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 ４. モデルルートの設定およびそれに応じた記事の作成 

「Drive Hokkaido!」の外国人ドライブ観光 GPSデータを分析し、主要なルート並びに周辺

地域の観光資源との結びつきなどの分析結果や、地域協議会からの意見を踏まえ、根室地域の

ドライブ観光モデルルートを４ルート作成した。これらの記事は、「Drive Hokkaido!」（Web、

アプリ、SNS）、樂吃購(ラーチーゴー)！日本で情報発信した。（２．デジタルマーケティング

でイメージを記載） 

 

 

図 根室地域のドライブ観光モデルルートイメージ 
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５. 閲覧分析等による効果検証および情報発信手法の構築に関する検討 

  ここでは、訪日関心層へ訴求する当該地域の情報発信手法等を構築するための検討を実施す

るとともに、WEB、アプリケーション、SNS等の閲覧状況を分析することにより、情報発信の

効果検証に加え、外国人旅行者の国・地域別のニーズ等も把握も実施した。 

 

（１）根室地域の情報発信の詳細と閲覧状況（2019年 4月 1日～2021年 3月 18日） 

 

① 記事アクセスランキング WEB（令和元年度＋令和２年度） 

ＷＥＢ閲覧は総合計では英語が最も多く、中国語（繁体字）が次に続く傾向。韓国語の閲覧

は少ない。 

新型コロナウィルス感染症により入国規制もあったことから、全体的な閲覧数は伸びていな

い状況でも、ユネスコ世界遺産（知床）の英語記事の閲覧は多い。それを除くと、昨年度の記

事は英語の閲覧が多かったが、殆どの中国語（繁体字）記事に平均的なアクセスがある。 

2カ年の内、上位 10 件の内、6件は令和 2年度、4件は令和元年度にそれぞれ掲載開始した

記事となっている。情報発信では、地域の基本情報や本質的な魅力を伝える記事などは、情報

が古くなりにくく、長期間読めるテーマも重要と考える。 

樂吃購(ラーチーゴー)！日本の情報発信や Facebookの台湾フォロワーの増加させる広告な

どを実施したため、一定程度、繁体字記事の閲覧への影響もあったと考えられる。 

 

表 記事アクセスランキング 

 

 

  

順位 タイトル 掲載開始日
ＷＥＢページビュー

英語 繁体字 韓国語 合計

1 ユネスコ世界遺産 手つかずの大自然が残る北海道-知床 2020/10/30 1,047 134 5 1,186

2 根室は野生動物の楽園 2019/10/31 306 182 0 488

3 一面の白銀と星空の世界へ 2019/10/31 183 53 5 241

4 日本の酪農の中心地、根室が産み出す高品質な牛乳 2020/1/17 174 60 2 236

5 根室地域ドライブ:女満別空港ルート 2020/12/22 79 142 3 224

6 根室市の自然豊かな湿原 2020/12/22 76 144 0 220

7 根室の歴史、文化、そして自然 2020/1/17 170 39 0 209

8 趣のある小さな町に大都市の快適さ-中標津町 2021/1/14 77 112 3 192

9 根室地域ドライブ:新千歳空港ルート 2020/12/22 77 106 1 184

10 根室地域ドライブ:たんちょう釧路空港~根室中標津空港ルート 2020/12/22 81 102 0 183

11 根室地域ドライブ:たんちょう釧路空港ルート 2020/12/22 73 104 2 179

12 根室の自然を堪能する ネイチャーウォッチングにおすすめの場所 2020/1/17 144 25 0 169

13 サケとの共生の歴史-標津町 2021/1/14 60 92 1 153

14 豊富な自然に恵まれた牧歌的な町-別海町・野付半島 2021/1/14 52 98 1 151

15 2020/2021年新型コロナウィルス安全情報 2020/10/30 66 70 1 137

約８倍
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② ３言語合計ページビュー（PV） 

根室地域に関しては、合計 73のスポットを紹介している。根室地域のスポットは英語での

アクセスが最も多く（1,293回）、次いで繁体字（206回）、そして韓国語（30回）となり、合

計は 2,347回となっている。特に令和２年度はアプリの利用が全般的に少ないため、下記のラ

ンキングでは Webのデータのみを集計した。 

 

表 スポットランキング上位 30件 
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③ スポットアクセスランキング（WEB）：英語のページビューランキング 

英語 1位の「カフェトランク」は 2020年 1月の特集記事で、写真映えするパンケーキを提

供する店として紹介している。 

 

 

 

 

  

■スポットPV：根室エリアの上位ランキング

英語順位
根室地域
順位

エリア スポット名称 PV英語

1 5 根室 カフェ トランク 14

2 1 根室 「道の駅」スワン44ねむろ 13

3 3 根室 鈴木食堂 13

4 6 根室 観光クルーズ船 13

5 8 根室 明郷伊藤☆牧場 13

6 24 根室 陶灯りの宿らうす第一ホテル 13

7 2 根室
標津サーモン科学館 （サケの
水族館）

11

8 29 根室
白鳥台（「道の駅」おだいとう
付近）

10

9 9 根室 知床ネイチャークルーズ 9

10 21 根室
氷下待網漁見学＆スノーモー
ビル氷上そり体験

9

11 25 根室 羅臼間歇泉 8

12 30 根室 羅臼の宿 まるみ 8

13 15 根室 野付半島ネイチャーセンター 7

14 22 根室 根室海峡クルーズ 7

15 26 根室 べつかい郊楽苑 7

16 44 根室 ホテル峰の湯 7

17 4 根室
春国岱原生野鳥公園ネイ
チャーセンター

6

18 7 根室 標津町ポー川史跡自然公園 6

19 10 根室 落石ネイチャークルーズ 6

20 27 根室 納沙布岬 6

https://hokkaido.japandrive.com/ja/spot/842

■1位：カフェトランク

■2位：「道の駅」スワン44ねむろ ■3位：鈴木食堂

https://hokkaido.japandrive.com/ja/spot/600 https://hokkaido.japandrive.com/ja/spot/844

○特集記事「日本の酪農の中心地、根
室が産み出す高品質な牛乳」で紹介
（2020年1月）

○特集記事「根室の歴史、文化、そ
して自然」で紹介（2020年1月）

○特集記事「根室市の豊かな湿原」
（2020年12月）、「根室地域ドライブ:

たんちょう釧路空港ルート」(2020年
12月）、「根室地域ドライブ:新千歳空
港ルート」（2020年12月）等で紹介。
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④ スポットアクセスランキング（WEB）：繁体字のページビューランキング 

繁体字 1位の「明郷 伊藤☆牧場」は 2020年春と 2020年冬の特集記事でそれぞれ取り上げ

ている。繁体字のスポット詳細ページは、期間中 11スポットへのアクセスがあった。 

 

 

 

 

  

■スポットPV：根室エリアの上位ランキング
https://hokkaido.japandrive.com/ja/spot/522

■1位：明郷 伊藤☆牧場

■2位：「道の駅」スワン44ねむろ ■3位：標津サーモン科学館
https://hokkaido.japandrive.com/ja/spot/600 https://hokkaido.japandrive.com/ja/spot/115

○特集記事「日本の酪農の中心地、根
室が産み出す高品質な牛乳」（2020年1
月）、「根室地域ドライブ:たんちょう釧路
空港ルート」（2020年12月）で紹介。

○特集記事「サケとの共生の歴史-

標津町」（2021年1月）、「サケとの共
生の歴史-標津町」（2020年12月）

○特集記事「根室市の豊かな湿原」
（2020年12月）、「根室地域ドライブ:

たんちょう釧路空港ルート」(2020年
12月）、「根室地域ドライブ:新千歳空
港ルート」（2020年12月）等で紹介。

繁体字
順位

根室地域
順位

エリア スポット名称 PV繁体字

1 8 根室 明郷伊藤☆牧場 9

2 1 根室 「道の駅」スワン44ねむろ 5

3 2 根室 標津サーモン科学館 （サケの水族館） 5

4 11 根室 湯宿だいいち 4

5 14 根室 開陽台展望館 4

6 32 根室 「道の駅」知床・らうす 4

7 7 根室 標津町ポー川史跡自然公園 3

8 31 根室 本土最東端パノラマ・クルーズ 3

9 19 根室 以久科原生花園 3

10 16 根室 氷平線ウォーク 3

11 13 根室 標津町歴史民俗資料館 3
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⑤ スポットアクセスランキング（WEB）：韓国語のページビューランキング 

韓国語 1位の「標津サーモン科学館」は 2020年 12月、2021年 1月と複数の特集記事で取

り上げている。韓国語のスポット詳細ページは、期間中 6スポットへのアクセスがあった。 

 

 

 

  

■スポットPV：根室エリアの上位ランキング
https://hokkaido.japandrive.com/ja/spot/115

■1位：標津サーモン科学館

■2位：観光クルーズ船 ■3位：鈴木食堂
https://hokkaido.japandrive.com/ja/spot/123 https://hokkaido.japandrive.com/ja/spot/844

○特集記事「根室は野生動物の楽
園」（2019年10月）、「根室の自然を
堪能するネイチャーウォッチングに
おすすめの場所」（2020年1月）で紹
介。

韓国語
順位

根室地域
順位

エリア スポット名称
PV韓国
語

1 2 根室
標津サーモン科学館
（サケの水族館）

3

2 6 根室 観光クルーズ船 2

3 3 根室 鈴木食堂 1

4 4 根室
春国岱原生野鳥公園
ネイチャーセンター

1

5 45 根室
湯元尾岱沼温泉
シーサイドホテル

1

6 17 根室 羅臼ビジターセンター 1

○特集記事「サケとの共生の歴史-

標津町」（2021年1月）、「サケとの共
生の歴史-標津町」（2020年12月）

○特集記事「根室の歴史、文化、そ
して自然」で紹介（2020年1月）
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（２）観光情報に関する交通安全､災害等対応に係る情報発信の閲覧分析（ｱﾌﾟﾘ・WEB） 

  二次交通が不便な根室地域での周遊観光を促進するため、観光情報の発信と合わせて安全・

安心なドライブに役立つ情報の発信により、ドライブ観光の促進と交通安全等の両立で推進し

た。外国人旅行者に、冬季も安全にドライブ観光を楽しんでもらうため、特に事故につながり

やすい雪道運転や天候ドライブに関する情報を発信するとともに、有益な外部サイトへのリン

クも豊富に掲載した。 

  2019年 4月から 2021 年 3月度末までに日本語を除く、外国語だけで 3,212件の閲覧がある

ことから、安全・安心なドライブに役立つ情報には、外国人旅行者（旅マエの方を含む）の一

定程度のニーズがあることが把握できた。ただし、新型コロナウイルス感染症の旅行への影響

により、2020年度の閲覧数は継続発信のみであるが 758件の閲覧があった。 
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（３）「Drive Hokkaido!」Webサイトへの流入元 

  「Drive Hokkaido!」WEBページの流入元には、本サービスのバナー広告を掲載している北

海道のドライブに関連したサイトが多い。 

本調査のデジタルマーケティングで活用した Facebook、樂吃購(ラーチーゴー)！日本から

の遷移に加え、北海道ドライブ観光促進プラットフォームの会員の協力を得て、各会員のホー

ムページからの遷移も確認できており、連携した情報発信が有効であることが検証できた。 

 

表 「Drive Hokkaido!」WEBページの流入元 
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（４）Facebook（SNS）投稿の分析 

Facebook有料広告を活用して、SNS記事を投稿することにより、訪日需要の喚起などの多く

の海外の方に情報を届け、根室地域の認知度向上を図るとともに、WEBの閲覧を促進した。 

  Facebookの DriveHokkaido!（フォロワー約 13万人）により、2020年 11 月~2021年２月末

までに１市４町の魅力に関する２０件の有料記事広告の投稿を行い、約 520 万人以上（平均

26万人以上）にリーチし、うちいいね!や写真をクリックするなどのエンゲージメント数は 48

万人以上に達した。 

  エンゲージメント数が高い記事は、知床羅臼③の約 9.8万人に達した。Facebookのアルゴ

リズムから影響を受けているが、世界遺産知床が、Facebookユーザにも高い人気があること

が、エンゲージメント数でも立証された。ウィズ・アフターコロナのインバウンド観光の回復

にも期待される。また、根室市③の野鳥、ラムサール湿地記事は、オジロワシ、丹頂の写真な

どを掲載したところ、高いエンゲージメント数が得られた。昨年度に引き続き、根室地域を代

表する自然環境を活かした観光資源は、キラーコンテンツとなっているのが再確認できた。 

  なお、Facebook広告では、地域協議会での議論を踏まえて、当該地域を訪問する特徴的な

国・地域であるアメリカ・イギリスに加えて、当該地域の周辺まで既に多くの方がドライブ観

光で訪問しており、周遊が期待される台湾、香港、シンガポール及びタイをターゲットとして

情報を発信した。 

  また、上記の国・地域のうち、次の条件に一致する方をターゲットとして情報発信した。 

興味・関心： hiking trails、Wildlife photography、Birds and bird watching、Road 

trip、野生動物、自然、野鳥観察、Japan Travel、写真または旅行 

 

表 投稿内容とリーチ数およびエンゲージメント 

 

 

  

投稿クリック数 リアクション等 率

1 2020年11月2日 知床羅臼① There is no doubt that Shiretoko should be on everyone’s bucket-list of 31,942 1,601 218 6%

2 2020年11月16日 知床羅臼② Rausu is the southern gateway to the Shiretoko Peninsula and located in 189,685 16,903 3,948 11%

3 2020年11月30日 知床羅臼③ Shiretoko was added to UNESCO's list of natural world heritage sites in 1,250,247 51,499 46,387 8%

4 2020年12月14日 知床羅臼④ Volcanos line the center of the peninsula, with most in the range of 1,500 meters 643,407 32,095 21,101 8%

5 2020年12月22日 根室市① The Nemuro area of Hokkaido is roughly 70 kilometers long, a part of 201,910 13,302 4,414 9%

6 2020年12月28日 釧路空港～中標津空港モデルルートNemuro Road Trip： Kushiro to Nakashibetsu Full of scenic spots! Trave 176,613 9,679 2,942 7%

7 2021年1月4日 女満別空港モデルルート Nemuro Road Trip：Memanbetsu Airport Route Lakes! Volcanoes! Hot 135,922 8,177 3,028 8%

8 2021年1月8日 新千歳空港モデルルート Nemuro Road Trip：New Chitose Airport Route] What is the charm of Hokkaido? 64,339 2,185 5,845 12%

9 2021年1月11日 根室市② Nemuro Peninsula region： Surrounded by Sea of Okhotsk and Pacific Ocean, Nemur 301,725 35,757 1,880 12%

10 2021年1月15日 釧路空港モデルルート Nemuro Road Trip：Tancho Kushiro Airport Route] et's depart Kushiro City and head to the easternmost 44,145 948 6,242 16%

11 2021年1月18日 別海町① The Notsuke Peninsula is located in the eastern coast of Betsukai Town, 214,901 10,384 3,830 7%

12 2021年1月22日 標津町① Shibetsucho is a town located near the foot of the Shiretoko Peninsula. 281,288 33,657 1,252 12%

13 2021年1月25日 中標津町① Nakashibetsu is a town in the eastern side of Hokkaido with a population of around 23,000, 219,736 17,421 2,160 9%

14 2021年1月29日 根室地域全体の記事（１市４町） The Nemuro area is located on the eastern coast of Hokkaido,  the northernmost prefecture of Japan. 127,908 5,885 2,782 7%

15 2021年2月1日 ４つのモデルルート記事 When visiting Hokkaido, consider a road trip as it will give you access to unbeaten paths and freedom to109,664 6,716 3,349 9%

16 2021年2月4日 【ラーチーゴー】モデルルート ラーチーゴーアカウントによる広告投稿（DriveHokkaido!アカウントでもリツート） 45,284 ー 674

17 2021年2月5日 別海町② Notsuke Peninsula: About Todowara 85,539 3,514 5,522 11%

18 2021年2月8日 標津町② Shibetsucho is a town located near the foot of the Shiretoko Peninsula. 234,131 20,911 2,145 10%

19 2021年2月12日 中標津町② If you go to Nakashibetsu, head to Kaiyodai Observatory, where they have a spectacular view of the town. 223,128 22,494 3,644 12%

20 2021年2月22日 根室市③ Nemuro is located on the eastern side of Hokkaido, and is considered a paradise of wild birds 666,961 47,413 22,110 10%

公開日 テーマ 投稿冒頭No. リーチ
エンゲージメント
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（５）SNS投稿の閲覧状況の分析 

  国別の投稿に対するエンゲージメントを見ると、アジア圏と欧米圏で、はっきりとした傾向

の違いが現れている。アジア圏のエンゲージメントが高く、嗜好も分かりやすい。 

  一方、欧米圏はほぼ反応を示さないことが多い。各市場における Facebookの位置づけや活

用方法の違いが背景にある可能性が考えられる。 

  なお、エンゲージメントとは、Facebook利用者が実行した行動の合計値であり、記事投稿

への「いいね」などのリアクション、コメント、シェア、写真の表示、記事ないリンクのクリ

ックなどが含まれる。 

 

表 国・地域別の投稿に対するエンゲージメント① 
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表 国・地域別の投稿に対するエンゲージメント② 
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（６）SNS投稿の特集記事別、ドライブルート別の閲覧状況の分析 

  台湾は、羅臼町、標津町、根室市の３本の特集記事への関心の高さがうかがえる。羅臼町は

世界遺産知床、標津町は鮭、そして根室市の記事では湿原と市内で見られる野鳥などを、主に

紹介している。 

  タイは、標津町、中標津町、根室市の３本の特集記事への関心の高さがうかがえる。中標津

町はカルチャーの記事を主に紹介している。 

  シンガポールは、羅臼町、中標津町、根室市へのエンゲージメントが多い。 

  香港は、中標津町、根室市のエンゲージメントが多い。 

  アメリカ、イギリスは、根室市の特集記事に最も反応が多く、それ以外の投稿については多

くのエンゲージメントは見られなかった。 

  その他の国・地域でエンゲージメントが多かった羅臼町（知床半島）の投稿に対しては、ア

メリカとイギリスのエンゲージメントは低く、各々の国内や近隣諸国で類似した観光があるな

ど、訪日需要の喚起に対して訴求できていない可能性もある。 

 

 

 

 

図 台湾・タイの投稿エンゲージメントとリーチ数 
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図 シンガポール・香港の投稿エンゲージメントとリーチ数 

 

 

 

図 アメリカ・イギリスの投稿エンゲージメントとリーチ数 
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（７）北方領土隣接地域への外国人旅行者の誘客（ドライブ観光モデル構築） 

２カ年間の当該調査により、北方領土隣接地域への外国人旅行者の誘客として、 

①『DriveHokkaodo!』、 『ＳＮＳ』、 『樂吃購(ラーチーゴー)！日本』で 

デジタルマーケティングを実施 

②外国旅行者ＧＰＳデータから主要なルートや経由地を抽出し、ドライブ観光モデル 

ルートを作成 

③地域協議会で、『根室地域のドライブ観光モデル』を構築等を行った。 

 

 

図 北方領土隣接地域への外国人旅行者の誘客（ドライブ観光モデル構築） 
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第３章 北方領土隣接地域への誘客等 

に向けた情報発信の有効性検証 

 

１. 調査の目的 

北方領土隣接地域への誘客等に向けて、北海道に訪問経験がある外国人を対象に Drive 

Hokkaido!（Web版）を閲覧していただき、オンラインツールを活用したアンケート調査および

ヒアリング調査を実施し、国・地域別の動態等や特集記事の有効性・課題等を把握した。 

 

２. 調査の概要 

 

（１）調査の概要 

① 実施概要 

調査期間：2021 年 3月 8日～2021年 3月 24日 

調査方法：オンラインツールを活用したアンケート調査およびヒアリング調査 

スクリーニング条件： 

 ・調査対象市場に居住していること 

 ・調査対象市場の国籍を有していること 

 ・北海道訪問経験を有していること 

 

② 調査対象と人数 

表 調査対象と人数 

No. 対象の国・地域 人数・回数 

１ 台湾 10名（5名×2回） 

２ 香港 10名（3名×2回、4名×1回） 

３ アメリカ 6名（3名×2回） 

４ イギリス 5名（3名×1回、1名×2回） 
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（２）事前閲覧記事（「Drive Hokkaido!（Web版）） 

下記に整理した特集記事を閲覧していただいた上でアンケート調査とヒアリング調査を実施

した。 

 

   ■台湾・香港（繁体字） 

   【根室特集記事】 

   ・根室市（根室市の自然豊かな湿原-根室市） 

https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/nemuro 

   ・知床（ユネスコ世界遺産手つかずの大自然が残る北海道-知床） 

https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/shiretoko-unesco 

   ・中標津町（趣のある小さな町に大都市の快適さ-中標津町） 

     https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/nakashibetsu 

   ・標津町（サケとの共生の歴史-標津町） 

     https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/shibetsu 

   ・別海町（豊富な自然に恵まれた牧歌的な町-別海町・野付半島） 

     https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/betsukai 

 

   【ドライブルート】 

   ・女満別ルート 

     https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/drive-memanbetsu 

   ・たんちょう釧路空港ルート 

     https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/drive-kushiro 

   ・たんちょう釧路空港から根室中標津空港ルート 

     https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/drive-nakashibetsu 

   ・新千歳空港ルート 

     https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/drive-shinchitose 

 

   【コロナ対策】 

     https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/nemuro-covid-19 

 

 

 

  

https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/nemuro
https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/shiretoko-unesco
https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/nakashibetsu
https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/shibetsu
https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/betsukai
https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/drive-memanbetsu
https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/drive-kushiro
https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/drive-nakashibetsu
https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/drive-shinchitose
https://hokkaido.japandrive.com/zh-tw/article/nemuro-covid-19
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   ■アメリカ・イギリス（英語） 

   【根室特集記事】 

   ・根室市（根室市の自然豊かな湿原-根室市） 

     https://hokkaido.japandrive.com/en/article/nemuro 

   ・知床（ユネスコ世界遺産手つかずの大自然が残る北海道-知床） 

     https://hokkaido.japandrive.com/en/article/shiretoko-unesco 

   ・中標津町（趣のある小さな町に大都市の快適さ-中標津町） 

https://hokkaido.japandrive.com/en/article/nakashibetsu 

   ・標津町（サケとの共生の歴史-標津町） 

     https://hokkaido.japandrive.com/en/article/shibetsu 

・別海町（豊富な自然に恵まれた牧歌的な町-別海町・野付半島） 

     https://hokkaido.japandrive.com/en/article/betsukai 

 

   【ドライブルート】 

   ・女満別ルート 

     https://hokkaido.japandrive.com/en/article/drive-memanbetsu 

   ・たんちょう釧路空港ルート 

     https://hokkaido.japandrive.com/en/article/drive-kushiro 

   ・たんちょう釧路空港から根室中標津空港ルート 

     https://hokkaido.japandrive.com/en/article/drive-nakashibetsu 

   ・新千歳空港ルート 

     https://hokkaido.japandrive.com/en/article/drive-shinchitose 

 

   【コロナ対策】 

     https://hokkaido.japandrive.com/en/article/nemuro-covid-19 

 

  

https://hokkaido.japandrive.com/en/article/nemuro
https://hokkaido.japandrive.com/en/article/shiretoko-unesco
https://hokkaido.japandrive.com/en/article/nakashibetsu
https://hokkaido.japandrive.com/en/article/shibetsu
https://hokkaido.japandrive.com/en/article/betsukai
https://hokkaido.japandrive.com/en/article/drive-memanbetsu
https://hokkaido.japandrive.com/en/article/drive-kushiro
https://hokkaido.japandrive.com/en/article/drive-nakashibetsu
https://hokkaido.japandrive.com/en/article/drive-shinchitose
https://hokkaido.japandrive.com/en/article/nemuro-covid-19
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（３）事前アンケート項目 

 

表 事前アンケート調査項目 

Q1 あなたは（対象市場）の国籍保有者で、（対象市場）に居住していますか？ 

Q2 あなたの性別と年代について教えてください。 

Q3 あなたの職業について教えてください。 

Q4 日本にこれまで行ったことのある回数を教えてください。 

Q5 訪日旅行の主な目的を教えてください。  

Q6 北海道にこれまで行ったことのある回数を教えてください。 

Q7 北海道旅行のうち、根室地域へこれまで行ったことのある回数を教えてください。  

Q8 北海道旅行の主な目的を教えてください。  

Q9 過去 3年間における海外旅行回数を教えてください。  

Q10 保有している免許証があれば教えてください。 

Q11 日本（北海道）で運転をした経験はありますか？ 

Q12 Drive Hokkaido！について、次のうち知っているものがあれば教えてください 
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３. 外国人ドライブ観光客アンケート調査結果（台湾） 

 

（１）事前アンケート結果（対象者の属性） 

Q1. あなたは台湾の国籍保有者で、台湾に居住していますか？ 

対象者の国籍は全員「台湾」であった。 

 

                   図 国籍 

 

Q2. あなたの性別について教えてください。 

対象者の性別は「女性」が 6割、「男性」は 4割であった。 

 

                  図 性別 
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Q3. あなたの年代について教えてください。 

    対象者の年代は、「40代」が最も多く 6割を占めた。次いで「20代」「30代」「50代」「60

代以上」がそれぞれ 1割であった。 

図 年代 

 

Q4. あなたの職業について教えてください。 

    対象者の職業は、「会社員」が最も多く、5割と半数を占めた。次いで、「専業主婦(夫)」

と「学生」が 2割、「パート・アルバイト」が 1割であった。 

   回答者に「公務員」「自営業」「会社役員」「無職」は含まれていなかった。 

 

      図 職業 
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Q5. 日本にこれまで行ったことのある回数を教えてください。 

    対象者のうち 6割は日本に「10回以上」行ったことがあると回答しており最も多かった。

次いで「6回」が 2割、「7回」「8回」がそれぞれ 1割を占め、回答者全員が「6回」以上

行ったことがある旅行者であった。 

 

 

図 訪日回数 

 

Q6. 訪日旅行の主な目的を教えてください。  

対象者の訪日旅行の主な目的は全員「観光」目的であった。 

 

 

図 訪日の主な目的 
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Q7. 北海道にこれまで行ったことのある回数を教えてください。 

    対象者のうち 4割は北海道に行ったことがある回数が「1回」と回答しており最も多か

った。次いで「2回」が 3割を占め、訪道回数が少ない旅行者が多く見られた。また、

「3回」「6回」「7回」がそれぞれ 1割を占めた。 

 

   図 北海道に行ったことのある回数 

 

Q8. 北海道旅行のうち、根室地域へこれまで行ったことのある回数を教えてください。  

    対象者のうち根室地域へ行ったことがあると回答した旅行旅行者は 1 割であった。その

内訳は「1回」となっており、9割は「0回」であった。 

 

    図 根室地域へ行ったことのある回数 
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Q9. 北海道旅行の主な目的を教えてください。  

対象者の北海道旅行の主な目的は全員「観光」目的であった。 

 

 図 北海道旅行の主な目的 

 

Q10. 過去 3年間における海外旅行回数を教えてください。  

    過去 3年間における海外旅行回数は、「3回」「6回」「10回以上」が 2 割と最も多く、「1

回」「2回」「4回」「5回」と回答した旅行者はそれぞれ 1割であった。 

 

 

    図 過去 3年間での海外旅行回数 
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Q11. 保有している免許証があれば教えてください。 

    対象者が保有している免許証は、「国内運転免許証」が 9割を占め最も多かった。次い

で「国際免許証」で 2割、「日本の免許証」「運転免許証は保有していない」が 1割であっ

た。 

 

図 保有している免許証 

 

Q12. 日本（北海道）で運転をした経験はありますか？ 

    対象者のうち、「日本で運転をした経験がある」旅行者は 4割を占め、そのうち 2割が

「北海道で運転をした経験がある」と回答した。 

 

図 日本（北海道）での運転経験の有無 
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Q13. Drive Hokkaido！について、次のうち知っているものがあれば教えてください。 

    Drive Hokkaido！について、知っているものとして「Facebook」が最も多く 2割であり、

次いで「ウェブサイト」「アプリ」が 1割であった。 

一方、6割は「どれも知らない」と回答しており、半数を上回った。 

 

図 Drive Hokkaido!について知っているもの  

 

（２）事前アンケート結果（「Drive Hokkaido!」Webサイトの情報発信について） 

１）根室地域（1市 4町）の特集記事による情報発信について 

Q1. 根室特集記事を見て北海道（根室地域）へ行きたいと思いましたか？ 

    「行きたいと思った」が 40％で最も多く、「とても行きたいと思った」、「どちらでもな

い」がそれぞれ 30％であった。 

 

図 北海道（根室地域）へ行きたいと思ったか 
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Q2. 行きたいと思った理由は何ですか？ 

   「野生動物に興味を持ったから」が 50％で最も多く、次いで「自然景観に興味を持ったか

ら」、「文化に興味を持ったから」がそれぞれ 30％であった。 

 

 

図 行きたいと思った理由 

 

○自然景観に興味を持ったから 

 砕氷船に乗って流氷を見に行きたいです。 

 都市部に住んでいますので、大自然と触れ合いたいです。 

 例えば、潟湖型の湿原と汽水湖、温根沼大橋などの美しい景色を撮影したいです。 

○野生動物に興味を持ったから 

 タンチョウ鶴の自然公園 

 北海道特有の希少生物のためです。 

 聞いた話によりますと、冬では畑で野生の丹頂鶴をみることができますので、行ってみ

たいです。 

 普段野生動物を見る機会がなく、もし一度にたくさんの野生動物を見ることができるな

ら、きっと一生忘れられないだろうと思ったからです。 

 丹頂鶴は日本の国宝ですので、自分の目で確かめてみたいと思います。 

○食に興味をもったから 

 北海道のシーフードが好きです。 

 北海道の食べ物は有名で、現地で食べてみたいと思います。 
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○歴史に興味をもったから 

 北海道は北側から来た民族に影響されているからです。 

○体験型観光に興味を持ったから 

 体験型の観光なら、文化をもっと深いところまで知ることができます。 

○文化に興味をもったから 

 アイヌ民族の原住民文化に興味があります。 

 独特な北国のライフスタイルです。 

 温泉及び地元の人と触れ合える体験型の民宿はとても新鮮で、大都会では味わえない魅

力があります。 

○根室のドライブに興味をもったから 

 湖と火山の自然景色、網走市博物館と温泉です。 

 車窓から眺める景色がとても広く、気持ちよく北海道でドライブができます。 

○ドライブルートに興味をもったから 

 自然の風景や珍しい景色がいっぱいあります。 

○新型コロナウィルス感染症の感染者が少ないから 

 地方の人口が密集していないからです。 

 広大な自然風景に、空気が新鮮で、人口密度も少なく、安心できます。 

○その他 

 例えば丹頂鶴を見たいというのも、行きたいと思わせる理由です。 

 知床は世界遺産なので、是非見に行ってみたいです。 
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Q3. 特集記事を見て、特に興味を持った、訪問したいと思った市町はどこですか？ 

 「根室市」、「上川町（大雪山国立公園）」がそれぞれ 50％で最も多かった。次いで「羅

臼町（知床）」、「釧路市」がそれぞれ 40％であった。 

 

図 特に興味を持った、訪問したいと思った市町 

 

Q4. 根室観光に行きたくない理由は何ですか？ 

※「Q1. 根室特集記事を見て北海道（根室地域）へ行きたいと思いましたか？」 

     に対して「行きたいと思わなかった」「全く行きたいと思わなかった」と回答した方に 

     向けた質問のため、該当者なし 
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Q5. 根室特集記事を見て、行ってみたいと思ったスポットはどこでしたか？（自由回答）  

○根室市 

 日本の最東端に行ったことがないので、納沙布岬の日の出を見に行きたいです。 

 湿原 

 根室市春国岱原生野鳥公園 

 ドライブで道の駅「スワン 44ねむろ」に行って、ハクチョウを見たいです。 

 湿原の美しい景色を見たいです。 

 交通が比較的便利で、地元の湿地の生態を知ることができるので、根室の国立野鳥公園

のネイチャーセンターに行きたいです。 

 丹頂鶴自然公園で丹頂鶴を見たいです。 

 

○羅臼町（知床） 

 知床国立公園 

 前回行ったとき、霧がかっていて、視界が悪かったため、もう一度湿原の景色や鳥類を

見たいです。 

 知床ガイドツアーの季節です。 

 セセキの滝で、勢いのある滝を見たいです。 

 羅臼国後展望塔までドライブして、近い距離で国後島を見たいです。 

 原始的な自然風景に趣があります。 

 知床五湖に行ってホエールウォッチングボートに乗ってみたいです。いろいろな植物や

野生動物がいます。 

 知床半島全て行きたくて、特に湿原と知床五湖をみてみたいです。 

 

○中標津町 

 芸術関連のスポットで、匠の作品を見たいです。またチーズや、とみおかクリーニング

の商品を買いたいです。 

 ミシュランに選ばれたうどんを食べてみたいです。 

 ミルクロードで「酪農家の日常及び朝の牧場散歩」体験をしたいです。 

 牧場の牛乳製品、例えばケーキやカレーラーメンなど食べてみたいです。 

 むらかみうどん 

 中標津の特製カレーやラーメンを味わいたいなら、ミシュランガイドの珍味がたくさん

ここにあります。 
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○標津町 

 斜里町でちゃんちゃん焼きを食べて、科学館をみて、乗船体験をしたいです。 

 標津サーモン科学館 

 鮭の聖地で、鮭の遡上をみたいです。 

 新鮮な鮭や鮭に関するグルメを食べてみたいです。 

 鮭の遺産（鮭の聖地） 

 標津町は日本の鮭の産地として有名なので、標津サーモン科学博物館に行きたいです。 

 

○別海町 

 野付半島に行ったことがないですので、観光船に乗ってアザラシをみて、帆立貝を食べ

てみたいです。 

 トドワラのバス旅に参加してみたいです。 

 氷平線ツアーにとても興味があります。 

 観光船と氷平線ツアーの写真はアラスカのように風情があります。 

 独特の地形と野鳥の生息地がある能助半島に行きたいです。 

 

○その他 

 上川町、大雪山国立公園にもう一度行きたいです。 
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Q6. 今回の情報発信に加え、この地域への誘客のために必要な（知りたい）情報は何です 

か？ 

    「旅ナカの地域特有の観光情報」が 80％で最も多く、「公共交通機関等の交通情報」が

70％で 2番目に多かった。「宿泊施設の情報」、「食に関する店舗情報」はそれぞれ 60％で

あった。 

 

図 この地域への誘客のために必要な（知りたい）情報 

 

○その他 

 天気予報 

 医療ステーション（診療を受けられる場所） 

 レンタカーの割引情報 

 宿の選択肢が少なく、キャンピングカーに関する情報があるとなお良いです。 
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２）ドライブルートについて 

 

Q1. 特に興味をもったドライブルートはどのルートでしたか？ 

   「新千歳空港ルート」が 60％で最も多かった。その他「女満別空港ルート」が 40％、「中

標津空港ルート」が 30％、「釧路空港ルート」が 20％であった。 

 

図 特に興味をもったドライブルート 

 

Q2. 新千歳空港ルートについて 

 行ったことがありますので、少し知っています。 

 台湾から新千歳空港までの便が多く、行ったことがあり、レンタカーも便利で、道東あ

たり、旭川から知床湿原、釧路までです。 

 二番目に興味があるルートです。出発空港に少し知っていて、根室市内のスポットも面

白そうです。 

 ルート上のスポットがたくさんあります。 

 定番ルートで、長い旅（日数）に適します。 

 台北からの直行便があり、知床半島を通過します。 

 

Q3. 女満別空港ルートについて 

 屈斜路湖、網走、硫黄山、知床、羅臼などもっとディープなところに行きたいです。 

 開陽台エリアの景色はとても美しいようで、写真を撮りに行きたいです。 

 特別な火口湖で、間歇泉と野生動物ルートでドライブしたいです。ワイルドな大自然ル

ートで、ヨーロッパやアメリカに行かくなくても、心を震わせる景色を日本でもみるこ

とができます。 

 知床に最も近く、知床まで早く着いて、旅をスタートすることができますし、知床五湖

までもそれほど離れていないです。 
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Q4. 中標津空港ルートについて 

 最も興味があるルートです。このルートのおすすめスポットは個人的に興味があるもの

ばかりです（例：鮭科学館（インドア）、公園、温泉（アウトドア））。 

 「ミルクロード」というネーミングから、とても素晴らしい場所だと思いますし、真っ

直ぐな道（景色）が好きです。 

 空港に行って帰るのが便利なので、このルートに興味があります。有名な阿寒湖温泉と

標津温泉がここに滞在して楽しむことができます。途中で、根室海峡をクルーズするこ

とができます。中標津と標津町に行って食事をしたいです。 

 

Q5. 釧路空港ルートについて 

 野生の鳥類に興味がありますので、風蓮湖エリアに行きたいです。 

 酪農体験がとてもかっこいい（面白い）ので、とても行きたいです。 

 

Q6. その他 

 運転できないため、視野に入れていないです。 

 

３）安心安全・コロナ関連記事 

Q1. 根室地域の新型コロナウイルス感染者数は直近１週間 0名となっております。根室特

集記事を見た上で、不足している情報は何ですか？ 

   「入国規制解除に伴う航空機の情報」が 80％で最も多く、「地域のお祭りやイベント情報

が」50％、「コロナ禍での安全な観光情報」が 40％であった。 

 

図 不足している情報 

 

 

 

Q2. ドライブ観光に関する安全安心情報で必要な記事、または観光情報とともに閲覧した

い記事は何ですか？ 

30%

10%

50%

40%

20%

80%

10%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行政機関による継続的な感染状況

根室地域における感染症の対策状況

地域のお祭りやイベント情報
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   「緊急時の対応」が 90％と最も高く、次いで「ガソリンスタンド」が 80％、「天候による

トラブル」と「道の駅」がそれぞれ 70％であった。 

 

図 ドライブ観光に関する安全安心情報で必要な記事、または観光情報とともに閲覧したい記事 

 

４）今後の情報発信に関する追加情報等 

Q1. 今後、北海道・根室地域でのドライブ観光にあたり、必要な情報はありますか？ 

    「DriveHokkaido!等の旅ナカ情報」が 90％と最も高く、次いで「観光施設の予約」、「地

域交通の状況」がそれぞれ 80％であった。 

 

図 今後、北海道・根室地域でのドライブ観光にあたり、必要な情報 

○その他 

 例えばリアルタイムの道路・雪状況や、季節的な植物状況（開花状況など）の情報が必

要です。 
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５）根室のレンタカー以外の交通 

Q1. 根室特集記事の地域は、公共交通（電車やバス）が少なく、レンタカーで無ければ隅々

まで移動できないですが、レンタカーではなく公共交通（電車やバス）等でも行きたい

と思いましたか？ 

 

   「行きたいと思った」が 50％、「とても行きたいと思った」が 10％であり、「行きたいと

思わなかった」、「全く行きたいと思わなかった」はそれぞれ 20％、10％であった。 

 

図 レンタカーではなく公共交通（電車やバス）等でも行きたいと思ったか 

 

○その他 

 超割引乗車券があれば、意欲が湧きます。 
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Q2. 前の質問で「とても行きたいと思った」「行きたいと思った」と回答した人にお尋ねし

ます。その理由は何ですか？  

   「自分で運転するより安全」が 83％で最も高く、次いで「日本の乗り物（電車やバス）に

乗ってみたい」が 50％であった。

 

図 「とても行きたいと思った」「行きたいと思った」と回答した理由 

○その他 

 あんまり運転することができないです。 

 公共交通機関はまだ便利だと思います。 

 

６）北海道内の航空機の乗り継ぎやオープンジョーについて 

Q1. 根室地域に行くにあたり、自国（or成田・羽田空港）⇒新千歳空港⇒中標津・女満別・

釧路空港など道内で航空機を乗り継ぐことに対してどのくらい抵抗感がありますか？ 

「抵抗感は全くない」、「抵抗感はない」はそれぞれ 20％、40％であり、「抵抗感はある」は 

40％であった 

 

図 道内で航空機を乗り継ぐことに対してどのくらい抵抗感があるか 
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Q2. 北海道内で利用する空港が行きと帰りで異なってもよいですか？ 

「異なっていても全く気にしない」が 60％、「異なっていても気にしない」が 40％であり、

「同一空港がよい」、「同一空港でないといけない」の回答はなかった。 

 

図 北海道内で利用する空港が行きと帰りで異なってもよいか 
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４．オンラインヒアリング調査（台湾） 

 

（１）実施日時・様子 

① 第１回目 

 ・日時：2021年 3月 12（金）20時 00分～22 時 00 分 

 ・人数：５名＋ファシリテーター１名＋責任者１名 

② 第 2回目 

 ・日時：2021年 3月 16（火）20時 00分～22 時 00 分 

 ・人数：５名＋ファシリテーター１名＋責任者１名 

 

（２）根室地域の特集記事に対する印象 

１）根室地域の特集記事における魅力的な点 

 スポットの紹介はとても詳しく、文章に合わせた画像もあってよい 

 根室記事にスポット、食べ物、アクセスなど詳しく紹介されているので、ウェブサイト

を見ると、方向性が分かるようになる 

 根室に行ったことはないが、大自然の写真・画像があるので、根室に対して興味を持つ

ようになったし、文章で詳しく紹介される点が良い 

 綺麗な写真がたくさんあるので、とても魅力的である 

 テレビ番組よりも、ウェブサイトの方がローカル情報や特徴などとても詳しく紹介され

ているため、興味を持つようになった 

 人を惹きつける写真ばかりで、とても綺麗 

 スポットについて、面積、位置や歴史などの詳細紹介があり、ドライブする人にとって

は、ガイドがいるようなもので、とても魅力を感じた 

 アプリに地図など一連の紹介があるため、とても参考になる 

 スポット情報については、かなり充実している 

 運転免許を取得中で、根室地域の記事をみて、詳しく紹介されているので、運転免許を

取ったらドライブで行きたい 

 スポット間の移動距離や、所要時間などの紹介があり、ドライブするのにとても役に立

ちそうな情報がいっぱい 

 現地の人しか知らないスポットの紹介があり、ほかのサイトよりも詳しく書いてくれて

いるので、とても参考になる 

 

 写真：鮮明かつ鮮やかで、どれも綺麗である点が魅力的であると評価されている 

 スポット紹介：スポットの歴史、地理など、どのウェブサイトよりも詳しく記載してい

る点が魅力的であると評価されている 



第３章 北方領土隣接地域への誘客等に向けた情報発信の有効性検証 

 

60 

 

２）根室地域の特集記事の構成について 

 画像・写真がとても鮮明で見やすいが、文章が長すぎて、読みづらくなる。ポイントだ

け書き出してくれると読みやすくなる（同様の意見多数） 

 写真があるので、とてもわかりやすいが、キーワードとなる箇所をフォント・色で表記

できると、もっとわかりやすい 

 写真があるので、とてもわかりやすいが、ミシュランに紹介されるレストランもあるよ

うで、もっと目立つところで紹介してほしい 

 写真と文章の構成が良いが、写真に小さな文字で場所名・地名があるとなお良い（同様

の意見多数） 

 根室地域に詳しくない（知らない）人によって、地理・歴史・名前の由来などとても詳

しく紹介されていて、人を惹きつける内容となる 

 ほかの観光サイトより、動物・鳥の種類・生態まで詳しく紹介されていてとても良いが、

文章が少し長いような気がする。写真をメインでもう少し掲載があればよい 

 写真及び文章はとても魅力的で、人を惹きつける内容となる 

 

全体の印象としては高評価。特に地理、歴史、地名の由来、生物の生態まで紹介する観光サイト

はそれほどなく、かつ、採用した写真はどれも綺麗で、かなり魅力的である。一方、文字量が多

いという意見が多数を占めている。文字数と写真のバランスやレイアウトは改善の余地があると

考えられる。 

 

３）根室地域の特集記事から見た改善点・不足点 

 レンタカー情報・費用（金額）、保険などの紹介と掲載 

 スポット間の所要時間や、おすすめのルートの所要日数（同様の意見多数） 

 スポット間の所要時間は一部文章内にあるが、表組にしたほうが閲覧しやすくなる 

 給油所・休憩所・レンタカーサイト・情報の紹介と掲載 

 ドライブがメインかもしれないが、公共交通機関（バス）のルート紹介があればなおよ

い 

 宿泊施設の紹介と掲載（宿泊施設の情報は外国人観光客にとって重要） 

 スポットに関する紹介はとても詳しいが、事前準備や注意点などの紹介があると良い 

 台湾人が海外（日本）でレンタカーすることが少ないと思うので、レンタカーのイロハ

（免許取得から）があると良い 

 繁体字サイトなのに、なぜか英語表記（スポット名・地名）がある。繁体字や漢字表記

にしてもらいたい（同様の意見多数） 
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 医療（怪我・事故など）について、現地の医療体制・病院の紹介・緊急連絡/対応などの

情報があると安心 

 台湾で見られない「冬の北海道」ならでは絶景を見たいので、例えば阿寒湖のフロスト

フラワーや、十勝のジュエリーアイス、流氷など、リアルタイムの中国語紹介及び情報

提供があるとよい 

 現地のリアルタイムな中国語での天気情報（例えばライブカメラがあると、より参考に

なる） 

 アプリもダウンロードしたが、アプリ内に天気予報などの情報・リンク先があるのに、

ウェブサイトにない。 

 国際免許、レンタカーの情報やリンク先があると良い 

 道の駅の紹介はあるが、ルート（コース）上、ついでに寄れる道の駅の情報（お土産、

グルメ、周辺情報）がほしい 

 通行止めや道路状況の情報（季節問わず） 

 祭り、イルミネーション、雪まつりなどの情報 

 

スポットに関する情報はとても詳しく載っているが、ドライブに関して必要な情報が少ない印象

が多く聞かれた。（例：レンタカー、駐車場、国際免許証、交通ルール、道路情報など、外国人

が必要とする総合的な情報）後述するが、ウェブサイトで既に網羅されている情報もある一方で、

必要な情報を見つけられていないため、サイト内外リンクの設置や動線の改善など、ユーザビリ

ティを意識した改修ができると、ドライブ観光サイトとしての機能性が高まると思われる。また、

ドライブ初心者・中級者など運転スキルに応じて記事や内容を分けると、参考にしやすくなると

考えられる。 
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（３）ウェブサイトに対する印象 

１）良い点 

 写真は綺麗で、人を惹きつける 

 景色の写真の映りがとてもよく、まるでアラスカのように、壮大感があり、とても魅力

的 

 アプリの情報はとても充実している 

 

２）改善点 

 ページの作りについて、ずっと下へスクロールしないといけないため、かなり読みづら

く、文字量も多すぎる（同様の意見多数） 

 大きな地図に主要スポットがあり、興味のあるスポットをクリックしたら、該当ページ

に変わるような作りがよい（同様の意見多数） 

 地図とスポットが連携でき、地図上でクリックして、スポット紹介ページに変わればよ

い（同様の意見多数） 

 繁体字のサイトなので、全て繁体字化にしてほしい。所どころ英語になると、わかりづ

らくなる（同様の意見多数） 

 スポットのリンク先（オフィシャルサイト）の掲載はあるが、もっと目立つようにして

ほしい 

 写真に簡単な説明（地名やスポット名）をつけてほしい 

 地図の表記がわかりづらい（ガイドブックやマップのように詳しく載せていない） 

 旅行日数によってのおすすめモデルコースや予算、宿泊施設、スポット周辺のグルメな

どの詳細情報がない（おすすめの参考サイト：https://www.myhelsinki.fi/） 

 航空券、割引券、宿泊施設、アクティビティの予約などのサイト連携がない 

 空港でコースが分かれているが、年齢層やカップル・親子向け・お年寄り向けのコース

があると良い      

 ターゲットがわからない。例えば鳥について詳しく紹介はされていて、「動物を見に行く

人」をターゲットにすると思ったが、途中からドライブ情報に変わるので、ターゲット

がわからなくなってしまう。ドライブする人がターゲットのであれば、文章より写真が

多めに掲載すると良い。またおすすめコースがあると良い。 

 生態系の条約まで説明してくれるが、観光客にとっては簡単な情報でよく、長い文章に

よる紹介は不要。また、観光系のブログやサイトを見れば分かるが、文字よりも写真枚

数が多いので、もっと掲載すると良い（文字だけでは人を惹きつけられない）。 

 スポット間の距離などは記事内にだけではなく、地図にもあると便利（ウェブサイトを

データベースのような使い方をするので、記事内の文字よりも、リンク先の情報がもっ

とあると、閲覧しやすくなる） 
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 ドライブについて、アプリの情報がウェブサイトよりも多いが、繁体字版がないため、

アプリにも繁体字版があるとよい（同様に、繁体字版のアプリをうまく見つけられない

事例が散見された） 

 

文字ボリューム及び写真について 

 写真はどれもとても綺麗というコメントが多数ある一方、文章が長いという指摘が圧倒的のた

め、文字量を減らし、写真をもっと多く掲載すると良い 

デザインについて 

 基本のデザインが悪くないが、文字量を減らしたり、ウェブサイト内コンテンツとの相互リン

クを効果的に設置するなど、ページ内のスクロール回数を減らせるとよい 

地図について 

 各スポットページに地図があるのがとても良いが、できれば大きな地図に主要スポットを載せ

て、そのスポットをクリックできると良い 

言語の統一感について 

 繁体字ページがあり一定の評価を得ている一方、一部英語表記となる箇所がある。英語よりも、

日本語漢字の方が読める場合も多く、またユーザーに対して違和感を与えていることから、早期

に繁体字統一化を実施するのが好ましい 

その他 

 繁体字版アプリをみつけられないユーザーが多く、対策が必要と思われる。また、ウェブサイ

トよりもアプリの方が情報やリンク先など充実しているとの意見があった 

 地名をアルファベット表記にしたが、ナビに入力するため、あるいは実際に旅行中は日本語と

も照合できるため、アルファベット表記だけでなく日本語併記があると よいだろう 
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（４）今後のドライブ観光での訪問を検討するにあたって 

 

１）提供して欲しい情報及び理由や、（根室地域を中心とした）北海道ドライブにあたっての

心配点 

 旅の計画をするとき、おすすめのルート、そのルートに何日間要するか、レンタカーの

費用などの参考情報があるとよい（同様の意見多数） 

 ハンドルが左右逆なのは全く問題はないが、交通ルールについて、台湾との相違点を提

供してくれると分かりやすくて良い（同様の意見多数） 

 おすすめのレンタカー会社や、乗り捨て料金が一番安いところの紹介があるとよい 

 ドライブするのに、臨時駐車できるか、現地の交通ルールに対して詳しくないので、少

し心配 

 スポットの紹介が多いようだが、グルメ・レンタカー・宿泊の情報が少ないと感じる 

 北海道でのドライブについて、道が広いので、ドライブするのにそれほど心配しない 

 現地の住民との交流や、現地に案内してくれるコーディネーターがいると良い（ユーザ

ー側からの質問に答えてくれる人で、中国語ができるとなお良い） 

 宿泊施設に温泉があるかどうか、温泉があれば、どんなものを持参したらよいかを知り

たい 

 一部のスポットにはバスで行けるスポット紹介もあるようなので、公共交通機関を利用

する場合の紹介があると良い 

 季節によって、おすすめのスポット、ルートを提供してほしい 

 記事を見ると、確かにスポットに対する理解度が高くなるが、文字量が多いので、読ん

でいくうちに、どんどん忘れてしまう。台湾の旅行会社のツアー紹介のように、出発の

空港から、グルメ・スポット・滞在時間・宿泊を表組（リスト化）にしてもらいたい 

 タイヤ情報。冬にはスタッドレスタイヤが必要だが、夏に必要かどうか、どのような状

況でスタッドレスタイヤが必要かの情報があると良い 

 レンタカー会社が提供するナビの種類にもよるが、ナビゲーションは中国語だけど、入

力は日本語しかないナビもあるので、サイトに GPS情報や、スポットの中国語・日本語

（カタカナ・ひらがな・アルファベット表記）の併記があると、入力しやすくなる 

 スポットの最寄駐車場の情報。また、駐車してからスポットまでの道案内・情報（所要

時間・平坦な道かどうか）がほしい 

 アプリにコンビニ・道の駅・ガソリンスタンドの紹介があるのに、サイトにないので、

提供してほしい 

 駐車場・天気情報、現地の観光協会や交流協会のリンク先を提供してほしい（同様の意

見多数） 
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 スポットのおすすめ滞在時間、宿泊情報、年齢層によってのおすすめコース・ルート及

び所要日数をもっと詳しく紹介されると良い 

 国際免許（国別）の情報（何を・どのように用意したら良いか） 

 

ドライブ全般について 

 レンタカー関連情報、現地の交通ルールに対する不安払拭、ガソリンスタンド、コンビニ、駐

車場など、ドライブに関連する情報がほしい 

コース・ルートについて 

 出発空港から最後までのおすすめモデルコースを表組にするとわかりやすい（季節ごとにある

と尚良い） 

その他 

 現地での言語サポートの充実度は、そのまま安心感につながるため効果的 

 地方の場合、言語サポートは都市部よりも少なく（イメージとしても定着）、もし通訳や言語

サポートがしっかりあるなら、より安心して訪れることができる 

 

２）ドライブ観光で参考にしたウェブサイト（旅マエ・旅ナカ）はあるか 

＜参考ウェブサイト例＞ 

 観光庁・各観光地・公共交通機関のオフィシャルサイト（繁体字ページ） 

 宿泊：じゃらん、一休、楽天、ランキングサイト。YAHOO JAPANのトラベルでこだわり検

索機能を使って、宿泊したい宿を検索する 

 スポット：JRのびゅうトラベルサービス 

 グルメ：食べログ 

 レンタカー：旅ナビ、楽天、トヨタ 

 ドライブ中：るるぶ、まっぷる、びゅうトラベルサービス、ホテルやスポットのツイッ

ター（リアルタイム）、気象庁サイト、Googleキーワード検索、Facebookの北海道グル

ープ 

 その他：台湾の PTT（https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/index.html） 
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３）このウェブサイトは参考になるか・どのタイミングで活用するか？ 

 現地に行った場合、ルートの変更やスポットの増減などによって、サイトを参考すると

良いので、出発前・旅の途中でも参考にする 

 サイトにスポットの電話番号・オフィシャルサイトの掲載があり、ほかのサイトにはな

い掲載の仕方で、とても便利。また出発前・旅の途中でも参考する 

 出発前のみ、スケジュールを組む時に使用する。事前準備の時にはスクショでメモする

ので、旅の途中ではサイトを参考したりしない 

 出発前でも、旅の途中でも、情報が更新される可能性もあるので、サイトを参考にする 

 出発前：スケジュールを組む時に使用／旅行中：スポットの増減に使用する 

 スポットの紹介はかなり多く、ドライブコースや費用などの情報があると、より使いや

すくなる 

 スポットもそうだが、特にサイト内で紹介されるレストランについて、グルメサイト（食

べログ）でも高い評価のようで、参考になれると思う 

 ルート上のインフォメーション・道順などの紹介がとても詳しいので、北海道に行くと

きの参考にできる 

 サイト内におすすめコースがあり、かなり参考にできる 

 スポットの紹介はかなり多く、充実しているので、ここで知ったスポットをさらにほか

のサイトで検索することもできるため、参考になる 

 インフォメーションとしては充実しているため、参考にできる 

 ドライブに特化する内容なので、参考する価値がある 

 記事でポイント形式の紹介をすると、参考になれると思う 

 

参考ウェブサイト 

 特定のウェブサイトはなく、各オフィシャルサイト、Googleや Facebookなど、用途やシーン

によって使い分けている 

DRIVE HOKKAIDO!の推奨意向 

 旅マエでも、旅ナカでも、本ウェブサイトは参考にできるというコメントが多数を占めた 
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４）日本の地方にアフターコロナで行くときに、地域のどういう情報があると安心か 

 現地の風習や、立ち入り禁止の場所など事前に知ることができたらいい 

 （地方の風習文化など、大都市と異なる可能性もあるので、失礼な行動・行為を避けることが

できる） 

 宿泊施設の情報があると良い。今回の根室を例にすると、宿泊は中標津・根室に集中し

ているようで、スポット間で移動するとき、どこに宿泊したらよいか、ほかに宿泊でき

る場所があるかどうかの情報があると安心 

 アクセス方法や、周辺地域の情報（スーパーがあるかどうか、買い物が便利かどうか） 

 その地域の特徴、例えば現地の文化、食べ物、宿泊、自然風景の情報によって、行くか

どうか左右する 

 特に注意することはないが、アフターコロナでも、店などのコロナ対策（アルコールで

消毒されているか）を続けてくれると安心 

 地方ならではの懸念点というものはない 

 去年 4月まで東京にいたので、特に心配することがないが、行く場所のワクチン接種人

数（割合）をチェックする 

 地方なら、ドライブじゃなければ、公共交通機関の便数などの情報があると安心 

 できるだけ人が少ない場所（北海道）に行きたいので、現地の感染人数や観光人数をリ

アルタイムにわかると安心 

 コロナが収束したなら、日本の場合は特に情報がなくても、心配するところはない 

 

 特に懸念点がないというコメントが多い一方、現地の感染人数や観光客数、またはワク

チンの接種人数などの公表があると安心する意見も散見された 

 「地方の情報」というキーワードから派生し、各地方特有の風習文化、グルメなど、現

地ならではの情報がほしいというコメントは共通認識として挙げられた 
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５）日本でドライブしたい地域とその理由 

 台湾と比べる風習・文化・景色が一番異なる場所、すなわち北海道に行きたい 

 北海道でドライブしたことがある友人の話によると、北海道でのドライブは安全安心で

きるので、自分もやってみたい 

 日本最●●端に興味があるので、ドライブしたい。例えば：納沙布岬 

 道東、東北はスポット間の移動が長いため、ドライブ観光で訪問したい 

 南九州のアクセスがちょっと不便なので、南九州でドライブしたい。また北海道の場合、

雪道の運転になれていないため、ツアーで訪れると思う。（沖縄もドライブしやすそうだ

が、友人の話によると、あんまりおもしろくないので、行く気にならない） 

 ドライブしたことないが、アクセス不便やスポット間の移動が長いところならドライブ

したい。（例：沖縄・四国） 

 

 大自然が多いことに加えて、道が広く、運転しやすそうなイメージもあり、北海道が人気 

 

６）根室地域への観光誘致のため、どのような情報があれば行きたくなるか、 

  また、根室地域のどこへ訪問してみたいか 

 現地の風習情報に加え、宿泊、アクセス情報が十分に提供されているか、安心していけ

るかが重要 

 ウェブサイト上で割引情報があるとなお良い 

 根室に対してのイメージは何も思い浮かばないが、サイトの情報によると、鮭がかなり

有名のようで、鮭を大々的に宣伝すると良い 

 季節に左右されず、行くと絶対見れるスポットがあるかどうか 

 写真もよいが、動画（映像）があると、よりわかりやすい 

 根室から北方領土を眺める場所があるかどうか 

 グルメや特徴あるものの情報 

 季節にまつわる情報（例：春に何の花が咲くか、冬は流氷をみることができる等） 

 宿泊：温泉情報、リゾートホテルがあるかどうか、空港までの送迎や、割引サービスが

あるかどうか 

 この地域ならではのグルメ、文化、お土産、観光地の情報 

 アクセス：飛行機のトランジット（例えば新千歳空港～中標津空港）を避けることがで

きないため 
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＜訪問してみたい場所＞ 

 知床のカムイワッカ湯の滝を見たい。温泉体験もできるし、現地の美しい景色も見るこ

とができる 

 パノラマ景色を見ることができるので、中標津町の開陽台に行きたい。また、自然な景

色がよさそうで、離島のようなところ、標津町の野付半島にも行きたい 

 知床五湖の乗船体験をしたい。また野生動物や植物も見たい 

 知床に行きたい。特に流氷が見れるなら、流氷体験もしたい 

 根室の酪農に興味があり、具体的な地名を覚えていないが、チーズを食べてみたい。ま

た野生動物に近距離で見ることできると良い 

 

 根室に対するイメージがまだ何も思い浮かばない（認知されていない）ため、まず「根

室＝●●」があると、アピールしやすくなる 

 根室ならではの情報、ほかの地域にないグルメ・観光地・景色の情報を知りたいという

ニーズが高い 

 ハブ空港からの乗り継ぎに関する情報など、予め不安要素を払拭できるような情報もあ

わせて届けられると良い 
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（５）その他 

 

１）Drive Hokkaido!のアプリ、SNSの認知度と紹介、日本でのドライブ観光意向や経験 

 アプリにはマップコードがあるので良い（レンタカーでも使える）（同様の意見多数） 

 アプリや SNS上で、リアルタイムに中国語や英語で答えてくれるコンシェルジュサービ

スがあるとなお良い 

 アクセス不便なところなら運転したいが、大都市（東京・大阪など）なら公共交通機関

を使う 

 根室のような地方で事故のみならず、何か起きるかわからないので、中国語でサポート

してくれるところがあると安心 

 日本でも運転したい 

 大阪から鳥取にいくとき、間違えて違うインターで高速から降りてしまい、道が狭く、

電柱に車をぶつけたことがある 

（togooというレンタカーサイトで借りて、警察との交渉は togooの中国語担当者がすべて

代行してくれた） 

 根室のような地方で事故を起こした場合、現地でもサポートしてくれる組織や協会があ

ると安心 

 運転しなくても、サイトに中国語で（緊急連絡先や LINE、Facebook）すぐ対応してくれ

る手段があると安心（同様の意見多数） 

 

アプリについて 

 ウェブサイトより、アプリの方が機能が多いため、サイトもアプリのような作りであると良い 

 マップコードの実装は実用的で評価が高いポイント 

その他 

 現地での言語サポート機能があると安心（ドライブ観光ゆえに、事故対応など万が一の際の多

言語サポート体制は大きなポイントになり得る） 

 

 


