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株式会社ナビタイムジャパンと北海道開発局が共同で開発したスマートフォン用アプリケー
ション「DriveHokkaido!」から取得できる位置情報等のデータをGISにより可視化し、外国人ド
ライブ観光客の移動経路や滞在スポット、宿泊地等に関する情報を通年で把握、その季節的、
地域的な傾向の分析を行った。これにより、外国人ドライブ観光客はより地方部に滞在する傾
向があることなどが分かった。
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はじめに
平成28年3月に閣議決定された北海道総合開発計画で
は、主要施策として「世界水準の観光地の形成」を掲げ
る中で、課題として外国人観光客の地域的、季節的な偏
在などが挙げられているところである。
本稿ではアプリから得られた2017年10月から2018年9
月までの位置情報等のデータをGISにより可視化し、北
海道における外国人ドライブ観光の地域的、季節的な傾
向等を把握、分析しその考察を述べる。

図-2 月別来道外国人宿泊者数 出典：北海道

1. 北海道における外国人観光客の状況
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。2017年度（平成
29年度）の外国人来道者数は279万人（図-1）となり、
北海道においても2020年度の外国人来道者500万人を目
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。

出典：北海道

図-3 地域別来道外国人宿泊客延数
外国人観光客が増加する一方で、季節的な偏在及び道
央圏、特に札幌市への一局集中という課題が生じている
（図-2､3）。

2. アプリ「DriveHokkaido!」

出典：北海道、日本政府観光局

図-1 外国人来道者の推移

(1) アプリの利用状況
株式会社ナビタイムジャパンと北海道開発局が共同で
開発したスマートフォン用アプリケーション
「DriveHokkaido!」は2017年7月にリリースを開始し2018
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年9月末で17,343ダウンロードされている。リリース当初
の対応言語は英語及び中国語（繁体字）であったが、
2018年8月からは韓国語によるサービスも提供している。
本稿で取り扱う位置情報データは、2017年10月から
2018年9月までの1年間に北海道において測位が確認でき
た2,806ユーザーとする。これは同期間における外国人
レンタカー貸出台数88,975台の3.2％に相当する。取得し
たデータは、外国人へのレンタカー貸渡台数の傾向と同
様に夏、秋に多く冬に少ないこと及び外国人へのレンタ
カー貸渡台数の傾向と比較して韓国の割合が低く、シン
ガポール及びマレーシアの割合が高くなる特徴を有する
（表-1、図-4）。

図-6 アプリ利用のイメージ

(2) アプリを活用した情報発信
アプリに掲載している観光資源は、季節的、地域的な
偏在緩和のため、春、秋の閑散期に見頃を迎える観光資
源及び地方部における魅力的な観光資源も数多く発信し
ている（図-5）。
また、長時間に渡る北海道のドライブ自体を楽しんで
もらえるよう、美しい景観を楽むことができる「道」を
紹介している（図-6）。
表-1 アプリユーザー数と外国人へのレンタカー貸渡台
数（2017年10月〜2018年9月）
図-7 位置情報取得状況（2017年10月〜2018年9月）
(3) アプリから取得できるデータ
アプリ利用規約について同意を得たユーザーからは、
国籍及び来道回数に関する情報及びスマートフォンの
GPS機能を活用して2分ごとに位置情報を取得している
（図-7）。本稿で分析する位置情報には「日時」「来道
回数」「緯度・経度」「移動・滞在判定」「想定される
入出道空港」「国籍」に関する情報が含まれており、こ
れらを統計化、匿名化の処理を行い分析した。
また、アプリに掲載した情報の閲覧回数等を把握し、
閲覧されている観光スポットの傾向を分析した。
出典：北海道地区レンタカー協会

図-4 アプリユーザーと外国人へのレンタカー貸渡台数
の国籍別割合（2017年10月〜2018年9月）

2018年 8 月現在

図-5 アプリで発信している情報の地域的、季節的割合

3. GIS分析と観光情報の閲覧状況
(1) GISを活用した北海道全域の滞在分析
取得した位置情報を統計化処理し、測位メッシュと滞
在メッシュを作成、滞在傾向が強い市町村を把握した。
なお、本稿において測位とは特定メッシュ内において
1回でもGPSが確認された状態、滞在とは1kmメッシュ内
に30分以上の測位が確認された状態と定義する。
概ね測位が多い市町村において滞在が多く見られる傾
向が確認できる。しかしながら滞在が多く確認される観
光地間の経路上にある市町村では測位数が多い反面、滞
在数が少ない特徴があることを確認できる（図-8）。
次に測位がどれだけ滞在に結びついているか検討を行
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うため、滞在率（滞在数／測位数）を算出しGISにより
整理を行った（図-9,表-2）。
これにより目的地になっていると推測される滞在率が
高い市町村は、札幌市、小樽市や函館市など道内の主要
な観光地のほか、稚内市、根室市、えりも町や斜里町な
ど北海道の先端部などで確認できる。

秋

(2) GISを活用した季節間の滞在分析
滞在率の季節間推移をグラフで表示することで、市町
村ごとの季節的な特徴を確認することができる。参考と
して、上川エリアで5％以上の滞在率が確認できる市町
村の季節変動をグラフ化した（図-10）。このグラフか
ら、春は富良野市や東川町、秋は上川町で滞在率が高く
なるなど、市町村ごとの傾向を把握することができる。

冬

春

夏

図-10 滞在率の季節間推移（上川エリア）
秋

図-8 市町村メッシュ測位者（左）及び滞在者（右）
（2017年10月〜2018年9月）

春

冬

夏

図-11 市町村メッシュ滞在率（季節別）

図-9 市町村メッシュ滞在率（2017年10月〜2018年9月）
表-2 滞在率上位20市町村（2017年10月〜2018年9月）

また、GISを活用して地図上で季節ごとの滞在率を整
理することにより、通年で滞在率が高い傾向となる市町
村、季節によって滞在率の高低差が大きくなる市町村及
び滞在されていない市町村を視覚的に把握できる（図11）。
桜やチューリップなどの花が咲く春は道南の松前町、
鹿部町、オホーツク地方の滝上町、湧別町などで滞在率
が高くなり、流氷が楽しめる冬は紋別市などで滞在率が
高くなるなど、外国人ドライブ観光における各市町村の
滞在傾向が把握できる。
(3) アプリに掲載している観光情報の閲覧状況
北海道をドライブで観光している外国人観光客が、ど
の程度アプリに掲載している観光情報を参考にしている
のかについて分析を行う。
国内における閲覧と国外からの閲覧を分けて地域別の
閲覧状況を整理したところ、国内の閲覧よりも国外から
の閲覧が多い状況であることが確認できる（図-12）。
また地域別閲覧割合の国内及び国外の傾向に大きな差
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がないことから、国外で閲覧された情報は国内において
も閲覧されていると思われる。
以上から、アプリが来日前の旅行プランニングにも活
用されていると推測される。

図-12 観光情報閲覧状況（2017年10月〜2018年9月）
表-3 観光情報閲覧上位20（3月〜6月抜粋）

国内における月別の閲覧上位20コンテンツを整理した
ところ、季節の推移と共に変化する閲覧情報の特徴が確
認できる。参考として3月から6月までの閲覧上位20コン
テンツを確認すると、3月は釧路地方で鶴や釧路湿原が、
4月になると渡島地方で桜が、5月は芝桜やチューリップ
が楽しめるオホーツク地方の閲覧が多くなり、6月以降
は上川地方の有名な観光地やラベンダー及びメロンに関
する閲覧が多くなる傾向が確認できる（表-3）。
閲覧傾向とGPS測位状況を比較すると、例えば春、松
前町の桜に関する観光情報の閲覧が増えると、同時期同
町において測位される者が増えるなど、閲覧と測位で同
じ傾向を示すケースが確認できる（図-13）。ここから
北海道におけるドライブ観光中、実際にアプリが使用さ
れていることが推測される。

4. 宿泊及び深夜滞在の地域的、季節的傾向
(1) 宿泊地の地域的傾向（通年）
21時から翌3時の間においてGPSが最後に測位された
地を宿泊地と定義付け、北海道庁が旅行形態を問わずに
調査している「平成29年度 北海道観光入込客数調査」
と地域別の延べ宿泊日数割合について比較を行った（図
-14）。
結果、アプリデータから推測される宿泊地の方が北海
道庁調査と比較して、地方部に宿泊されている割合が
17.5％ほど高くなり、ドライブ観光客はより地方部に宿
泊している傾向が確認できた。
なお、アプリユーザーから取得されたデータは2017年
10月から2018年9月であり、北海道観光入込客数調査は
2017年4月から2018年3月である旨、留意されたい。

図-13 位置情報取得状況（2018年4月〜6月 松前町）

図-14 外国人観光客の宿泊割合（通年）

(2) 宿泊地の地域的傾向（季節別）
アプリデータから推測される宿泊地を季節別に円グラ
フで整理した（図-15）。いずれの期間も北海道庁が実
施する「平成29年度 北海道観光入込客数調査」と比較
して、より地方部に滞在している実態を確認することが
できる。特に上川地方における宿泊の割が多くなる春と
夏は、約半数もの者が地方部へ宿泊している実態が確認
できる。
外国人観光客が減少する春と秋は道南圏、オホーツク
圏の宿泊割合が大きくなる傾向が確認できる。この時期
に閲覧される情報及び取得される位置情報を確認すると、
季節の花々や紅葉などに関心をもち、これらを楽しめる
スポットを訪れていることが確認できる。秋と冬は道央
圏の宿泊割合が多くなるが、道央圏内においても秋は札
幌市、冬は後志の宿泊割合が多くなる傾向が確認できる。
(3) 時間帯別の滞在傾向
10:00〜18:00を「昼」、23:00〜6:00を「深夜」と定義し、
その滞在状況の比較を行った。
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単純に滞在数を比較すると、昼の滞在は全道各地で広
く確認できるが、深夜の滞在は札幌市や旭川市など特定
の市町村に偏る傾向が確認できる（図-16）。
滞在が昼にのみ多い市町村を「通過型観光地」、昼の
滞在が多く、かつ深夜の滞在が多い市町村を「宿泊型観

表-4 「深夜滞在／昼滞在」上位30市町村
（2017年10月〜2018年9月）

光地」と定義付け、「深夜滞在／昼滞在」を算出し、地
図及び表により傾向の把握を行った（図-17、表-4）。
結果、札幌市、函館市、旭川市及び釧路市のように昼
と深夜共に滞在が多い宿泊型観光地、稚内市、根室市や
占冠村のように滞在数は多くはないが、昼と深夜の滞在
数に大きな差がない宿泊型観光地、美瑛町、上富良野町、
中富良野町及び積丹町のように昼の滞在は多いものの深
夜の滞在が少なくなる通過型観光地として整理され、市
町村ごとの傾向を把握できた。

5. その他のＧＩＳ分析例
図-15 外国人ドライブ観光客の宿泊割合（季節別）

図-16 市町村滞在メッシュ図（左：昼 右：深夜）

図-17 市町村メッシュ図（深夜滞在／昼滞在）

アプリから取得されるデータを継続的に取得し、季節
変動や経年変化を把握し分析することは、北海道におけ
る観光施策等の企画立案に寄与できる可能性がある。本
項では前述していない、その他のGIS分析の可能性につ
いて検討する。
(1) 短時間滞在分析
本稿では1kmメッシュ内に30分以上の測位が確認され
た状況を滞在と定義し分析を行った。
しかし、ドライブ中の景観スポットへの立ち寄り、道
の駅における休憩の取得など、ドライブ観光の特徴を考
慮した場合、短時間の滞在を把握することは、新たな施
策の企画立案に繋がる可能性がある。
参考として、10分以上30分未満の測位を短時間滞在と
定義し、羊蹄山周辺の測位状況及び短時間滞在の1kmメ
ッシュ図を作成した（図-18）。結果、羊蹄山の湧き水
が楽しめるスポットなどで短時間滞在が確認できたが、
消費を伴わない短時間滞在と推測される。このように消
費を伴わない短時間の滞在スポットを地域の観光に携わ
る人々が認識することは、新たなビジネスチャンスが生
まれるきっかけとなる可能性がある。
(2) 観光スポット間の相関分析
観光地Aに滞在した者のうち何割が観光地Bで滞在し
ているかを把握することは、新しい観光ルートの形成、
効果的な地域間連携のあり方を検討する材料となる可能
性がある。
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参考として旭山動物園で滞在した者が、他のどこに滞
在しているかについて1kmメッシュの相関図（上位10）
を作成した（図-19、表-5）。結果、小樽運河周辺や富良
野・美瑛の観光地などとの相関を確認できる。また、円
山動物園や小樽水族館など同種の観光資源とは相関が強
くないことも確認できる。

図-21 1kmメッシュ測位図（滝里ダム周辺）

図-18 羊蹄山周辺の短時間滞在及び測位状況

(3) 個別スポットの滞在状況と情報発信の効果測定
発信した情報に対する外国人の反応及び現地への誘導
効果を考えるとき、閲覧状況と位置情報には効果を測定
する指標のひとつとなり得る可能性がある。
参考として滝里ダムに関する情報の発信と閲覧及び位
置情報の資料を掲載する（図-20、図-21）。
情報の閲覧数と滝里ダムへの測位数が類似しており、滝
里ダム周辺を通行する者が観光スポット等の検索を行い、
立ち寄ったと推測することができる。

おわりに

図-19 「旭山動物園」との相関関係図（上位10）
表-5 「旭山動物園」との相関関係表（上位10）

図-20 観光情報閲覧状況とアプリ画面

本稿では、アプリから得られた通年の位置情報等のデ
ータをGISを活用した視覚化処理を施し、地域的、季節
的傾向の分析を行った。
これにより、北海道における外国人ドライブ観光客が
より地方部に滞在する傾向や適切な情報提供によるさら
なる観光地等への立ち寄りを促す可能性などをデータに
より示す事ができた。これらのデータには観光等施策の
企画立案及び実施した観光施策の効果検証に活用できる
可能性がある。
そして、今まで把握できなかった外国人ドライブ観光
客の移動経路や立ち寄りスポットを明らかにすることは、
北海道内の各地域で観光に携わる方々にビジネスチャン
スを感じていただくと共に、外国人観光客の受け入れに
対する理解促進にも資すると考える。
また、これらの情報は旅行者の周遊促進に寄与する
「シーニックバイウェイ北海道」に代表される北海道の
雄大な景観の中での移動そのものを楽しむドライブ観光
関連施策や増加する外国人観光客等への情報発信及び効
果的なインフラ整備など北海道開発局が実施する取組の
検討、検証材料として活用できる可能性がある。
今後も株式会社ナビタイムジャパンと共に外国人ドラ
イブ観光に関する諸データを情報インフラとして提供で
きる体制を整備するとともに、これらのデータを地方公
共団体や観光団体の施策立案等に役立てていただき、北
海道ドライブ観光のより一層の促進に努めていく。
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