
釧路市観光スポットの
来訪者分析

〜RESASメッシュ分析・流動⼈⼝を⽤いた考察〜
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釧路市の観光入込客数はH２３年以降増加傾向にある。
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釧路市の観光入込客数の推移

入込客数

単
位
（
万
人
）

※釧路総合振興局 「釧路管内における観光客入込数の年度別推移」より作成

＜釧路市の観光に関して＞1．はじめに
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質問1質問1

皆さんは釧路市の「観光スポット」といえば、どこを思い浮かべますか？

ここで皆さんに質問です！

「阿寒湖」や「釧路湿原」など、多くの観光スポットを思い浮かべた方もいるのではないでしょうか？

1．はじめに
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※国土交通省観光庁「観光入込客統計に関する共通基準」観光地点等の分類に基づき分類
※上記177か所の観光スポットは、「まっぷる」「るるぶ」など6種類の観光ガイドから抽出

釧路市には
多くの観光スポットがある!

釧路市には
多くの観光スポットがある!

177か所の観光スポット177か所の観光スポット

自然

9
自然

9

都市型観光
ー買い物・食等ー

61
都市型観光
ー買い物・食等ー

61
行祭事・イベント

47
行祭事・イベント

47

温泉・健康

5
温泉・健康

5
スポーツ・

レクリエーション

18

スポーツ・
レクリエーション

18
歴史・文化

36
歴史・文化

36

その他

1
その他
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質問2質問2

釧路市の観光入込客数増加を受けて
釧路市内すべての観光スポットの来訪者数が増加していると思いますか？

私たちは釧路市内すべての観光スポットの来訪者数が
増加しているわけではないと考えます！

私たちは釧路市内すべての観光スポットの来訪者数が
増加しているわけではないと考えます！
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増加傾向↑

観光スポットA

観光スポットB

観光スポットC

40万人増加↑

30万人増加↑

増加無し

釧路市の観光入込客数

私たちは釧路市の観光入込客数が増えたとしても観光スポットCのような
観光客を取り込めていない観光スポットが存在する可能性があると考えました。

例）



「釧路管内」や「釧路市」などの

広範囲における来訪者数は釧路総
合振興局により公開されています。

それに
対して

私たちの予想を確認するためには釧路市内の
各観光スポットにおける来訪者数を明らかにする必要がある。

しかし

「釧路和商市場」や「釧路フィッ
シャーマンズワーフMOO」などの

ほとんどの観光スポットでは確認
できませんでした。
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釧路市内の各観光スポットにおける来訪者数を明らかにする必要があるのではないか？

問題意識

２．問題意識

※入園・入館管理を行っている施設では
観光スポット単位の来訪者数は公開されていることが多い
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マクロ視点の分析 ミクロ視点の分析

・市町村圏
・エリア

実地調査
(アンケート等)

・観光スポット
・観光施設面 点

単位 単位

ビック
データ

わたしたちの研究
SNS
RESAS

GPS 野村・岸本(2006)生形・関本(2012)

野倉・永井・本橋(1996)

吉田(2010)
柴崎・坂田・永田(2003)

猪池(2010)

藤田・半明・山田
・大内・三宅(2003)

桐村(2013)

釧路市役所・総合振興局

多治見・堀井(1997)
小島(2008)

観光における入込客数に関する論文は
マクロ視点〜市町村や地区エリアごとの単位で分析を行った研究

ミクロ視点〜観光スポットや観光施設ごとの単位で分析を行った研究
に分けられる。

3．先⾏研究



釧路市内に大量に存在する観光スポットにおいて来訪
者数の集計を行うことは容易なことではありません。

そこで
スマートフォンの位置情報を利用して、人の移動を「見える
化」することができるRESAS「メッシュ分析」に注目しました。

4．予備的考察

①RESAS「メッシュ分析」では月別、平日・休日別、時間帯別の「流動人口」の推移
を500mメッシュ単位で、ヒートマップで把握することができます。

②さらに、任意の地域を選択して「流動人口」の推移を折れ線グラフで比較し、「流
動人口」の推移を時系列で把握することができます。

RESAS「メッシュ分析」を活用してできること

＜RESAS「メッシュ分析」に関して＞

※RESAS「観光マップ：メッシュ分析」
2015年8月休日 9

① ②



①スマートフォンアプリ利用者の位置情報を年・月・時間単位、平日・休日別
に集計し、その値について、国勢調査の人口を基に推計を行ったものです。

②流動人口は短期に移動する人口を指し「特定の地域（場所）に滞留してい
る人の合計値」を示します。

メッシュ分析で把握することができる「流動人口」とは

この「特定の地域（場所）に滞留している人の合計値」には

「居住者」や「地元買い物客」など

観光目的以外の流動人口も含まれます。
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労働者

居住者

地元買い物客

観光を目的とした来訪者数

流
動
人
口

観光目的以外の流動人口

重回帰分析によって、観光地を含むメッシュの流動人口を分析対象とし、『観光目的以外
の流動人口』が全体の流動人口にどれくらい影響を与えているのかを分析し、その結果の
数値を用いて観光を目的とした来訪者数を求めます。

私たちが明らかにしたいのは、各観光スポットにおける「観光を目的とした来訪者数」であるため

結果(流動⼈⼝)となる値に、他の要因がどれだけ影響を与えるかを分析する⼿法です。
重回帰分析とは

Y＝α＋β1X１＋β２X２＋u

重回帰式

被説明変数 説明変数 説明変数 誤差項

4．予備的考察
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【観光⽬的以外の流動⼈⼝の推計】

流動⼈⼝＝10,516＋109*労働者⼈⼝＋187,035*商業施設ダミー
（1.09） （13.00）*** （5.48）***

＋189,363*交通混雑ダミー
（7.61）***

５．分析

括弧内はｔ値
***は1％有意を表す

□データの出所
労働者⼈⼝・・釧路市「釧路市統計書」
商業施設ダミー・・イオンとイトーヨーカドーおよび複合商業施設を1
交通交雑ダミー・・国道38号、44号、釧路環状線通りを1

RESASにおける
メッシュ内の
流動⼈⼝

観光⽬的以外の
流動⼈⼝の推計

値
（重回帰分析より）

メッシュ内の
観光による来訪者数

²=0.87

流動⼈⼝の87％は、地域の労働者の⼈⼝や地域特性（商業施設
の有無）などで決まる ＝ 観光⽬的以外の流動⼈⼝と定義

【観光による来訪者を求める】



メッシュ
来訪者数
(推計値)

春採3 -38,241 3
（春採湖ネイチャーセンター、春採湖、

春採湖水まつり）

阿寒町中央 -44,397 1 （阿寒ふるさと・ほろろんまつり）

宝町 -46,376 1
（釧路市漁協直売店「マルリョウ　カロ

エ」）

住吉 -46,709 6
（久寿里橋通、ちゃりんこ、炉ばたしら

かばなど）

千歳町 -47,070 1 （春採湖）

鳥取北2 -55,025 1 （釧路アイスアリーナ）

浜町 -61,597 1 （釧路市設魚揚揚）

浪花町1 -90,680 1 （鮨忠）

喜多町 -171,225 1 （喰処　鮭番屋）

春採4 -292,554 3
（釧路市立博物館、春採湖、春採湖水ま

つり）

観光スポット（例）メッシュ名
来訪者数
(推計値)

黒金町 147,518 9
（喫茶ラルゴ、七人の小人、酒肴　瓢な

ど）

浪花町3 139,835 3
（釧路カトリック教会、釧路市こども遊

学館、銀水など）

浪花町2 113,343 4
（くしろ丹頂市場、らーめん工房うおっ

ち、釧路和商市場）

鶴ヶ岱1 100,426 2
（鶴ヶ岱公園、釧路チューリップ＆花

フェア）

昭和中央 92,332 2
（タイトーステーションイオンモール釧

路昭和店、釧路ら・フェスタ2015）

春採1 84,067 1 （春採湖）

阿寒湖温泉3 60,988 11
（パンデパン、阿寒湖、弁慶の足湯な

ど）

阿寒湖温泉2 57,750 22
（阿寒ネイチャーセンター、北国の味

ばんや、阿寒湖遊覧船など）

桜ヶ岡2 57,394 1 （炭鉱展示館）

阿寒湖温泉4 52,688 5 （阿寒湖、阿寒湖水開き2015）

観光スポット（例）
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来訪者数のランキングトップ10 ワースト10

観光スポット数が多い所は総じて来訪者数が多く、
観光スポット数が少ない所は総じて来訪者数が少ないということが分かった。

６．分析結果からの考察

観光スポット数を増やしたとしても来訪者数が増えるとは限らない。

しかし
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観光スポットの種類別における来訪者数のデータ一覧

自然のあるメッシュでは平均的に集客できていない

釧路といえば自然というイメージがあるにもかかわらず来訪者数が少ない

この課題を明らかにするため、今回は観光スポットの種類別における自然に焦点を当てる。

釧路市の地域資源・イメージに関する調査によると

1位「海・山・川・湖などの自然が豊か」 41.3%
2位「地元産の食材がおいしい」 19.2%
3位「食事がおいしい」 15.3%

※地域ブランド総合研究所：第10回地域ブランド調査2015

自然 歴史・文化 温泉・健康
スポーツ・
レクリエー
ション

都市型観
光

その他
行祭事・イ
ベント

平均 -20,173 2,491 20,520 35,216 4,907 21,924 7,304

最大 84,067 139,835 60,988 100,426 147,518 21,924 100,426

最少 -292,554 -292,554 -12,246 -55,025 -171,225 21,924 -44,397

標準偏差 78,355 80,420 30,390 47,787 71,433 0 29,166

サンプル数 16 19 3 8 22 1 30
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この差が生じてしまうのはなぜなのか？

春採湖周辺の来訪者数のヒートマップ

春採1には来訪者が多く訪れているのに、春採4にはあまり訪れていない。

メッシュ名：春採1

メッシュ名：春採4

１０万人以上

５万人～１０万人

１～５万人

０、またはサンプルなし

－１～－５万人

－５万人～－１０万人

－１０万人以上

各色の内訳
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春採1はバードウォッチングポイントがあったり
道路が多くアクセスが良い。

このメッシュに人を呼び込むきっかけをつくれば・・・

春採4は交通のアクセスが悪く
観光スポットとして認識されていない。

来訪者数が多い春採1 来訪者数が少ない春採4

バードウォッチングポイント

google map より独自に作成
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春採4のポケストップを活用して、人を呼び込む！

７．政策提⾔

私たちが実際にポケストップを巡り、それをマップ化したものを見てみると、

春採4

春採4にはたくさんのポケストップが存在している！
googlemapより独自のマップ作成
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なぜポケストップに注目したのかというと・・

浜名湖ガーデンパーク（浜松市）は約6万人増の23万
7051人、掛川城（掛川市）は約4千人増の2万4843人。

いずれも好調の理由の一つに、スマートフォン向けゲー
ム「ポケモンGO」を挙げた。施設内や周辺地域にアイテム

がもらえる「ポケストップ」が設置され、プレーヤーが集
まったという。（２０１６年１０月１日 静岡新聞 ）

ポケモンGOが被災地への観光誘致を始めます。ポケモン
GOのポケストップやジムを、被災地に追加することも検討。
ポケモンGOが観光誘致・町おこしに生かされる例になる
でしょう。 （２０１６年８月１０日 YAHOOニュース 三上洋）

よって

ポケモンGOと従来の観光スポットを融合
させた、新たな観光地の形成へ

宮城など被災4県、「ポケモンGO」
で観光復興へ ゲームと現実の
両面で仕掛け
（2016年08月16日 仙台経済新聞）

京都の名所をポケストップに
府、運営会社側に情報提供
（2016年09月28日朝日新聞デジタル）

※ポケモンGOに関する地域活性化への期待（記事）
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ご清聴ありがとうございました。
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