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はじめに（本実証事業の趣旨） 

 

平成 28 年３月に政府は「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し、当該ビジョンを 

強力に推進するため、観光ビジョンを踏まえた政府の短期的な行動計画として、平成 28 年 

５月に、観光立国推進閣僚会議において、「観光ビジョン実現プログラム 2016」（観光ビジ

ョンの実現に向けたアクション・プログラム 2016）を決定し、地方ブロックごとのきめ細 

やかな受入環境整備の課題解決を強力に図ることとしている。 

北陸信越運輸局管内においても、「訪日外国人旅行者の受入に向けた北陸信越ブロック連

絡会」（平成 29 年 4 月「観光ビジョン推進北陸信越ブロック戦略会議」に改組）において、

管内の外国人旅行者受入環境の現状・課題、対応方針をとりまとめ、関係機関と情報共有

が図られてきた。 

観光ビジョンにおいては「通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現」 

が明記されている。現状の無料公衆無線 LAN 環境の整備については、接続する際に通信事 

業者ごとに異なる接続方式となっており、その都度認証手続きを行う必要があり外国人旅 

行者の大きなストレスとなっていることから、重要な課題となっている。 

本事業は実証事業として、３つ星街道（金沢市・南砺市・白川村・高山市・松本市）に 

おいて、共通接続アプリによる通信環境の実証調査を行うとともに、共通接続アプリ利用 

者の動態調査等を行い、訪日外国人の個人旅行者のニーズの高い観光施設等の情報を把握 

及び検証し、受入環境整備の促進を図ることを目的とする。  
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1. 事業概要 

1.1. 本実証事業の背景 

政府および観光庁では、2020 年、訪日外国人旅行者 4,000 万人を目標に、訪日外国人が

ストレスなく快適に観光を満喫できる環境整備に向け、無料公衆無線 LAN の整備促進など

に取り組んでいる。 

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社（以下、NTTBP）は、2013

年以降、生活動線である空港・鉄道・コンビニエンスストアをはじめ、全国の公共施設（自

治体）や商業施設等で公衆無線 LANサービス提供に取り組んでいる。 

本実証事業では、「通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現」に向け、

現在は通信事業者ごとに接続方式が異なる３つ星街道の無料公衆無線 LAN において、共通

接続アプリによる接続環境(以下、ONE認証)を整備・検証し、受入環境整備の促進を図るこ

ととした。 

 

【図１】 

 

ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに 3 つ星で紹介されている観光資源を有する、

金沢・南砺市・白川村・高山・松本の５自治体からなる３つ星街道観光協議会事務局の金

沢市においては、平成 27 年 3月に北陸新幹線が金沢駅まで延伸し、来街者様が飛躍的に増

加している。 

そのなかで、金沢市は観光庁の取り組みである観光立国ショーケースに選定されている。 

本実証事業では、観光資源の磨き上げ及び海外への情報発信等を推進する「観光立国シ

ョーケース」の取り組みにも沿うように、３つ星街道ルート内でのストレスフリーの環境

整備を実施した。 
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【図２】 

 

 

1.2. 本実証事業における ONE 認証環境 整備・調査の全体像 

３つ星街道ルートにおいて、共通接続アプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」(以下、Japan 

Wi-Fi)を利用して、ONE 認証でフリーWi-Fiが利用できる環境を整備した。 

実証実験期間中は、３つ星街道での ONE 認証環境の PR や、Japan Wi-Fi のダウンロード

促進等に取り組むほか、Japan Wi-Fiを利用した観光情報の配信、取得した GPSログ等によ

る動態分析を実施した。 

ONE 認証環境をご利用された方に対しては、アンケート調査を実施することで ONE 認証環

境の利便性の調査や今後の利用意向や課題の抽出を実施した。 

1.3. 実証期間 

 本実証事業は、平成 29 年 12月 26日（火）から平成 30 年 3月 30 日（金）に実施した。 

 

【図３】 

 

共通接続アプリ
(Japan Connected-free Wi-Fi)

ONE認証環境の整備

共通接続アプリによる
連携

周知・広報・利用促進 動態調査
利用者アンケート

調査

ONE認証環境の利用者調査

• 異なる通信事業者が整
備した基盤を共通接続
アプリにて連携

• 3つ星街道ルート内でのONE認証環
境の周知と利用促進

• 共通接続アプリを活用した情報配信

• 共通接続アプリの取得ロ
グを活用した動線の分析

• 立ち寄り施設や動向の把
握

• ONE認証環境体感の感想や課題等
• 今後の利用意向とニーズ等の把握

ONE認証環境の技術的検証及び利用促進、ONE認証環境を
活用した情報配信や動向把握のあり方について

観光誘客に向けたONE認証
利活用方策について

【整備・調査の全体像（関連図）】
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2. Wi-Fi通信環境利用者に対する ONE認証環境の提供 

2.1. 各自治体の Wi-Fi環境 

 ３つ星街道の各自治体では、異なる通信事業者による無料公衆無線 LAN 環境の整備・運

用がされている。金沢市及び松本市は NTTBP が無料公衆無線 LAN 環境を構築・運用してお

り、既に Japan Wi-Fi による接続が可能となっている。南砺市・白川村・高山市について

は、地域のケーブル会社等が提供している。 

利用者の利便性を損なうことなく、３つ星街道の各自治体がこれまでに整備した無料公

衆無線 LAN環境を活用して ONE 認証を実現させるため、共通接続アプリ（Japan Wi-Fi）に

よる ONE 認証の実現方法を各自治体・通信事業者と調整の上、実現した。 

 

【図４】 

 

 

2.2. ONE認証の実現方法 

各自治体の ONE 認証の実現方法は以下のとおり。 

 

2.2.1. 金沢市 

金沢市においては、NTTBP による提供のためサービス開始当初より Japan Wi-Fiによる接

続が可能となっている 。接続イメージは以下のとおり。 
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【図５】 

 

 

2.2.2. 南砺市 

南砺市においては、Japan Wi-Fi に対応させるための専用 SSIDを追加することにより ONE

認証を実現した。利用者は、Japan Wi-Fi インストール時に設定を追加することで ONE認証

可能となる。接続イメージは以下のとおり。 

 

【図６】 
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2.2.3. 白川村 

白川村については、既存 APに NTTBPによる認証が可能な SSIDを追加し、Japan Wi-Fiア

プリによる接続を実現した。接続イメージは以下のとおり。 

 

【図７】 

 

2.2.4. 高山村 

高山市については、既存事業者（飛騨高山ケーブルネットワーク）の認証設備に Japan 

Wi-Fi 連携用機能を追加することにより接続を実現した。接続イメージは以下のとおり。 

 

【図８】 
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2.2.5. 松本市 

松本市については、NTTBP による提供のためサービス開始当初より Japan Wi-Fiによる接

続が可能。接続イメージは以下のとおり。 

 

【図９】 

 

2.3. ３つ星街道周辺エリアでの認証連携 

３つ星街道周辺エリアにおける約 10,100AP を共通接続アプリ(Japan Wi-Fi)にて ONE 認

証を実現した。 

【図１０】
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3. ONE認証環境の提供に関する広報・周知 

3.1. ３つ星街道実証事業の広報・周知について 

本実証事業の広報・周知は、リーフレット・ステッカー等の PR ツールに加え、WEB での

プロモーション及び利用可能場所の案内を含めて総合的に実施した。 

【表２】 

 

 

3.2. リーフレット・ステッカー等 PRツール 

３つ星街道エリアの ONE 認証をプロモーションするにあたり統一的なデザインロゴを制

作した。デザインについては、３つ星街道エリアの Wi-Fi の取組であることが視覚的にわ

かることやデザインのシンプルさといった各自治体のご意見を踏まえ制作した。 

本実証事業を進める上で共通接続アプリ（Japan Wi-Fi）のダウンロードをしていただく

こと、アンケートに協力いただくことを積極的にプロモーションするため、リーフレット

を制作し、主要な観光動線である、３つ星街道エリアの各自治体の観光案内所や中部国際

空港及び高山の JTBツーリストインフォメーションセンター等に配備した。 

 

（1）ロゴデザイン（ステッカー） 

【図１１】 
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（2）リーフレット 

・３つ星街道エリアでの ONE認証の説明 

・共通接続アプリ（Japan Wi-Fi）のダウンロード手順および設定手順の説明 

 

【図１２】     【図１３】 

 

 

（3）アンケート誘引チラシ（リーフレットに挟み込み） 

・３つ星街道エリアでの ONE認証に関する利用者アンケートに関する協力依頼 

・アンケート WEB 画面への誘引 

 

【図１４】 
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（4）プロモーションツール 配備状況例 

 

【図１５】 

リーフレット配備例（金沢市観光案内所） 

 

 

【図１６】 

リーフレット配備例（JTB ツーリストインフォメーションセンター） 

   〈高山〉         〈中部国際空港〉 
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3.3. WEB媒体でのプロモーション 

金沢から五箇山、白川郷、高山、松本へとつながるエリアにおいて、共通接続アプリ(Japan 

Wi-Fi)をもちいた Free Wi-Fiの広域連携の紹介を行う特設ホームページを開設した。 

ホームページ内では本事業の目的やフリーWi-Fi利用可能エリアのご案内（MAP）、アプリ

の利用方法等を掲載している。北陸・飛騨・信州３つ星街道全体のプロモーションを実施

している「北陸・飛騨・信州３つ星街道観光協議会」ホームページと同様の対応言語ペー

ジ（日本語・英語）を用意した。 

 

【図１７】                   【図１８】 

ホームページ画面イメージ（日本語版）     ホームページ画面イメージ（英語版）

http://www.ntt-bp.net/mitsuboshi-kaidou/ja/        http://www.ntt-bp.net/mitsuboshi-kaidou/en

           

         

 

http://www.ntt-bp.net/mitsuboshi-kaidou/ja/
http://www.ntt-bp.net/mitsuboshi-kaidou/en
http://www.ntt-bp.net/mitsuboshi-kaidou/en
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【図１９】 

「北陸・飛騨・信州３つ星街道観光協議会」HPからの動線 

（「北陸・飛騨・信州３つ星街道観光協議会」の英語ホームページにリンク掲載） 

 

「北陸・飛騨・信州３つ星街道観光協議会」HP URL  http://www.mitsuboshi-kaidou.jp/ 

 

【図２０】 

NTTBP 社 HP（Japan Wi-Fi 公式ページ）からの動線 

（Japan Wi-Fi 公式ページの「News（３つ星街道観光協議会）」にリンク掲載） 

 

Japan Wi-Fi公式 HP URL  http://www.ntt-bp.net/jcfw/ 

 

3.4. 利用場所のご案内 

利用場所の案内については、Japan Wi-Fi の公式ホームページ内「Wi-Fi スポット」、本

実証事業の特設ホームページ、Japan Wi-Fiアプリそれぞれで、利用場所の案内を行った。 
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3.4.1. WEBページ 

フリーWi-Fi 利用可能箇所は、Japan Wi-Fi 公式ページ内「Wi-Fi スポット」に登録し、

MAP に赤色の PIN で表示 。さらに特設ページにおいては、５自治体それぞれの中心となる

駅および停留所を中心点として表示させる機能を追加。 

 

【図２１】 

 

3.4.2. Japan Wi-Fiアプリ 

共通接続アプリ(Japan Wi-Fi)のマップ表示機能において、フリーWi-Fi利用可能箇所を 

案内。 

提供事業者（SSID名）やエリアから検索が可能で、オフライン時でも使用できるダウン 

ロード可能な MAP も用意した。 

【図２２】 
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3.5. オフラインガイド 

共通接続アプリ(Japan Wi-Fi)には、フリーWi-Fiに接続していない時でも閲覧が可能な 

オフラインガイド機能が搭載されており、本機能においても３つ星街道の観光情報等 

さまざまな魅力を紹介した。 

 

【図２３】 

オフラインガイドダウンロード手順 

 

3.5.1. 金沢市 

金沢市においては、茶屋街をはじめとした観光スポット情報を中心に掲載した。 

【図２４】 

 

3.5.2. 南砺市 

南砺、五箇山においては、井波彫刻や桜ヶ池クライミング等、体験型観光情報を掲載した。 
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【図２５】 

 

3.5.3. 白川村 

白川村においては、飛騨牛すったて鍋や五平餅等、郷土料理を中心とした情報を掲載した。 

 

【図２６】 

 

 

 

3.5.4. 高山市 

高山市においては、酒蔵や朝市など、街並みや地域の風土を感じられる情報を掲載した。 

 

【図２７】 
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3.5.5. 松本市 

松本市においては、松本城をはじめ名所や蕎麦づくり体験等、楽しめる情報を掲載した。 

 

【図２８】 

 

 

3.5.6. オフラインガイドにおける交通アクセスの案内 

３つ星街道を構成する５つの自治体（金沢市・南砺市・白川村・高山市・松本市）への交

通手段等を掲載した。 

【図２９】 
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4. ONE認証利用者のアンケート調査及び動態調査 

4.1. 利用者アンケートの実施概要 

平成 29年 12 月 26日から平成 30年 3月 30日まで、３つ星街道エリアに来訪する訪日外

国人旅行者に対してアンケートを実施し、616件のアンケートを回収した。 

３つ星街道エリアに来訪する訪日外国人旅行者を対象としていることから、アンケート

実施場所として、３つ星街道エリアに流入する主要拠点となる中部国際空港、名古屋駅及

び３つ星街道エリア内の主要観光動線を選定した。 

【表３】 

 

4.2. アンケートサンプリング実施状況 

３つ星街道エリアに来訪する訪日外国人旅行者の主要交通・観光動線上でアンケートサン
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プリングを実施した。 

 

【図３０】 

アンケートサンプリングの実施状況（一例） 

 

 

【表４】 

アンケート質問内容 

 

 

 

 

 

高山濃飛バスセンターでの
アンケートサンプリング

白川郷バスセンターでの
アンケートサンプリング

腕章等
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【図３１】 

Web アンケート画面（７言語対応） 

 



22 

 

 

 

 

4.3. アンケート調査結果 

アンケート調査の結果を単純集計、クロス集計した詳細については以下のとおり。クロス

集計の表内の凡例は下記に示すとおりである。 

【図３２】 

 

 

Q1．あなたの国籍・地域をお答えください。（単一回答） 

 回答者の国籍・地域では「台湾」（21.9%）が最も多く、以下「中国」（19.0%）が最も多

く、「タイ」（15.4%）の順となっている。JNTO の推計値（2018/2）では、訪日外客数上位は

韓国、中国、台湾、香港、タイとなっている。近年、タイからの来訪者が増加傾向にある

が、本アンケート結果でもそれを裏付けることとなった。 
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Q2．あなたの年齢をお答えください。（単一回答） 

 年齢は、「30-39歳」（39.8%）が最も多く、以下「20-29歳」（25.2%）、「40-49歳」（19.6%）

の順となっている。 

 国籍・地域別にみると、中国やタイ、インドネシアは「30-39 歳」、台湾や香港、韓国で

は「40-49歳」の割合がやや高い傾向にある。 
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Q3．あなたの性別をお答えください。（単一回答） 

性別では、「女性」（57.5%）が最も多く、以下「男性」（41.6%）、「回答しない」（1.0%）

の順となっている。中国と台湾、韓国、タイ、インドネシアなどは女性が多い傾向がみら

れる。 
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Q4．あなたが日本に来たのは今回で何回目ですか。（単一回答） 

訪日回数では、 「5回以上」（38.5%）が最も多く、以下「はじめて」（21.6%）、「2回目」

（15.3%）の順となっている。金沢市が公開している「金沢市観光調査結果報告書（2016）」

においても、訪日経験は「4回目以上」が 40.4%と最も多くなっており、当該エリアはリピ

ーターが多いという傾向がある。今後、初めて日本に来訪されるビギナー層をいかに取り

込むかについて検討すべきであろう。 

 国籍・地域別に見ると、中国は「5回以上来ている人と初めての人」が多く、台湾と香港、

韓国は「5回以上」が多い。一方、インドネシアは初来日の割合が多くなっている。 
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Q5．今回の旅行の手配方法についてお答えください。（単一回答） 

旅行の手配方法を見ると、「航空券・宿泊施設などを自己手配」（91.2%）が最も多く、以

下「旅行会社手配の個人旅行パッケージを購入」（5.7%）、「その他」（1.8%）の順となって

いる。今回の回答者では、圧倒的に個人旅行客の割合が多くなっている。 

 訪日回数別にみると、「はじめて」の来訪者が比較的「旅行会社手配の個人旅行パッケー

ジ」を利用している傾向がある。 
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Q6．今回の旅行で主に使用している日本国内での移動手段をお答えください。（複数回答） 

  国内での移動手段では、「公共交通機関（鉄道）」（89.6%）が最も多く、以下「公共交

通機関（バス）」（60.3%）、「飛行機」（9.1%）の順となっている。Q5 に示されたように、個

人旅行客の割合が多いため、公共交通機関の利用が目立っている。 

 各地に「実際に行った」人を抽出すると、金沢、白川郷でのバスの利用率が上がってい

る。 

 

 

 

Q7．今回の旅行で利用したお得な切符をお答えください。（複数回答） 

 お得な切符の利用状況では、「ジャパンレールパス」（35.8%）が最も多く、以下「お得な

切符を利用していない」（31.1%）、「北陸アーチパス」（13.7%）の順となっている。本調査

の対象エリアで利用可能な「３つ星街道ルート切符」（13.5%）、「世界遺産バス」（6.7%）の

利用度が低くなっており、プロモーションが必要と思われる。 

 Q8 の設問から「実際に各地に行った」と回答した人の切符の利用状況を見ると、「世界遺

産バス」についてはやや利用が高い傾向も見える。 
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Q8 項目 1．ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに３つ星で紹介されている世界遺産や

国宝等の観光資源を有する自治体（金沢市・南砺市・白川村・高山市・松本市）が連携し、

３つ星街道として観光振興しております。この３つ星街道エリアでの来訪スポットをお答

えください。-兼六園・金沢城（単一回答） 

 

 金沢は、「行く予定はない」（39.3%）が最も多く、以下「行く予定」（35.1%）、「実際行

った」（25.6%）の順となっている。 

国籍・地域に見ると、予定も含めれば中国と台湾、インドネシアが「行く」傾向が強い。

香港と韓国、タイは逆に「行かない」傾向が強い。訪日回数別では、5回以上のリピーター

層が訪問する地域という特徴がある。 
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Q8 項目 2．ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに３つ星で紹介されている世界遺産や

国宝等の観光資源を有する自治体（金沢市・南砺市・白川村・高山市・松本市）が連携し、

３つ星街道として観光振興しております。この３つ星街道エリアでの来訪スポットをお答

えください。-高山（単一回答） 

 

 高山は、「実際行った」（51.3%）が最も多く、以下「行く予定」（37.0%）、「行く予定はな

い」（11.7%）の順となっている。 

 国籍・地域を見ると、特にタイからの来訪者に人気がある。訪日回数を見ると、まんべ

んなく「行く予定」「実際行った」の回答となっているが、初来日の方の「実際行った」と

いう回答が少ない。 
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Q8 項目 3．ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに３つ星で紹介されている世界遺産や

国宝等の観光資源を有する自治体（金沢市・南砺市・白川村・高山市・松本市）が連携し、

３つ星街道として観光振興しております。この３つ星街道エリアでの来訪スポットをお答

えください。-五箇山（単一回答） 

 

 五箇山は、「行く予定はない」（78.0%）が最も多く、以下「行く予定」（14.4%）、「実際行

った」（7.5%）の順となっている。 

台湾からの来訪者は「実際行った」割合が多い。訪日回数別では、「5 回以上」の来訪者は

13.1%が「実際に行った」と回答としている。 
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Q8 項目 4．ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに３つ星で紹介されている世界遺産や

国宝等の観光資源を有する自治体（金沢市・南砺市・白川村・高山市・松本市）が連携し、

３つ星街道として観光振興しております。この３つ星街道エリアでの来訪スポットをお答

えください。-白川郷（単一回答） 

 

 白川郷は、「実際行った」（44.0%）が最も多く、以下「行く予定」（41.2%）、「行く予定は

ない」（14.8%）の順となっている。 

 国籍・地域別では、台湾、タイ、インドネシアからの来訪者が「実際行った」と回答し

ている傾向が強い。訪日回数別では、「3 回目」の人は「行く予定」との回答が多い（実際

に行ったという回答も少なくない）。2 回目・5 回目以上の来訪者が「実際に行った」と回

答する傾向がある。 
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Q8 項目 5．ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに３つ星で紹介されている世界遺産や

国宝等の観光資源を有する自治体（金沢市・南砺市・白川村・高山市・松本市）が連携し、

３つ星街道として観光振興しております。この３つ星街道エリアでの来訪スポットをお答

えください。-松本城（単一回答） 

 

松本城では、「行く予定はない」（73.7%）が最も多く、以下「行く予定」（17.5%）、「実際

行った」（8.8%）の順となっている。 

 国籍・地域別では、タイからの来訪者に人気があり、「行く予定」「実際行った」ともに

全体値を上回っている。訪日回数別にみても、全体的に「行く予定がない」が目立つが、2
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回目・5回目の来訪者は 10%以上が「実際行った」と回答している。 
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Q9．３つ星街道を知ったきっかけをお答えください。（複数回答） 

 3 つ星街道を知ったきっかけは、「SNS（Facebook、Twitter、微信等）」（41.4%）が最も多

く、以下「口コミサイト（Trip Adviser 等）」（36.9%）、「その他インターネット」（27.6%）

の順となっている。観光情報の接触はインターネット経由が中心であり、しかも SNS や口

コミサイトのような「人づての情報」が利用されることが示されている。なお、国籍・地

域別では中国が SNS よりも口コミサイト経由で情報を得ていること、台湾は旅行ガイドブ

ックを活用しているといった特徴もある。 

 

 

 

 

Q10．３つ星街道の観光情報をどのような方法で調べたか、お答えください。（複数回答） 
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3 つ星街道の観光情報の検索方法は、「SNS（Facebook、Twitter、微信等）」（39.5%）が最

も多く、以下「口コミサイト（Trip Adviser等）」（38.4%）、「その他インターネット」（34.5%）

の順となっている。「ガイドブック」（18.7%）や「パンフレット」（5.0%）などの紙媒体の

利用は比較的少なくなっており、SNSやインターネットを利用した情報発信の重要性が高ま

っている。Q9 と同様に、中国からの来訪者は口コミサイトを重視、台湾からの来訪者はガ

イドブックを見ている。また、インドネシアからの来訪者は、観光案内所や知人・親族等

による「対面」で情報を調べている。 
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Q11．３つ星街道を観光するにあたり、不足していると思われる情報をお答えください。（複

数回答） 

 

 不足している 3つ星街道の観光情報では、「不足している情報はない」（42.7%）が最も多

く、以下「交通」（18.7%）、「食事」（17.7%）の順となっている。インターネットでの情報

入手が一般化していることもあり、情報の不足感は少なくなっていると考えられる。国籍・

地域別に見ると、タイからの来訪者は「食事」情報の不足を一位としている。食事の情報

は、インドネシアからの来訪者も重視している。中国からの来訪者は「不足している情報

はない」が一位ではあるが、29.9%と低めになっており、情報の不足感がうかがえる。 
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金沢に「実際に行った」人だけを抽出すると、「不足している情報はない」の回答が増え

ており、情報の充足がうかがえる。台湾からの来訪者は、「観光スポット案内」に不足を感

じている半面、「食事」に関する情報は満足している傾向がある。 

 

 

高山に「実際に行った」人だけを抽出すると、「不足している情報はない」の回答が国に

よって様々であり、香港からの来訪者は半数以上が「不足している情報はない」と回答を

しているのに対して、中国とタイでは 2 割強の回答にとどまっている。中国からの来訪者

は「観光スポット案内」が、タイからの来訪者は「食事」「交通」「おみやげ」の情報をよ

り必要としている傾向がある。 

 

 

 五箇山に「実際に行った」人だけを抽出すると、「不足している情報はない」の回答が減

少している（回答者総数が少ないことには留意）。 
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白川郷に「実際に行った」人だけを抽出すると、高山同様に「不足している情報はない」

の回答が国によって様々であり、台湾からの来訪者は半数以上が「不足している情報はな

い」と回答をしているのに対して、中国は 2 割強、タイでは 3 割弱の回答にとどまってい

る。中国からの来訪者は「観光スポット案内」「交通」が、タイからの来訪者は「食事」「交

通」「おみやげ」の情報をより必要としている傾向がある。 
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松本城に「実際に行った」人だけを抽出すると、「不足している情報はない」の回答は全

体を上回っている。特に「観光スポット案内」と「交通」の情報は充足していることがみ

られる。（五箇山と同様に、回答者総数が少ないことには留意） 

 

Q12．日本滞在中に Wi-Fi を利用したかお答えください。（単一回答） 

 日本滞在中の Wi-Fi利用については、「利用した」（83.9%）が最も多く、以下「スマート

フォンやタブレット、PC などの端末をもっているが、利用していない」（14.0%）、「スマー

トフォンやタブレット、PCなどの端末をもっておらず、利用していない」（2.1%）の順とな

っている。来訪する方のほとんどは Wi-Fi にアクセスする端末を保有しており、その多く

は Wi-Fi経由でインターネットに接続している。 

 訪日回数別に見ると、2 回目の来訪者がやや「端末があるのに Wi-Fi を利用していない」

結果となった。 
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Q13．Wi-Fiを利用した方にお伺いします。Wi-Fiを利用した通信手段をお答えください。（複

数回答） 

 

 Wi-Fi を利用した通信手段としては、「モバイル Wi-Fi ルータ」（43.7%）が最も多く、以

下「無料の Wi-Fi サービス（公衆無線 LAN）」（39.7%）、「国際ローミング」（18.0%）の順と

なっている。無料の Wi-Fiを利用している人は、「モバイル Wi-Fiルータ」の利用者よりも

少なく 4 割弱に止まっている。国籍・地域別では、中国や台湾からの来訪者は「モバイル

Wi-Fi ルータ」を半数が使っており、その反面「無料の Wi-Fi サービス（公衆無線 LAN）」

の利用が少なくなっている。香港やタイはやや「無料の Wi-Fi サービス（公衆無線 LAN）」

が多い傾向にある。 

 訪日回数別では、「はじめて」の人がは「無料の Wi-Fiサービス（公衆無線 LAN）」を最も

利用しているが、4回目、5回目の来訪者は「モバイル Wi-Fiルータ」の利用が多くなって

いる（4回目の来訪者は公衆無線 LAN の利用も多い）。日本に慣れている方が、日本の Wi-Fi

事情を想定して「モバイル Wi-Fi ルータ」を持参している可能性が考えられる。 
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Q14．Wi-Fi を利用した方にお伺いします。Wi-Fi を利用した際、不満足だった理由をお答

えください。（複数回答） 

 

Wi-Fi 利用者の不満点では、「不満足な点はなかった」（54.3%）が最も多く、以下「利用

する場所毎で利用登録することが面倒である」（17.9%）、 「利用できる場所が少ない」

（16.9%）、の順となっている。 

  Wi-Fi の利用手段別に見ると、「無料の Wi-Fi サービス（公衆無線 LAN）」利用者の不

満一位は「不満足な点はなかった」ではあるが、他の手段よりもスコアが小さく、不満に

思う利用者が比較的多い。また、「利用できる場所が少ない」が 25.1%、さらに他の選択肢

でも全体平均を上回っている。 

 利用場所のアナウンスや周知と、利用方法の簡易化を高めることによって、さらに利



43 

 

用を見込めると考えられる。 

 

 

 

 

 

Q15 項目 1．前回の日本滞在時と比較して、Wi-Fi 環境がよくなっているか、お答えくださ

い。-利用できる場所（単一回答） 

 

Wi-Fi を利用できる場所の評価では、「変わらない」（38.1%）が最も多く、以下「やや改

善されている」（19.3%）の順となっている。 

 

 

 

Q15 項目 2．前回の日本滞在時と比較して、Wi-Fi 環境がよくなっているか、お答えくださ

い。-簡単に利用ができる（単一回答） 

 

 Wi-Fi 利用の簡易さへの評価では、「変わらない」（40.0%）が最も多く、以下「やや改善
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されている」（17.2%）の順となっている。 

 

 

 

Q15 項目 3．前回の日本滞在時と比較して、Wi-Fi 環境がよくなっているか、お答えくださ

い。-Wi-Fiのステッカーや案内をみかけるようになった（単一回答） 

 

 Wi-Fi の案内への評価では、「変わらない」（38.3%）が最も多く、以下「やや改善されて

いる」（19.0%）の順となっている。 

 

 

 

Q16 項目 1．Wi-Fi をどこで（＊）利用したのか、また、利用したいと思っているか、お答

えください。-利用した（複数回答） 

（＊）３つ星街道エリア内のみではなく、日本国内全てを対象 

 

Wi-Fi を利用した場所は、「空港」（79.1%）が最も多く、以下「鉄道駅」（57.6%）、「宿泊

施設」（55.5%）の順となっている。 

 「無料の Wi-Fi サービス（公衆無線 LAN）」利用者でも同じ順位ではあるが、上位 3 回答

はすべて全体を上回っている。「モバイル Wi-Fiルータ」の利用者も同傾向ではあるが、「鉄

道車内」と「バス車内」において「無料の Wi-Fi サービス（公衆無線 LAN）」の利用を当然

ながら上回り、移動時の Wi-Fi需要があることが示されている。 
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Q16 項目 2．Wi-Fi をどこで（＊）利用したのか、また、利用したいと思っているか、お答

えください。-利用したい（複数回答） 

（＊）３つ星街道エリア内のみではなく、日本国内全てを対象 

 

 Wi-Fiを利用したい場所では、「空港」（55.9%）が最も多く、以下「鉄道駅」（52.8%）、「鉄

道車内」（51.5%）の順となっている。 

 「無料の Wi-Fi サービス（公衆無線 LAN）」利用者は、「鉄道車内」「バス車内」への回答

が全体平均を上回っているように、Q15 の設問同様に移動中の Wi-Fi 利用ニーズがあること

が示されている。 
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Q17．Wi-Fi を利用する際には、利用場所毎に必要な利用手続きがありますが、一度の登録

のみで別の場所でも Wi-Fi に接続できる便利なアプリ（Japan Connected-free Wi-Fi）が

あります。そのようなサービスをご存知ですか。（単一回答） 

 

 Wi-Fi 接続アプリについては、「知らない」（62.5%）が最も多く、以下「知っているが、

使っていない」（21.1%）、「使っている」（16.4%）の順となっている。 

 国籍・地域別では、タイ人の認知度と利用度が他よりも高い結果となった。訪日回数別

では、「3回目」と「5回以上」での認知度と利用度が高い。 
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Q18．Q17 のアプリ（Japan Connected-free Wi-Fi）をどこで利用したことがありますか。

（複数回答） 

 

  接続アプリの利用場所では、「日本国内（３つ星街道エリア以外）で使用したことがあ

る」（48.5%）が最も多く、以下「３つ星街道エリア内で使用したことがある」（44.0%）、「そ

の他」（15.8%）の順となっている。 

 3 つ星街道内の各地に「実際に行った」人の利用状況を見ると、エリア内での利用につい

ても 43.9%いることが確認できる。 
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Q19．実際にアプリ（Japan Connected-free Wi-Fi）を利用して使いやすかったでしょうか。

（単一回答） 

 

 アプリを利用した方では、「使いやすかった」と評価する意見が 86.1%と非常に多くなっ

ている。 

 回答数は少ないが、「Wi-Fi 利用の不満」とのクロス集計によると、「接続の手順がわかり

にくい」（85.7%）、「利用登録が面倒」（94.1%）の回答者からのアプリに対する評価が高い

ことがわかる。 Wi-Fi 利用に発生する不満点の解消にこのようなアプリが寄与することが

示されている。 

 また、実際に 3つ星街道エリア内で本アプリを利用した人に限れば、90.9%が「使いやす

かった」と全体平均を超える高い評価をしている。 
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３つ星街道エリア内で使用した方が Japan Wi-Fiの利便性について回答した結果、「使いや

すかった」と回答した方が 90%を超えている。 

 

 

Q20．旅行先で、一度の登録のみで別の場所でも Wi-Fi に接続できるアプリがあると使って

みたいと感じますか。 

（単一回答） 

 

 このようなアプリを使ってみたいと思う人が 91.7%と圧倒的に多く、利用ニーズが顕在化

している。特に公衆 Wi-Fi の利用者は 94.6%とほとんどの方が利用したいと感じている。ま

た、実際に 3つ星街道エリア内でアプリを使用した人の 93.2%が利用意向を示している。 
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4.4. アンケート調査結果の総括 

【属性】 

 ３つ星街道に来訪される訪日外国人旅行者は、台湾、中国、タイが多く、来日５回

以上の訪日リピーター層が大半を占めている。 

 旅行の手配方法として、 、「航空券・宿泊施設などを自己手配」（91.3%）が最も多

く、自ら情報を収集して旅行をしていることがうかがえる。 

【プロモーション】 

 ３つ星街道を知ったきっかけや３つ星街道の情報を調べた情報源として、「SNSや口

コミ」が約 4 割を占めており、インターネットと口コミの融合が観光情報発信に有

効であると考えられる。 

 ３つ星街道エリア内の周遊状況として高山・白川郷・金沢には「実際に行った」、「行

く予定」の回答割合が高く、周遊されていることがうかがえるが、五箇山・松本に

ついては「行く予定がない」と回答する割合が高く、プロモーションの余地がまだ

あると考えられる。 

【通信環境】 

 Wi-Fi を利用して通信を行っている旅行者が大半であり、日本の Wi-Fi 環境に対し

て、「不満足な点はなかった」（54.3%）と不満度は高くない結果となった。通信手段

として、モバイル Wi-Fi ルータや国際ローミング等、多様な手段を利用しているこ

とが Wi-Fi環境に関する不満につながっていない要因の一つと考えられる。 
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 公衆 Wi-Fi を利用していない層もおり、「利用場所の周知」と「使いやすさの向上」

が Wi-Fi 利用を高めるために必要である。 

 今後の Wi-Fi 利用ニーズは「バスや電車の中」といった移動時の通信環境への期待

が高まっている。 

 Wi-Fi の利用にあたり、利用場所毎で認証を繰り返すことには不満があり、当該ス

トレスを解消する共通接続アプリ（Japan Connected-free Wi-Fi）に対する利用意

向は高く、特に公衆 Wi-Fiの利用者は 94.6%と利用意向が高い。 

 ３つ星街道エリア内で共通接続アプリ（Japan Connected-free Wi-Fi）を利用した

方のうち、「利用して使いやすかった」と回答した方が 90.9%と利用満足度が高く、

今後も Japan Wi-Fi を利用したいと回答した方についても 93.2%と利用意向も高い

結果となった。 

 共通接続アプリ（Japan Connected-free Wi-Fi）の認知度は約 4 割であり、認知向

上・利用促進が今後課題となると考えられる。 

 

4.5. 動態調査の概要 

無料公衆無線 LAN の利用者の位置情報をベースに動態分析を実施した。概要は以下のと

おり。 

【表５】 

 

4.6. 動態調査の元データ 

今回の分析で対象とする位置情報ログは、弊社が扱う共通接続アプリ（Japan Wi-Fi）の

アプリログと弊社が運用している全国の Wi-Fi アクセスポイントのログとなり、詳細は以

下のとおり。 

 

（１）共通接続アプリ（Japan Wi-Fi）のアプリログデータ 

①Wi-Fi接続ログ：携帯端末毎のアプリ利用日時 
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②利用登録時アンケート情報：性別（男性/女性）、年代（10代未満/10代/20 代/30 代 

/40代/50代/60代/70 代以上）  

③ユーザ端末の設定言語のログ：アプリの利用開始手続きを行った際のユーザ端末の設

定言語に関するログ 

 

（２）本実証事業の Wi-Fiログデータ 

①アソシエーションログ：ユーザ端末と Wi-Fiのアクセスポイントの接続が確立した際

に取得できるログ。接続日時、接続したアクセスポイントの

ID、ユーザ端末固有の番号を取得。 

②ユーザ端末の設定言語のログ：本実証事業の対象 SSID 利用時の認証の際に取得した

ユーザ端末の言語に関する OSの設定情報を元に、言語を分類。

日本語、英語（米、英、豪、その他）、繁体字（台湾、香港）、

簡体字、ハングル、フランス語、ドイツ語、タイ語、その他 

 

 

4.7. 分析のための Wi-Fiログログの一次加工 

① 観光客の抽出 

集計期間内で一定期間以上（10 日以上）の利用実績があるユーザを在住者として分析対

象から除外し、データ抽出。 

 

【図３３】 

 

②  居住地域の特定 

対象 SSID利用時の認証の際に取得したユーザ端末の言語に関するブラウザの設定情報を

元に、言語を分類し、居住地域を特定。 

【図３４】 
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③ 観光客単位での分析 

  Wi-Fi利用者が異なる場所に移動しても、ユニークユーザとして一意でカウント。 

 

 【図３５】 

 

 

4.8. 動態調査結果 

① ３つ星街道自治体の月別国別ユニークアクセス割合 

・市町村別の月別のユニークアクセス数は、松本市、金沢市が多い。 

 ・松本市・金沢市は欧米系の割合が多い。一方、高山市・白川村・南砺市では、欧米

系とアジア系の割合がほぼ同じである。 

 ・2月（春節時期）は、金沢市・高山市・白川村・南砺市で中国・台湾・香港の割合が

他の月と比較して高くなっている。 

 

【図３６】 

 

  ・松本では、12 月末から 2 月中旬までオーストラリア人の来訪者が多い傾向であり、

スキー客と想定される。 

・金沢では、12 月末から年明けまでのクリスマス・年明け休暇に米国の来訪者が多く
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なり、3 月後半の桜の開花時期頃から欧米系の来訪者が多くなる傾向である。 

【図３７】 

 

② ３つ星街道自治体における国別の利用時間帯アクセス数割合 

・松本市は、10時台にアクセス数のピークがあり、16時台以降にアクセス数が減る傾

向にある。 

・金沢市は 18 時台でアクセス数が減少するが、20～21時台まで一定のアクセス数があ

る。 

【図３８】松本・金沢 
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・高山市は、早朝から夜までアクセス数が全体的に多いが、2 月は 16 時以降からアク

セス数が減少している。 

・白川村は、13～16時にアクセス数が集中し、16時以降のアクセスが減少する。 

・南砺市については、ログ数が少ないため、分析対象ができなかった。 

 

【図３９】高山・白川村 

 

 

③ ３つ星街道自治体_Japan Wi-Fi ログによるヒートマップ 

３つ星街道エリア全体において、ログデータの取得数が多い金沢市・松本に多くアク

セス数が集まっているが、幹線道路上にアクセスログが確認できる。 
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【図４０】３つ星街道エリア全体 

 

 

【図４１】金沢市 
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【図４２】南砺市 

 

【図４３】白川村 
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【図４４】高山市 

 

【図４５】松本 
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④ ３つ星街道エリア内拠点間移動量 

 松本市来訪者の移動量は少ない傾向であり、1箇所滞在型が多いと想定される。 

 金沢・高山・白川については、一定量の移動が確認でき、金沢・白川・高山

間の移動の相関性があることが確認できる。 

 オーストラリアは松本を中心とした移動が多いが、米国・英国等その他欧米

については、金沢を中心とした高山・白川の移動量が多い。 

 台湾・香港・中国・韓国のアジア系は、金沢を中心とした高山・白川の移動

量が多い。 

【図４６】 

 

⑤３つ星街道エリアの初回・最終アクセス市町村 

３つ星街道エリア内の初回・最終アクセス地点は、欧米系は松本の割合が最も高く、

金沢が次いで多い。一方、アジア系では、初回・最終アクセス地点として金沢市の割合

が高い傾向にある。 
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【図４７】 

 

【図４８】 
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4.9 動態調査の総括 

【３つ星街道エリア自治体それぞれの Wi-Fiログの属性 

（言語・国別割合/月別/利用時間帯）】 

 金沢・松本は欧米系の訪日外国人旅行者の割合が多く、特にオーストラリア人の松

本滞在については 1 月～2 月が多く 3 月になると下がる傾向でありスキー客である

と想定される。金沢については、クリスマス・年明け休暇時期に欧米系の来訪者が

多くなる傾向であった。 

 2 月は中国・台湾が多くなる傾向であり春節時期に来訪者が多いことを裏付ける結

果となった。3 月になると再び欧米系が多くなり、桜の開花時期に来訪者が増加し

ていることがうかがえる。 

 金沢・高山は朝から夜の時間帯までの Wi-Fi 接続が一定程度あり、街歩きをしてい

ることが推察される一方で、白川・松本については夕方から Wi-Fi接続数が下がり、

夕方以降は街歩きをしていなことが推察される。 

【３つ星街道エリア自治体間の周遊状況】 

 ３つ星街道エリアの 5 自治体のうち、松本市については移動量が少なく 1 箇所滞在

型の訪日外国人旅行者が多いと推察される。その他の 4 自治体については、金沢を

中心とした移動量が一定量あることが確認できており、３つ星街道エリア内の周遊

を裏付ける結果となった。米国やオーストラリア等欧米系の訪日外国人旅行者は松

本への移動量が一定量確認できる一方で、台湾・香港・中国等のアジア系の訪日外

国人旅行者は金沢・白川・高山間の移動量の割合が多い傾向であった。 

 ３つ星街道エリアへの最初・最終のアクセス地としては、欧米系は松本の割合が最

も高く、金沢が次いで多い傾向であった。アジア系については金沢が高い割合であ

った。 

【本実証事業で得られたログデータによる総括】 

 本実証事業では、共通接続アプリによる ONE 認証を整備したことでアプリログによ

る分析も可能になった。 

 ３つ星街道エリア内で共通接続アプリを利用した方はアンケート結果からも一定数

出ており、アプリログの分析結果に寄与した。 

 今後も、３つ星街道エリアの訪日外国人旅行者の周遊状況や季節毎の利用者属性等

の動線を分析するためには、Wi-Fi ログデータの充実を継続的に図ることが重要で

あり、共通接続アプリの認知・利用拡大とともに主要な観光動線への更なる Wi-Fi

設置を継続的に取り組むことが本実証事業の成果の継続に繋がると考える。 

 

以上 


