掲げられ、観光振興に一層の取組が求めら

れているところである。 
本稿では社会実験で得られた観光動向データからアン

ケート調査、移動経路及び立寄地の調査・分析を行い、

その結果と考察を述べる。 
 
 
1.  ドライブ観光促進社会実験の背景と目的、調査方法

と内容 
 
 近年の訪日外国人観光客の増加に伴い、北海道を訪れ

る外国人観光客も年々増加傾向にある。平成28 年度の

外国人来道者数は230 万人1)となり、北海道においても 
 

 
 

図-1 外国人来道者の推移 

図-2 月別来道外国人旅行者数(平成28年度) 
 

 
図-3 圏域別訪日外国人来道者宿泊延べ数 (平成28年度) 

 
平成32 年度の外国人来道者数500 万人2)を目指して、さ

らなる観光振興に取り組んでいるところである(図-1)。 
観光客の増加は好ましいところではあるが、観光客の

季節による偏りと道央圏への一極集中が生じているとい

う課題が内在している(図-2,3)。このような課題を解決す

る方策として、外国人による北海道ドライブ観光を促進

する社会実験を実施した。 
 
 
 

出典：北海道、日本政府観光局（JNTO） 
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2.  平成28年度社会実験について 
  
(1) 社会実験概要 

平成28 年度社会実験は、平成28 年10～11 月の2 ヶ月の

間、試行的にひがし北海道地域(上川、オホーツク、十

勝、釧路・根室)で実施した(表-1)。観光客の地方部への

周遊を誘導するため、観光施設や宿泊・飲食施設から割

引やノベルティ提供等の特典を提供いただき、英語版の

クーポンブックを全道のレンタカー店舗で外国人レンタ

カー利用者に配布した(図-4)。 
 

(2)  専用ウェブサイトの運営(日本語、英語) 

社会実験ウェブサイトは平成28年8月に仮オープンし、

翌9月に本格的なオープンをした。 

英語版の国・地域別アクセスは、9月16日～12月15日
の3カ月間で総数2,997アクセスであり、香港が716アクセ

スと最多であった。デバイス別アクセスはモバイルから

のアクセスが多く、OS別では、モバイル・タブレット

ではiOSが940アクセスと最多で、次いでAndroidの768ア
クセスであった。PC等ではWindowsから892アクセスが

あった。 
また外国人レンタカー観光客への道路情報提供の一つ

として、道東エリアの国道通行止情報を英語で作成、概

ね1日1回程度の頻度でウェブサイトを更新し、計50回の

情報提供を行った他、英語化された北海道地区道路情報

ホームページにリンクして提供した。 
 
(3)  特典媒体の作成・配布(日本語、英語) 

平成28 年度社会実験のために、参加施設の概要や特

典内容、その他ドライブ観光に有益な情報を掲載する紙

媒体(英語)を作成した。 
実験実施地域をエリア別(上川、オホーツク、十勝、

釧路・根室)にして各施設の特典内容、クーポンの使い

方と留意事項等、各4エリアの最後にイベント及び食情

報を掲載した。クーポン情報のみならず、交通ルール・

冬道情報等は冊子後半に掲載してドライブに関する注意

喚起を行った。 
作成した特典媒体(クーポンブック)は、レンタカー会

社の各店舗およびJNTO認定外国人観光案内所において

配布した。 
 

表-1 平成28年度社会実験概要 

 

 

 
図-4  特典媒体(クーポンブック) 

 

 

図-5  特典提供施設別クーポン利用状況 
 
3.  平成28年度社会実験の効果検証 
 
 平成28年度社会実験の効果検証及び課題整理を行うた

め、利用者、社会実験に協力した特典提供施設、レンタ

カー店舗、JNTO認定外国人観光案内所を対象としたア

ンケート調査を行うと共に、利用者等がどこを訪れたか

を把握するための移動経路調査を行った。 
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(1) クーポン利用状況の整理 

社会実験における特典提供施設でのクーポン利用状況

について整理を行ったところ、クーポンブックは2,083
冊が配布され、そのうちクーポン113枚(60冊分)の利用が

あった。最も利用が多かったのは上川エリアの「大雪山

層雲峡・黒岳ロープウェイ」の33件で、次いで、釧路・

根室エリアの「くりーむ童話」の9件、上川エリアの

「イオンモール旭川駅前」の8件となっている(図-5)。 
 

(2) 利用者アンケート調査の概要と結果 

平成28 年度社会実験を利用した外国人観光客を対象

に、クーポンブックや社会実験ホームページ等の記載内

容への評価、及び各特典提供店舗におけるクーポンの利

用に関する利用者側の評価を把握するための利用者アン

ケートを行った。 
a) アンケート調査方法 
利用者アンケートの回答方法は、旅行中の情報収集等

にスマートフォンやタブレットを利用する外国人観光客

を想定したウェブ版と、日本国内においてスマートフォ

ン等の通信環境を持たない外国人観光客を想定した紙版

の2種類を用意した。 
紙版のアンケート調査票に関しては、英語版・中国語

(繁体字)版の両方を4つ折にしてクーポン冊子に挟みこ

み、来店した外国人観光客に配布した。 
回収した利用者アンケートの回答を言語別で見ると、

英語による回答が52.1%、中国語(繁体字)による回答が

47.9%とほぼ同程度となった。また、国・地域別の回答

状況で回答数が最も多いのは台湾であった。 

b) クーポンの評価結果 
クーポンを知ったことによる旅行先の選定については、

クーポンを知って旅行先を変更した観光客が回答数46サ
ンプルのうち16サンプルの34.8%となっており、アンケ

ート回答者の約1/3に対してクーポン冊子による旅行先

の選定に影響したことを把握した。 
次にクーポンの利用にあたり、配布場所や利用方法等

の分かりやすさについては、60％以上が分かりやすいと

評価が高かった。その要因は、クーポンの配布場所がレ

ンタカー店舗であったことや、マップコードを使った目

的地設定ができることと考えられる。 
 

 

図-6  特典提供媒体について(利用者アンケート調査) 
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図-7  台風被害の影響について(特典提供施設) 
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2) スマートフォンアプリが良い
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図-8  特典提供媒体について(レンタカー店舗他) 

 
一方、分かりづらいと回答された要因は、クーポンを

利用できる施設の場所やクーポンの利用方法、二次元コ

ードでのユーザー情報登録方法であった。 

c) 特典媒体に関する評価結果 
社会実験ではクーポンを冊子の形で提供したが、冊子

での提供とスマートフォンアプリでの提供の評価につい

ては、スマートフォンのアプリケーションが良いという

結果が得られた(図-6)。 
またスマートフォンアプリで得たい情報については、

気象情報とガソリンスタンドに関する情報が最も多く、

次いで観光情報となった。 
ドライブ中に困ったことや分かりにくかったことにつ

いては、冬道の視界・路面状況での運転についての回答

が散見された。 

 
(3)  社会実験関係機関へのアンケート調査の概要 

外国人観光客の増減等社会実験による影響把握を目的

として、特典提供施設に対して、アンケート調査を行っ

た。 
レンタカー店舗等には、クーポン冊子の配布に関する

運用上の課題、利用者アンケート調査票回収にあたって

の課題の把握を目的として、アンケート調査を行った。 
a) 特典提供施設へのアンケート調査結果 
特典提供施設アンケートの回答数は116サンプルであ

った。 
社会実験期間中において8～9月の台風被害等による施

設全体の売上や来場者数への影響について尋ねたところ、

全体の75%の施設が何らかの影響があったと回答した。

また、地域別では、十勝地域の施設は特に影響が大きか

ったとの回答が多かった(図-7)。 
b) レンタカー店舗・JNTO認定外国人観光案内所へのア

ンケート調査結果 
レンタカー店舗及びJNTO認定外国人観光案内所への

アンケート調査の回答数は187サンプルであった。 
クーポン提供については、「クーポンの提供に時間を
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要し、対応が遅れた」、「実験やクーポンの内容につい

て説明を求められて、苦慮した」との回答を得た。 
クーポンの提供方法については、スマートフォンアプ

リが良いとする意見が最も多かった(図-8)。 
社会実験期間の外国人へのレンタカー貸渡台数の前年

同期比については、増加と回答した店舗が散見された。 
外国人観光客に対してレンタカーを運転するにあたり

提供したい情報は、日本の交通ルールや道路標識等の資

料、交通事故や高速道路利用に関する資料との意見があ

った。また、外国人観光客に対して日本を観光する上で

提供したい情報は、トイレの使い方等の日本におけるマ

ナーに関する意見があった。更に、多言語化対応やマッ

プコード等の地図資料を希望する意見も多く見られた。 
 
(4) 移動経路及び立寄地調査の実施・分析 

a) 移動経路調査結果 
社会実験に参加した外国人観光客の中から、GPSによ

る移動経路調査の協力をいただき、計17サンプルの移動

経路データを取得し、移動経路の動向を調査した。 
全体的な移動経路は、高速道路を中心とした経路とな

っており、旭川・美瑛・富良野方面への移動が多かった。 
特にひがし北海道エリアにおいては、旭川市及び美瑛町

の通過率が80％を超え、上富良野町、中富良野町、富良

野市の通過率も60％以上と高くなっていた。 
同時期に北海道運輸局が、広域観光周遊ルートのひが

し北海道地域でレンタカーを利用する訪日外国人旅行者

を対象に実施した移動Wi-Fiシステム実証実験において

取得したGPSデータ106サンプルを用いて、移動経路図

を作成して同様の分析を行った。 
ひがし北海道エリアでは、旭川市(81%)、美瑛町(72%)

の通過率(全106サンプルに占める通過率)が特に高く、全

般的に上川地方の通過率が高かった。 
106サンプルのうち札幌及び新千歳空港を出発したの

は95サンプルと9割以上を占め、国・地域別では、台湾、

香港、シンガポールの順に多かった(表-2)。 
また、貸出期間が長ければ広域的な移動をしており、

特に道東方面への移動が顕著になっていた(図-9)。 
 

表-2  移動経路取得サンプル数 

 

 

 
図-9  貸出期間による移動経路の違い 

(上：1～3日、右：7日以上) 
 

 
図-10  振興局別延べ立寄地・延べ宿泊地 

(左：延べ立寄地、右：延べ宿泊地) 
 

 

図-11 目的別地域立寄割合(平成28年度) 
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b) 立寄地調査結果 
取得したGPSデータを用いて、30分以上停車した地点

を立寄地として分析した。また、立寄地のうち、夜間の

立寄地を宿泊地とし、市町村別に延べ立寄地数や延べ宿

泊地数、並びに立寄地の種別(景勝地、観光施設等)別に

地域別の傾向を整理した。なお、ひがし北海道地域を訪

問する観光客データであり、偏りがあることに留意が必

要である。 
延べ立寄地数は合計2,133あり、札幌市433(20%)、旭川

市(163)、美瑛町(124)、小樽市(116)、富良野市(104)におい

て、延べ立寄地数が多く、ひがし北海道地域全体では、

1,102の延べ立寄地が見られた。 
 また、宿泊地が判明したのは、延べ640泊分であり、

札幌市174(27%)、旭川市(59)、釧路市(39)、上川町(33)、
函館市(31)において宿泊が多く、ひがし北海道地域全体

では314延泊あった。立寄地が多い美瑛町(12延泊)や富良

野市(25延泊)での宿泊は少ない傾向があった(図-10)。 
 また、石狩及び後志地方は商業施設の立寄が多く、上

川地方をはじめとするひがし北海道地域は景勝地や観光

施設での立寄が多くなっており、地域的な特徴が見られ

た(図-11)。 
 
 
4.  平成29年度社会実験について(速報) 
 
(1) 社会実験概要 

平成28年度社会実験からの課題である情報提供方法及

び情報量、利用者及び関係機関の負担軽減、より細かな

データ取得を行うべく、平成29 年度社会実験はスマー

トフォン用アプリケーションを用いて実施した(表-3)。 
公募により社会実験の協働実施者となった株式会社

ナビタイムジャパンが提供するスマートフォン用アプリ

ケーション「Drive Hokkaido!」を活用し、施設から提供

いただいた特典のほか、北海道各地の魅力的な観光資源

についてもより広範な外国人観光客にアプローチすべく、

英語に加え中国語(繁体字)を追加して発信した。 
また外国人観光客の来道は4月、9月、11月が比較的少

ないため、平成29年度社会実験は実施期間を1ヶ月間追

加して、平成29 年9月～11 月の3 ヶ月間にわたって実施

した。 
平成29年度社会実験では誘客効果を増加すべく、特典

提供施設をひがし北海道地域だけではなく、札幌市を除

く全道各地とし、特典提供施設も249施設と増加した。 
  
(2)  スマートフォン用アプリケーション 

スマートフォン用アプリケーション「 Drive 
Hokkaido!」は平成29年7月に英語版、8月に中国語(繁体

字)版がリリースされた(図-12)。 
アプリの初回起動時に、利用許諾を得て国・地域及び

訪道回数についてアンケートを実施した。回答数2,835 

表-3 平成29年度社会実験概要 

 
 

 

図-12  アプリケーション「Drive Hokkaido!」画面 
 

表-4  「Drive Hokkaido!」ダウンロード状況 

 
 

サンプルのうち、国・地域別では香港が583サンプルと

最多で、次いでシンガポールが518サンプル、台湾が468
サンプルであった。訪道回数については、「初めて」と 
の回答が1,030サンプルと最も多く、次いで1回が758サン

プル、2回が415サンプルで、10回以上の訪道との回答も

散見された(表-4)。 
 
(3)  移動経路、立寄地 

アプリでは端末に搭載されているGPSにより利用者の

位置情報を測定して、アプリ利用者の移動経路や立寄地

を把握し、外国人観光客の動向を調査した。 
データ分析中であるため、平成29年9月～10月の2ヶ月

間のデータではあるが、外国人観光客の移動経路及び立
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寄地について分析を行った。 
GPSデータは、概ね全道的な周遊が測位された。特に

札幌・千歳方面、旭川・美瑛方面での測位が多かったが、

稚内方面などの道北地域、函館方面などの道南地域、帯

広・釧路・阿寒方面などの道東地域においても周遊が見

られた (図-13)。 
取得したGPSデータのうち、同一1kmメッシュ内に30

分以上滞在した人を「滞在」と定義して分析したところ、

札幌、小樽、旭川などの主要都市のほか、登別、富良野、

知床などの観光地への滞在が多かった。また、道東、道

南、道北など全道各地において、人数は多くないものの

滞在地域が点在してあった(図-14)。 
 

 
図-13  平成29年度社会実験GPSデータ取得図(速報分) 

 

 
図-14  平成29年度社会実験滞在地10kmメッシュ図(速報分) 

 

 
図-15  宿泊客延べ数の地域別割合 

 

同一1kmメッシュ内において21時～翌3時の間におい

てGPSが測位された最後の市町村を宿泊地として定義し

て、宿泊実績を分析した。北海道が調査した「平成28年
度訪日外国人宿泊客数」(9～10月分)と比較して、本社会

実験にて得られたデータでは、道北や道東への宿泊割合

が高く、札幌市等の道央圏の宿泊割合が低くなっていた

ことから、ドライブ観光客は地方部への周遊が強く見ら

れ、地方部への誘導にレンタカーが有効手段の一つとい

える(図-15)。 

 

おわりに 
 
 本調査では、北海道の観光が抱える課題を解決する一

方策として、外国人ドライブ観光客の地方部への誘導を

目的に多角的検討を行った。地方部の観光情報を発信す

ることが、地方部への外国人来道者増加につながる可能

性があることを把握できた。引きつづき平成29年度社会

実験の結果を整理・分析し、ドライブ観光の促進効果や

地方部への訪問状況等を分析していきたい。分析結果が

まとまり次第今後発表する予定である。 
平成28年度及び平成29年度社会実験で得られた知見が、

北海道インバウンド観光振興の一助となれば幸いである。 
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