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【本研究の目的】 

 近年、ICT 技術やセンサー技術の急速な発展・普及に

より、ビッグデータを活用した観光振興に注目が集まる。

観光庁では、GPS データや SNS データ等を用いた観光

動態の解析手法が検討され、観光ビッグデータの利活用

の方法と課題が提示されている。 

観光庁[2017]は、観光ビッグデータ分析の課題の一つ

として、他のデータとの組み合わせによる複合分析の必

要性を提示した。観光ビッグデータが必ずしも完全なも

のではないという認識を示した上で、既往の統計データ

や地域独自の調査票データをはじめとした各種データと

の整合性を図ることが望ましい点が指摘された。 

 他方で、観光ビッグデータに関する先行研究をみると、

多くの場合、位置情報データやテキストデータといった

観光ビッグデータのみを対象にした解析手法の検討が幅

広く進められている。（金［2013］、一藤・小出［2017］、

杜［2018］、廣田［2019］） 

既往研究のうち、観光ビッグデータと他の調査データ

等を組み合せた複合分析を行う研究に着目すると、いく

つかの論考が挙げられる。矢部・倉田［2013］は、IC乗

車券利用履歴データとアンケート調査の個人属性を組み

合わせて、東京大都市圏を訪問した外国人の観光行動を

分析した。中谷［2015］は、既存の観光統計に加えて、

Twitterのツイート発信位置データと携帯電話のGPSデ

ータを用いて、京都市における外国人観光者の移動を可

視化した。壇辻ほか[2017]は、Wi- Fi パケットセンサー

データ 1）とアンケート調査データを併用し、来訪交通手

段別の観光者の滞在時間特性を分析した。田中ほか

［2018］は、Wi-Fi パケットセンサーデータと ETC2.0

のプローブデータを連携させ、沖縄本島における観光者

の周遊行動を解析した。しかしながら、地域で収集され

ている各種データを組み合わせた分析はあまりみられず、

観光ビッグデータを活用した複合分析の解析手法に関す

る知見は十分に蓄積されていない状況にあるといえる。 

そこで、本研究は、地域に蓄積されているデータを活

用して、それらと観光ビッグデータを組み合わせた複合

分析を行い、観光地における観光者の回遊行動を明らか

にする分析手法を検討したものである。 

【研究方法】 

 本研究では、京都府伊根町を対象にして、来訪した観

光者の回遊行動を捕捉する分析手法を検討するために、

観光ビッグデータの解析とともに、地域で収集されてい

る駐車場利用データと調査票データを併用した複合分析

を行い、観光者の具体的な動態を明らかにした。 

本研究の事例となった京都府伊根町は、丹後半島の北

部に位置し、重要伝統的建造物群保存地区に指定された

舟屋群を有する北近畿を代表する観光地の一つである。

近年は、風光明媚な景観と舟屋の宿に注目が集まり、京

阪神からの観光者だけではなく、首都圏からの観光者や

訪日外国人観光者の増加がみられる。 

今回の分析では、海の京都 DMO（一般社団法人京都

府北部地域連携都市圏振興社の略称）と伊根町から貸与

を受け、(1）Wi-Fiパケットセンサーのログデータ 2)、(2）

伊根町営駐車場 3）の利用データ、(3）伊根町観光動態等

調査 4)の回答データを用いた。 

また、分析においては、まず、Wi-Fi パケットセンサ

ーから取得したデータを用いて、伊根町に来訪する観光

者の広域的な流出入ルートを把握するとともに、伊根町

内の Wi-Fi パケットセンサーの設置個所（4 か所）間の

回遊行動を明らかにした。次に、伊根町営駐車場の利用

データから、各駐車場の駐車動向や駐車場利用者の滞在

状況を分析した。最後に、日本人観光者を対象とした伊

根町観光動態等調査の回答データから訪問場所データを

用いて、観光地点と観光者の類型化を行い、それぞれの

属性や特徴を整理した。これらの分析から得られた発見

事実を組み合わせて、伊根町内における日本人観光者の

属性とその回遊ルートを推定した。 

なお、分析の対象期間は2017年7月1日から9月30

日までの夏季シーズンとした。この期間における伊根町

の観光入込客数をみると、他の時期と比べて最も多いこ

とから、本研究の分析対象とした。 

 

【分析結果】 

（１）伊根町を来訪する観光者の流動 

 伊根町を来訪する観光者の広域的な移動ルートを可視

化するために、海の京都DMOのWi-Fiパケットセンサ



ーが設置された地点のうち、伊根町内の各地点に流入お

よび流出した 2 地点間の遷移を地図上に線で結んだ。

2,500件の遷移を1ドットとして表示し、2,500件未満の

移動ルートは表示されていない。 

図 1・図 2 は、伊根町内の各地点と他の地点との間の

流出入をそれぞれ示したものである。伊根町を来訪した

観光者の多くは、京都縦貫自動車道京丹波パーキングエ

リアに併設された「道の駅・味夢の里」（京丹波町）、天

橋立地区（宮津市）、「道の駅・舞鶴港とれとれセンター」

（舞鶴市）、福知山観光案内所（福知山市）との間で流出

入していた。また、地点間の流動量をみると、伊根町内

の各地点のうち、「道の駅・舟屋の里（以下、舟屋の里と 

 

＜図1 伊根町への流入ルート（2017年夏季）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤ほか［2019］より加筆引用） 

＜図2 伊根町からの流出ルート（2017年夏季）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤ほか［2019］より引用） 

＜図3 伊根町内の回遊ルート（2017年夏季）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤ほか［2019］より引用） 

 

略す）」と「伊根湾めぐり・日出駅（以下、日出駅と略す）」

が他地域との結節点となっていた。 

 図 3 は、伊根町内の各地点間での流出量・流入量を地

図上に示したものである。図中の矢印の太さは 1,000 件

を 1 ポイントとして設定している。伊根町内における観

光者の移動は、舟屋の里と日出駅との間で最も多くなっ

ていた。両地点に「伊根浦公園前」を加えた 3 地点間で

の移動が、伊根町を来訪した観光者の主たる移動ルート

であることがうかがえた。 

 また、分析の対象期間における伊根町内の各地点での

日別センサーログ数について相関係数を求めたところ、

舟屋の里と日出駅との間で強い正の相関関係（r＝0.81）

が統計的に有意な水準（p＜0.001）で認められた。舟屋

の里と伊根浦公園前との間でも、強い正の相関関係（r＝

0.74）が統計的に有意な水準で（p＜0.001）で認められ

た。伊根町内の観光者の流動において、舟屋の里が重要

な地点となっていることが推察できた。 

 

（２）伊根町営駐車場の利用動向 

 伊根町観光動態等調査の結果をみると、伊根町を来訪

する日本人観光者の大半が自動車を利用する。そこで、

伊根町が運営する駐車場の利用データを用いて、各駐車

場の駐車状況や駐車場利用者の滞在時間等を把握した。

その上で、駐車場利用データとパケットセンサーデータ

について相関分析を行った。なお、伊根町営駐車場と伊

根町内のパケットセンサー設置場所は図4の通りである。 

 分析の対象期間における各駐車場の回転率（＝1日平均

利用台数／駐車台数）を算出したところ、期間全体の 1

日平均回転率は伊根浦公園（2.77）が最も高く、七面山

（1.18）と大西（0.34）が続いた。特に、祝休日では、 
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＜図 4 伊根町営駐車場とパケットセンサーの位置＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤ほか［2019］より引用） 

 

＜表1 センサーログ数と駐車場の回転率との相関＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤ほか［2019］より引用） 

 

伊根浦公園の回転率は4.55まで上昇し、七面山の同率も

2.09 に上がっていた。伊根浦公園と七面山の各駐車場の

利用が多いことがうかがえた。 

 また、各駐車場の期間全体における 1日当り 1台平均

滞在時間の日数分布をみると、伊根浦公園は80分未満で

あった日が最も多かった一方で、七面山は 80 分未満と

130 分未満であった日が多かった。伊根浦公園よりも七

面山に駐車した利用者の滞在時間が長い点が推察できた。 

表 1 は、町内各地点のセンサーログ数と各駐車場の回

転率について相関係数を求め、その結果を整理したもの

である。舟屋の里のセンサーログ数は、町内の重伝建地

区に位置する伊根浦公園駐車場と七面山駐車場の回転率

との間で、それぞれ強い正の相関関係が統計的に有意な

水準（p＜0.001）で認められた。舟屋の里に来訪する観

光者が増えることで、伊根浦公園と七面山の駐車利用が

増える傾向にあった点が分かった。 

 

（３）調査票調査の回答データによる観光者の類型化 

 伊根町観光動態等調査の分析では、訪問地点を回答し

たカテゴリカルデータを対象にした数量化Ⅲ類の解析を 

＜図5 訪問地点に基づく観光者の類型化（n＝626）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤ほか［2019］より引用） 

 

＜表2 各クラスターの概要（n=626）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤ほか［2019］より引用） 

 

行った。その上で、同解析によるサンプルスコアを用い

た非階層型クラスター分析を行った。 

 図 5 は、訪問地点に基づく観光者の類型を可視化した

ものである。数量化Ⅲ類の解析から得られたカテゴリー

スコアおよびサンプルスコアを用いて、伊根町内の観光

地点と各回答者を同一の座標軸にプロットした。そして、

サンプルスコアの近い観光者、つまり各観光地点への訪

問行動が類似する観光者を、非階層型クラスター分析に

より 3 つにグルーピングした。このグループは、伊根町

内の回遊パターンとして捉えられ、訪問した地点から、

①主要スポット立寄型、②浦嶋公園散策型、③伊根浦周

辺散策型に分けられた。（表2参照） 

 それぞれの類型を概観すると、年代、訪問場所、滞在

時間に特徴がみられた。まず、主要スポット立寄型では、

舟屋の里と日出駅を主に訪問し、中高年層の夫婦が多い

傾向にあった。他の観光地点への回遊はあまりみられず、

町内の滞在時間は短かった。次に、浦嶋公園散策型では、

他の類型と比べて、浦嶋公園を訪問する割合が高かった。

60歳代の観光者が多く、滞在時間は比較的長い傾向にな

った。第三に、伊根浦周辺散策型では、伊根浦公園や舟
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屋日和への訪問割合が高く、若年層や中高年層の観光者

が多かった。また、町内の滞在時間が最も長かった。 

 

【まとめ】 

 本研究の複合分析によって得られた発見事実から、伊

根町を夏季シーズンに来訪した日本人観光者の回遊行動

を具体的に把握できた。多くの場合、主に自動車を利用

して、京都縦貫道併設の味夢の里から舟屋の里に立ち寄

っていた。そして、舟屋の里と日出駅のみを訪問し、伊

根町外の観光スポットへ移動していた点が分かった。ま

た、町内の滞在時間が最も長い伊根浦周辺散策型の観光

者が、舟屋の里との結びつきが強い七面山駐車場を利用

していることも推察できた。 

 他方で、パケットセンサーデータを用いた観光者の回

遊行動に関する複合分析では、他のデータとの相関分析、

観光者の類型化が重要であった点が確認できた。観光ビ

ッグデータであるパケットセンサーデータはマクロ的な

動向の把握において有効であるが、データを説明する際

には、地域で収集されているデータ群を組み合わせた重

層的な解釈が求められる。 

ただ、この点に関しては、引き続き、地域に蓄積され

ているさまざまなデータを併用した複合分析に取り組み、

観光ビッグデータの解析精度を高める方法を検討したい。 
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【注】 

1) Wi- Fiパケットセンサーは、スマートフォン等の通信

端末固有の MAC アドレスを取得する機器である。同

センサーが複数設置されることで、センサー間で同一

MACアドレスが取得され、通信端末を所有する者のセ

ンサー設置圏域内での移動情報が収集される。 

2）現在、京都府北部の主要な観光施設等に設置され、通

信端末を所有する観光者の回遊行動を示すビッグデー

タが取得されている。 

3）伊根町は有料駐車場を運営し、伊根浦公園駐車場（収

容台数：22台）、七面山駐車場（同数：67台）、大西駐

車場（同数：37台）の3か所を設けている。 

4）伊根町観光動態等調査は、同町に来訪する日本人観光

者を対象にして、2017年7月から2018年6月までの

期間に実施された。主な設問項目は、旅行の形態・目

的、訪問場所などであった。 
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