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調査概要

１

調査の目的・背景

調査の概要

近年、我が国における訪日外国人旅行者数は増加の一途をたどっており、2016年には2,404万人と過去最高を記録した。今後、更
なる訪日外国人旅行者の増加が見込まれる中、外国人旅行者の受入環境整備が求められているところである。
政府は、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成28年3月30日 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）を策定し、「観光
先進国」の実現に向け、訪日外国人旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できる環境整備を進めることとしている。
このような状況の下、無料公衆無線LANをはじめとする通信環境の整備が進められているところだが、道内観光地において、無料公
衆無線LANを整備しているにも関わらず、利用が進まず、直接的に旅行者の利便性向上につながっていないことが課題となっている。
本事業は、無料公衆無線LANをはじめとする通信環境のニーズや北海道を訪れる外国人旅行者の情報取得の実態について調査を
行うことで、道内の観光地を訪れる外国人観光客が、いつ、どこで、どのようにして観光地等の情報を入手しているのか、その情報に
より、何に魅力を感じ当該観光地を訪れたのかを把握し、今後、地域の魅力の効果的な情報発信手法の検討と、通信環境の整備の
あり方について検討を行うものである。

本調査では、訪日外国人向けのアンケート調査を実施し、その調査結果に基づいて、地域内の観光関係者と検討会を開催。今後の
地域内における通信環境整備のあり方について検討した。



調査結果① ～単純集計結果より～

●旅行形態は、「個人客が約9割」「初来道者が約8割」
●スマホ保有率は94%。何も持ってきていない層は2.55%
●回答者の81.70%が「自分の通信手段を持っている」と回答。その
約半分（51.79%）が「ポケットWi-Fi」を保有。次いで「プリペイドSIM」が
26.69%。入手場所は、約8割（79.65%）が「自国を出発前」
●通信手段を持ってきていない層（全体の18.30%）の理由は、「無料
公衆無線LAN」「ホテルWi-Fi」の利用で足りる
●「無料公衆無線LANを使用する」との回答は、全体の48.49%。そのうち
「条件に関わらず使用する」との回答は58.04%。以上から、仮に無料
公衆無線LANが整備されていても28.14%（＝48.49%×58.04%、約1/4）
しか無条件で無料公衆無線LANを利用しない計算
●無料公衆無線LANを使わない理由として、約6割（60.54%）が「自分の
通信手段がある」、次いで25.17%が「認証手続きが面倒だから」と回答
●今回調査で『OTARU Wi-Fi』を知っていたのは、回答者の12.08%。
そこから実際に利用した人は57.58%で、回答者全体に対する利用率は
約7%（6.95%）。また利用しなかった理由は、57.14%が「自分で保有して
いる通信手段があるため」
●今後、無料公衆無線LAN強化が必要な場所は、「空港（51.53%）」と
「駅（44.41%）」が上位。（「商業施設：21.02%」「飲食店：18.64%」
「お土産店：6.44%」となっており、強いネット接続ニーズがある様子は
伺えなかった
●小樽での宿泊有無については、「宿泊した：29.41%」「宿泊しなかった：
70.59%」。うち宿泊した理由は、
・「魅力ある宿泊先があった（31.82%）」
・「目的とするアクティビティがあった（30.68%）」 が上位
逆に宿泊しなかった理由は、
・「体験したいアクティビティが無かった（31.82%）」
・「宿が既に満室だった（28.28%）」
・「他の観光地へのアクセスが悪い（22.22%）」が上位
宿泊しなかった層が小樽での宿泊を検討した割合は33.85%
●小樽滞在中の困ったことについては「あった」が16.11%。各項目への
回答率が44～65%と高く、『困ったことがあった層』は「あれもこれも
困った」と訴える傾向が伺えた

【「日本で利用可能な通信手段」の保有・入手に関するまとめ】

２

【「無料公衆無線LANの利用」に関するまとめ】

【「OTARU Wi-Fiの認知度」に関するまとめ】



調査結果② ～国・地域別の傾向～
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国・地域 情報端末
情報端末利用目的、
利用ニーズの強さ

通信端末の保有、入手 無料公衆無線LAN

中国

・スマホ：９３％
・タブレット：１７％

【全体的に強い】
・HP・ブログ閲覧：７９％
・決済サービス：４８％

【保有率：９１％】・・・自国が多い
・ポケットWi-Fi：４９％
・プリペイドSIM：２５％
・国際ローミング：２５％

・利用する：４３％
・小樽Wi-Fi認知度：１１％

韓国
・スマホ：９３％ 【やや強い】

・HP・ブログ閲覧：７７％
・SNS利用：４４％

【保有率：７４％】・・・全て自国
・ポケットWi-Fi：７５％

・利用する：４７％
・小樽Wi-Fi認知度：７％

香港
・スマホ：１００％ 【特定用途に偏り】

・HP・ブログ閲覧：８９％
【保有率：７９％】・・・自国が多い
・プリペイドSIM：７８％
・ポケットWi-Fi：２６％

・利用する：４１％
・小樽Wi-Fi認知度：３％

台湾

・スマホ：９５％
・タブレット：１７％

【全体的に中程度】
・HP・ブログ閲覧：７５％
・E-mail利用：４３％
・通話：３１％

【保有率：７５％】・・・自国が多い
・ポケットWi-Fi：５４％
・プリペイドSIM：２４％
・国際ローミング：１８％

・利用する：４８％
・小樽Wi-Fi認知度：１３％

東南アジア

・スマホ：９３％
・ノートPC：１２％

【利用目的にバラツキ】
・HP・ブログ閲覧：５１％
・E-mail利用：４１％
・通話：２５％

【保有率：９３％】・・・自国が多い
・ポケットWi-Fi：５１％
・国際ローミング：３４％
・プリペイドSIM：２０％

・利用する：５６％
・小樽Wi-Fi認知度：２３％

欧米諸国

・スマホ：９６％
・ノートPC：１６％
・タブレット：１２％

【全体的に中程度】
・HP・ブログ閲覧：６１％
・E-mail利用：６１％

【保有率：７７％】・・・自国と日本半々
・その他：４０％
・ポケットWi-Fi：３２％
・国際ローミング：２０％

・利用する：６６％
・小樽Wi-Fi認知度：２４％



調査結果② ～国・地域別の傾向～
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国・地域 情報端末
情報端末利用目的、
利用ニーズの強さ

通信端末の保有、入手 無料公衆無線LAN

中国

・スマホ：９３％
・タブレット：１７％

【全体的に強い】
・HP・ブログ閲覧：７９％
・決済サービス：４８％

【保有率：９１％】・・・自国が多い
・ポケットWi-Fi：４９％
・プリペイドSIM：２５％
・国際ローミング：２５％

・利用する：４３％
・小樽WiFi認知度：１１％

韓国
・スマホ：９３％ 【やや強い】

・HP・ブログ閲覧：７７％
・SNS利用：４４％

【保有率：７４％】・・・全て自国
・ポケットWi-Fi：７５％

・利用する：４７％
・小樽WiFi認知度：７％

香港
・スマホ：１００％ 【特定用途に偏り】

・HP・ブログ閲覧：８９％
【保有率：７９％】・・・自国が多い
・プリペイドSIM：７８％
・ポケットWi-Fi：２６％

・利用する：４１％
・小樽WiFi認知度：３％

台湾

・スマホ：９５％
・タブレット：１７％

【全体的に中程度】
・HP・ブログ閲覧：７５％
・E-mail利用：４３％
・通話：３１％

【保有率：７５％】・・・自国が多い
・ポケットWi-Fi：５４％
・プリペイドSIM：２４％
・国際ローミング：１８％

・利用する：４８％
・小樽WiFi認知度：１３％

東南アジア

・スマホ：９３％
・ノートPC：１２％

【利用目的にバラツキ】
・HP・ブログ閲覧：５１％
・E-mail利用：４１％
・通話：２５％

【保有率：９３％】・・・自国が多い
・ポケットWi-Fi：５１％
・国際ローミング：３４％
・プリペイドSIM：２０％

・利用する：５６％
・小樽WiFi認知度：２３％

欧米諸国

・スマホ：９６％
・ノートPC：１６％
・タブレット：１２％

【全体的に中程度】
・HP・ブログ閲覧：６１％
・E-mail利用：６１％

【保有率：７７％】・・・自国と日本半々
・その他：４０％
・ポケットWi-Fi：３２％
・国際ローミング：２０％

・利用する：６６％
・小樽WiFi認知度：２４％

自国でポケットWi-Fi等を入手してくる旅行者が多く、ネット接続は情報検索の他、決済サービ
スにも利用。無料公衆無線LANの利用ニーズは、中程度。

自国でポケットWi-Fiを入手してくる旅行者が多く、ネット接続は情報検索、SNS利用を中心に
強い傾向。無料公衆無線LANの利用ニーズは、中程度。

自国でプリペイドSIMを入手してくる旅行者が多く、ネット接続は情報検索がメインで用途に偏
りがある。無料公衆無線LANの利用ニーズは、低い。

自国でポケットWi-Fi等を入手してくる旅行者が多く、ネット接続は情報検索やE-mail・通話で
の利用を中心に中程度。無料公衆無線LANの利用ニーズは、中程度。

自国でポケットWi-Fi等を入手してくる旅行者が多く、ネット接続は情報検索やE-mail・通話で
の利用を中心に中程度（バラツキがある）。無料公衆無線LANの利用ニーズは、比較的強い。

自国や日本に来てから通信端末を入手している旅行者が多く、ネット接続は情報検索や
E-mailでの利用を中心に中程度。無料公衆無線LANの利用ニーズは、強い。



意見交換会（3/23(金)in小樽）で交わされた意見
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【小樽市における無料公衆無線LANの整備・利用状況等】
●『OTARU Wi-Fi』は、特に海外旅行代理店（エージェント）向けにPR等はしていない。商店街の街頭にWi-Fi利用可能な旨のピクトグラムシールを
計70枚張って、利用できることを周知。『OTARU Wi-Fi』は堺町通り商店街として設置しているWi-Fiなので、商店街の通り（屋外）では接続できる
が、個別店舗の中（店内）に入ると接続が切れてしまう（店内では、各店舗が独自にWi-Fi環境を提供していなければネット接続できない）。
●『OTARU Wi-Fi』の仕様は、認証時に簡単なアンケートに回答する必要がある他、1日に1回15分×7回までしか使用できない。また商店街内
でも電波の死角地帯があり、さらに一定数の同時接続（1度に100件程度）があると、つながりにくくなる（季節性が強く、観光ハイシーズンの夏場
に起こりやすい）という技術的な課題もある。
●堺町通り商店街において『OTARU Wi-Fi』は少なくとも、商店街の無料広告ツールと位置付けており、ネット接続環境を通じて、SNSに写真等を
アップして欲しいというのが狙い。
●小樽市内では以前、「JR小樽駅」「小樽運河プラザ」「小樽運河浅草橋付近」「オルゴール堂」の4箇所に道庁・NTTが作ったシステムによる無料
Wi-Fi整備を行った。しかし接続手続きが複雑で、手順を職員が説明する必要があるため、あまり利用されていないのが実状。
●クルーズ船が小樽港に入った際は、利用者の自己責任という告知の下、認証手続き等が不要なフリーWi-Fiを小樽市として持参し、利用させて
いる。30人程度の同時接続で重くなり、通信速度が落ちるが、それでも利用したいという層がいる。

【観光に来ている外国人旅行者のネット利用の様子】
●個人で通信手段を持参しているというのは調査結果と同じく、非常に感じる。小樽運河プラザの物産コーナーでは、ウィーチャットペイが利用
できるようになっているが、ネットへの接続手段は自分達で有している様子が伺える。また、施設の無料Wi-Fiに接続していなくても、ネット利用
している様子の外国人旅行者も多い。

【今後の無料公衆無線LAN整備に向けての課題・留意事項】
●接続の手続きが面倒等で実質的に利用がされていない無料公衆無線LAN等は、見直しを進め、利用され易い形に改善していく必要がある
●漠然と「Wi-Fi接続環境を整備する」ということで整備を進めるのではなく、現在の傾向やトレンド（外国人観光客の更なるFIT化や、個人での
通信手段の持参 等）を踏まえ、特に設備投資は5年後・10年後も活用されるようメリハリをつけた整備をしていく必要がある。

【その他】
●AR（拡張現実）等を活用した観光コンテンツ等が市内で展開できると、ネット接続環境があることで、より付加価値の高い観光体験を提供する
ことができるので、単にインフラとして無料公衆無線LANの環境を整備するだけでなく、そのような仕掛けを打つことによるPRと一体で考えて
いく必要がある。
●通信設備業者から毎日のように、Wi-Fi導入のセールスコール（電話）が入る。素人の立場だと、「どの事業者がしっかりと対応してくれるか？」
などで判断が付かないことも多いのが本音（信頼できる事業者にお願いしたいが、実際に導入してみると、最初に聞いていたよりも色々と問題
が起こっているケースもある）。



調査分析結果のまとめ
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意見交換会より

単純集計の分析結果 クロス集計の分析結果
●旅行形態は「個人客が約9割」「初来道者が約8割」
●スマホ保有率は94%、何も持ってきていないは2.55%
●回答者の81.70%が「自分の通信手段を持っている」と回答。51.79%
が「ポケットWi-Fi」を保有し、入手場所は、79.65%が「自国を出発前」
●通信手段を持ってきていない理由は、「無料公衆無線LAN・ホテル
Wi-Fi」の利用で足りる
●「無料公衆無線LANを使用する」との回答は、全体の48.49%。その
うち「条件に関わらず使用する」は58.04%。以上から、仮に無料公衆
無線LANが整備されていても28.14%（＝48.49%×58.04%）しか無条件
で利用しない計算
●無料公衆無線LANを使わない理由は「自分の通信手段がある」が
60.54%
●今回調査で『OTARU Wi-Fi』を知っていたのは、回答者の12.08%。
そこから実際に利用した人は57.58%で、回答者全体に対する利用率
は6.95%。利用しなかった理由は、57.14%が「自分で保有している通信
手段がある」ため
●今後無料公衆無線LAN強化が必要な場所は、「空港」と「駅」が上位。
（「商業施設：21.02%」「飲食店：18.64%」「お土産店：6.44%」となって
おり、強いネット接続ニーズがある様子は伺えなかった

●堺町通り商店街において『OTARU Wi-Fi』は少なくとも、商店街の無料広告ツールと位置付けており、ネット接続環境を通じて、SNSに写真等を
アップして欲しいというのが狙い
●クルーズ船が小樽港に入った際は、利用者の自己責任という告知の下、認証手続き等が不要な市保有のフリーWi-Fiを活用している。30人程度の
同時接続で重くなり、通信速度が落ちるが、クルーを中心にそれでも利用したいという層がいる
●個人で通信手段を持参しているというのは調査結果と同じく、非常に感じる。小樽運河プラザの物産コーナーでは、ウィーチャットペイが利用で
きるようになっているが、ネットへの接続手段は自分達で有している様子が伺える
●漠然と「無料公衆無線LANの環境を整備する」ということで整備を進めるのではなく、傾向（外国人観光客のFIT化や、個人での通信手段の持参
等）を踏まえ、設備投資は5年後・10年後も活用されるメリハリをつけた整備をしていく必要がある
●AR（拡張現実）等を活用した観光コンテンツ等が市内で展開できると、ネット接続環境があることで、より付加価値の高い観光体験を提供できる

●持参している情報端末は、全体に「スマホ」が極めて高い
●情報端末の利用目的は、国・地域別にバラつき。1位は全てで「HPや
ブログの閲覧」も、2位は中国が「決済サービス利用」、韓国が「SNS
利用」、台湾・東南アジア・欧米が「E-mail利用」
●日本で利用可能な通信手段の保有は、「中国」「東南アジア」で90%
以上が「持っている」と回答。それ以外の国は75%前後
●持っている通信手段は全体的にポケットWi-Fiが多く、韓国は75.47%
で高く、香港は78.26%がプリペイドSIM、欧米は低傾向
●通信手段の入手は、全体的に「自国でレンタル等」してから来道して
いるが、欧米諸国だけは「日本に到着後」に入手している
●無料公衆無線LANは、団体旅行の方が「利用する」割合が高かった
●OTARU Wi-Fiを知っていたかどうかは、団体旅行、複数回来道の方が
知っている率が高かった
●小樽滞在中の困ったことについては、団体旅行の方が困ったことが
「あった」の比率が高く、最多は「無料公衆無線LANの環境」
●無料公衆無線LANを利用しない理由は、「自分で保有している通信
手段がある」が最多。



地域における通信環境整備の「考察ポイント」
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【通信環境整備の考察ポイント】

通信環境整備の考察ポイント 考察内容

①インバウンド観光客の通信環境は、個人による
保有が進んでいる

近年は、海外旅行時の通信環境の個人による保有化が進んでいることから、無料
公衆無線LANと個人保有の通信手段でメリハリを利かせた環境整備が必要

②無料公衆無線LANは、滞在時間が長い特定の
場所 （「空港」「駅」）ではまだ、その利用ニー
は高い

上記①の一方、「空港」「駅」といった滞在時間が長く、ネット通信を長時間使用する
場所ではまだ、無料公衆無線LANの利用ニーズは高い。ただし、接続手続きに簡
便性を求める声も強いので、セキュリティとのバランスを考える必要がある

③通信環境整備が観光客の利便性という目的に
留まらない、地域の観光促進につながる目的性
ある整備が必要

単に利便性を高める目的で無料公衆無線LANを導入するのではなく、SNSでの情
報拡散が期待できる等、費用対効果を考えた目的を持った整備・投資が必要

【「考察ポイント」に基づいた、地域における通信環境整備の具体案】

通信環境整備の考察ポイント 考察内容

①JR駅構内における無料公衆無線LANの整備 小樽の街歩き・散策拠点である「JR小樽駅」「JR南小樽駅」で無料公衆無線LANを整
備。併せて「小樽到着時に観光情報を入手してもらう」「列車発車までの待ち時間に
撮影した写真や動画をSNSにアップしてもらう」ことを、下記③の仕掛けと並行して展開

②JR駅を基点とした『街歩き用ポケットWi-Fi』
の有料貸出化

小樽観光が現状、その多数が「通過型観光」であることから、これを逆手に取った「ポ
ケットWi-Fiレンタル事業」を、例えば観光協会の収益事業（例えば、代理店契約を結
んで行う貸出事業による手数料収入や、自主事業として行うレンタル料収入など ）と
して実施することが考えられる。その際、回収窓口を市内複数個所に設置することで、
観光客の利便性を高めるだけでなく、回収率も高められる

③インターネットの接続環境が「欲しくなる」
観光上の仕掛け・アクティビティの展開

データ容量が重い「写真」「動画」をアップロードがしたくなる仕掛けや、観光中にSNS
等へアップするとより楽しくなるアクティビティを考案・展開することで、「インターネットに
接続していることで、より観光が楽しめる」という状況を作り出す。その一例として、市内
の観光スポット等におけるAR（拡張現実）の展開等が考えられる


