遷移ネットワークを用いた大規模観光地の旅行者行動分析
Analysis on the Tourists Activities in Large Tourism Destination
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Abstract: There is social needs to know the activity type of tourists who visit to the large
tourism destinations such as Kyoto. For destination management organizations (DMO), tourists
classification of activity type is useful for optimal arrangement of visitor information boards, development of scenic routes, evacuation guidance and congestion mitigation. Also, DMOs can compare
own itself to othter destinations by using the activity types. However, tourists classification based
on the tourists activities is not studied enoughly. Therefore, we should investigate the factor of
tourists activities to make a hypothesis of type classification. In this paper, we analyse the tourists
activities in large tourism destination area by transition network generated from the tourists GPS
trajectories.
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はじめに

観光産業の振興は自治体にとって古くからの政策課
題である．加えて，近年では新興諸国の経済水準向上
に伴う世界的な旅行者人口増加を背景に，世界各国の
観光地間で競争が生じており，観光振興の重要性は増
大している．観光の主体は旅行者であるから，京都など
大規模観光地では，その観光地を訪問する旅行者がど
のような行動タイプの旅行者なのかを把握したいとい
う社会的需要が存在している．旅行者を行動タイプで
分類できれば，観光地の自治体や観光協会などの観光
地マネジメントを担う組織（Destination Management
Organization 以下 DMO）は，旅行者のタイプに合わ
せた案内板や広告物の最適配置や観光ルート作成に利
用できる．また，旅行者のタイプによって異なる情報を
携帯端末から提供する仕組みを用意すれば，効果的な
観光案内が行え，更には災害時の避難誘導や平時の混
雑緩和に利用することもできる．旅行者タイプ毎の旅
行者数集計は，他の観光地との比較を可能にする．比
較ができれば，施策立案に際して類似した観光地の施
策を参考にしやすくなるため，DMO にとって有用で
ある．
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ここでの行動タイプとは，行動が類似した旅行者の
集合を指している．旅行者の行動の定義は様々考えら
れるが，例えば京都の域内には東山や嵐山，宇治など
小地域がいくつも存在している．ガイドブックや旅行
ブログなどでもこうした小地域を意識して記事が書か
れており，旅行者の行動を読み解く上で有用と思われ
る．具体的には，小地域の概念を導入すると，いくつ
もの小地域を横断して広く周遊するタイプや，特定の
小地域内のスポットを集中的に訪問するタイプなどが
抽出できるので，頻出遷移や軌跡の類似性など従来の
分類手法とは異なる分類が可能になる．
しかし，小地域の定義や距離等の小地域間遷移以外
の要因の扱いなど，タイプ分類を行う上で検討が必要
な事項は多く，旅行者行動の詳細な分析が不可欠であ
る．そこで本研究では，大規模観光地におけるスポッ
ト間の関係を，スポット間の遷移のネットワークとみ
なし，遷移ネットワークを分析することで，旅行者分
類を行う上で必要な知見を得る事とした． 以下，第 2
章では従来の手法とその問題点を述べる．第 3 章では
研究目的について述べる．第 4 章では実際の GPS 位置
情報に基づいて分析を行う．第 5 章では全体のまとめ
と今後の研究について述べる．
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関連研究

旅行者のタイプ分類は，観光地の魅力度や特徴等を
定量的に評価しようとする試みの一つと見なすことが
できる．観光地の定量評価の試みは，主に公共政策や
都市計画，マーケティングの分野で行われている他，情
報学の分野では旅行者の移動軌跡分析による頻出移動
経路抽出や観光地のテキスト分析に基づいた魅力度評
価等が行われている．以下に従来の定量化手法を 3 つ
のカテゴリに分類して説明する．

2.1

観光資源やスポット属性に基づく分析

観光地の魅力度を，観光資源や施設など客観的に定
量評価できる要素に基づいて客観的に評価する試みと
して，公共政策の分野では，自然環境や寺社仏閣，利
用できるアクティビティ，宿泊設備，空間的なアメニ
ティ等観光地の要素を重み付き線形関数を用いて総合
化して魅力度を算出する手法 [1] が提案されている．こ
の手法は，観光客のディスティネーション判断基準や
DMO にとっての観光地間の比較に有用である．また，
情報学の分野では，ソーシャルネットワーキングサー
ビス (SNS) や blog など Web 上のテキストを分析する
ことにより観光地の評価を定量化する手法 [2] が提案さ
れている．[1] の手法では線形関数の重みとしてのみ旅
行者の評価が利用されていたが，[2] の手法では，旅行
者の評価に基づいた定量化が試みられている．観光地
の統計情報や Web 上の旅行者の評価感想を利用した手
法は，定量化を目的としており，旅行者全員の評価を
全体評価に反映させている．そのため，旅行者行動と
いう視点での分析には利用されていない．

2.2

旅行者行動に基づく分析

旅行者行動に基づく定量化分析には，分析者が旅行
者行動を把握することを目的とする手法の他，情報推
薦等に利用するための情報を抽出する事を目的とする
手法も研究されている．前者の研究としては，社会調
査の分野における行動把握のための統計分析や，行動
動態の可視化等がある．後者の研究としては，類似行
動の抽出やモデル化等がある．社会調査では，アンケー
トや公開行政情報，商業情報を用いて旅行者の行動を
把握する試み [3] が以前から行われていたが, アンケー
トを実施する費用が高額になる問題があり，利用は都
市計画などの分野に限定されていた．しかし，GPS 携
帯電話等の普及により行動情報の収集が容易になった
ため，GPS を用いた旅行者の行動分析が行われるよう
になっており，都市計画以外の分野での利用が始まっ
ている．例えばマーケティングの分野では，旅行者の

嗜好・動線などを把握するため，GPS 携帯端末によっ
て旅行者の行動情報を収集し，観光地内の小地域をど
のように移動しているかを分析する試み [4] も行われて
いる．行動動態の可視化に関しては，地理学の分野で
利用されている時間情報を含めた多次元の可視化手法
Parallel CordinatePlot(PCP) を用いて動物園における
入場者の徒歩での周遊活動の移動軌跡を可視化した研
究 [5] や，カーネル密度を用いて可視化した研究 [6] が
ある．観光客に GPS を持ってもらい，歩行行動とアク
ティビティの調査を行った研究 [7] では，速度の視点を
取り入れ，歩行者速度点分布という手法を提案してい
る．これらの手法は旅行者の行動を可視化して分析者
が知見を得ることを目的としている．
行動の類似度抽出として，GPS 位置情報から遷移軌
跡を抽出し，遷移軌跡に含まれる位置情報や時間情報
を用いた類似度を用いる手法 [8] が提案されている．更
に，情報推薦の分野では位置や時間に加えて訪問した
スポットの内容を考慮した類似度を用いる手法 [9]，ス
ポットを位置情報と内容情報から木構造に階層化し，旅
行者の位置情報と興味を考慮して推薦する手法 [10] 等
が提案されている．トピックモデルを用いて写真投稿
サイトのジオタグと Wikipedia の記載情報から旅行者
行動をモデル化し，情報推薦を行う研究 [11] や，観光
スポットに関する外部情報を組み合わせた情報推薦の
研究 [12] も行われている．これらの手法は個人旅行者
への情報推薦を目的に，頻出パターンや類似パターン
の検出を行っている．
また，旅行者には限定されないが，GPS 遷移軌跡の
ような時系列データからのパターン抽出手法として，ス
ポット訪問のシンボル列から遷移確率や推移関係のパ
ターンを抽出するシーケンスマイニング [13] や，時系
列データの中から時間に沿ったデータ推移状態の近い
部分を抽出するサブシーケンスマッチ [14] などが提案
されている．これらの手法によって抽出された類似パ
ターンは旅行者のタイプ分類に利用できる．しかし，比
較性を得るためにはどの観光地でも同じように算出で
きる類似パターンでタイプ分類を行う必要があり，そ
の点を考慮しなければならない．

2.3

ネットワークとしての分析

Facebook や Mixi などの SNS での人間関係 [15][16]
や，企業間の取引関係 [18] に対して，複雑ネットワーク
による分析でネットワーク全体の特徴を把握する試み
が行われており，その成果は観光地での分析への応用
が可能であると考えられる．特に松尾ら [19] は，SNS
の分析を通じて人間関係の形成原理にまで踏み込んだ
分析を行っている．観光分野へのネットワーク分析の
応用はまだあまり行われていないが，東京への訪問者

を対象に行われた GPS ロガーを用いた行動調査におい
て，ネットワークを用いた分析 [17] が試みられている.
ただし，サイバー空間における SNS とは異なり，観光
地での行動には物理制約があるので，これを考慮しな
ければならない．
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本研究の目的

第 2 章で触れたように，観光地を定量的に評価しよ
うとする試みは行われているが，旅行者タイプを分類
する研究はまだ不十分である．また，情報推薦など個
人向け情報提供の為の行動分析は行われているが，観
光地全体として旅行者の行動を把握するための分析も
行われていない．そもそも，旅行者タイプとしてどの
ような分類が適切なのかの議論も不足している．DMO
が観光地マネジメントを行う上では，観光地間の比較
性を確保した上で，実際の行動に基づいた旅行者のタ
イプ分類が必要である．
そこで筆者らは，どの観光地でも同様な分析が適用
できるように，観光地におけるスポット間の関係をス
ポット同士の遷移ネットワークに抽象化して扱うこと
とした．さらに，個々の旅行者の行動を遷移ネットワー
クの全体構造との関係として分析すれば，他の観光地
との比較可能性を確保した上で，旅行者のタイプ分類
を行うために有用な知見が得られると考えた．具体的
には，旅行者の遷移で形成される遷移ネットワークが
持つ特徴をネットワーク分析の手法を用いて明らかに
するとともに，旅行者が遷移ネットワーク内をどのよ
うに遷移しているかを分析する．大規模観光地の内部
にはいくつかの小地域が存在しており，旅行者の行動
決定に影響を与えていると考えられるので，こうした
小地域の概念を分析に導入する．

4
4.1

分析
利用したデータ

観光地はその規模や利用できる移動手段が様々であ
るので，旅行者の行動分析を行う上では，対象地域の
選択が重要である．本節では，分析対象の選択基準と
してスポット数，交通手段，規模の 3 点について述べ
る．まず，スポット数が少ない観光地では，旅行者の
選択が限定されてしまう恐れがあるため，取り得る行
動の幅が広い大規模観光地の方が対象として適してい
る．また，SNS と異なり移動に物理的な制約が存在す
る以上，興味のあるところに直接移動できる乗用車を
用いている旅行者よりも，物理的制約の影響が大きい
バス等の公共交通機関を用いている旅行者を対象とす

る方が観光分野での知見を得る上で有用である．そし
て実用化後の社会実装を考慮すれば，対象は社会的需
要が高い大規模観光地である事が望ましい．そこで本
研究では，100 カ所以上の観光スポットがある京都で，
公共交通機関を主に用いて寺社仏閣等の観光スポット
を訪問する旅行者を対象とした．
データとしては、2008 年 5 月に総務省の「ユビキタ
ス特区（観光立国）」事業 [4] で収集された旅行者の
GPS 軌跡を，学術的目的での利用のために提供を受け
た．この事業では，京都に 1 泊以上宿泊した外国人旅
行者 507 名に GPS スマートフォンを携帯してもらうこ
とで，1 日分の GPS 移動軌跡を収集した．宿泊地は京
都のみだが，訪問地は京阪奈一帯に分布している．今
回使用した旅行者の GPS 移動軌跡には，個人 ID，記
録時間，位置（緯度経度）情報を含む 2 分間隔の時系
列データである．個人を特定できる氏名の情報は含ま
れていない．

4.2

遷移ネットワークの特徴分析

本節では観光地におけるスポット間関係の特徴を分
析する．本研究ではスポットをノード，スポット間遷
移をエッジとみなしたネットワークを遷移ネットワー
クとする．遷移ネットワークは旅行者のスポット間遷
移の総体であり，その分析を通じてスポット間関係の
特徴を明らかにする．

4.2.1

遷移ネットワークの概要

前処理として，GIS アプリケーションを用いて京都周
辺の観光スポット約 200 カ所の位置情報データと GPS
移動軌跡を空間上で結合させ，ノードとエッジを得た．
観光スポットの位置情報は緯度経度を持つポリゴンデー
タである．結果，旅行者が訪問したスポット 115 カ所と
スポットを結ぶ 1223 の遷移を得た．115 スポットの内
訳は寺社仏閣 70%，美術館博物館 12%，駅など交通関
係 6%，史跡・テーマパーク 5%，庭園 3%，ショッピン
グ 3%である．遷移数による重み付けは行わないので，
遷移ネットワークは全体として 115 のノードと 429 の
エッジを持つネットワークとなった．遷移には方向が
あるので，遷移ネットワークは有向ネットワークとなっ
ている．GIS アプリケーションとしては ArcGIS を用
いた．
まず遷移ネットワークの次数分布を分析する. ネット
ワーク全体を図 1，次数分布を図 2 に示す. 図 1 のス
ポットの大きさは次数に比例している．スポットの平
均次数は 3.73 で，次数最大は 87 の京都駅である. 京都
駅を含めた 8ヶ所 (全体の 7%) は入出ともに 10 カ所以
上のスポットと繋がっている．一方，他のスポットと

4.2.2

遷移ネットワークの内部構造

旅行者行動の分析を行う前に，遷移ネットワークの
内部構造について分析する．観光地は小地域によって
分割されていることが多く，旅行者の行動に影響して
いると考えられるためである．京都であれば東山や嵐
山，東京であればお台場や浅草等のエリアが本研究が
想定する小地域に該当する．こうした小地域は，旅行
者にとって遷移しやすい関係にあるスポットで構成さ
れていると仮定する．小地域は，地理的に近いスポッ
トを慣習的にひとまとまめにしたもので示されている
が，GPS 移動軌跡を用いれば，遷移しやすさを元に機
械的に抽出できる．本研究では，Newman 法 [21] を用
いて小地域を抽出した．Newman 法においては，ネッ

図 1: ネットワーク全体
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1 カ所しか繋がっていないスポットは 24ヶ所（全体の
21%) である．遷移ネットワークではこのように比較的
少数のスポットに遷移が集中しており，次数分布はべ
き乗則に従っている（スケールフリー性）と推測され
る．次に，遷移ネットワークの大きさについて，平均
距離 L を用いて分析する．ネットワーク分析では，任
意のノードから他のノードに遷移するために通らなけ
ればならない最小エッジ数が平均距離 L と定義される.
遷移ネットワークの L は 2.9 である．ネットワーク分
析においては，ノード数 N が変化しても L ∝ logN が
成り立てば，任意の 2 つのノードがわずかなノードを
介して接続されるというスモールワールド性が成立す
るとされる [20]．遷移ネットワークでは N を変化させ
られないので，この関係は確認できないが，N = 115
のとき L は logN に比べて十分小さいと言える．最後
に，遷移ネットワークにおいてスポットがどれだけ密
に繋がっているかを，クラスタリング係数 C を用いて
分析する．エッジを有する 2 つのノードが他のノード
との間にどれだけエッジを有しているを示すクラスタ
リング係数 C は，遷移ネットワーク全体で平均 0.282
である．しかし，高次数のスポットのみで形成される
サブネットワークでは，スポット間の関係はさらに強
い．入出ともに 10 以上の次数を持つ 8 スポットで構成
されるサブネットワークでは C は 0.714 であり，相互
の繋がりは極めて強い．逆に，これらのスポットを除
外した場合，C は 0.06 に低下する.
このように，遷移ネットワークは強固に連結された
少数のハブを中心に，3 回程度の遷移でほとんどのス
ポットが繋がっているが，ハブを介さないスポット間
の繋がりが弱いネットワークであることが分析された．
ハブとなるスポットは，金閣寺や清水寺等訪問者数の
多い人気スポット，あるいは京都駅や渡月橋のような
交通結節点であり，旅行者はこうしたハブを経由して
遷移していると考えられる．旅行者遷移の傾向につい
ては 4.3 節で分析を行う．
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図 2: 次数分布

トワーク分析におけるクラスタリング係数 C との混同
を避けるため，クラスタではなくコミュニティという
表現が用いられているので，以下この用語を用いる．
Newman 法は SNS の分析でよく利用されており [16]，
旅行者の分析でも利用されている [17]．Newman 法で
は，ネットワークの与えられた分割に対して、
「グルー
プ内のノード同士が繋がるリンクの割合」から「リンク
がランダムに配置された場合の期待値」を引いた値とし
てモジュラリティQ を定義し，Q を最大にするような
分割でコミュニティを発見する．このように，Newman
法では内部の繋がりの強さによってコミュニティの抽
出が行われるので，旅行者が遷移しやすいスポットが
同じコミュニティに属することになる．
遷移しやすさの指標として，スポット間の距離や実
際の所要時間を用いることも考えられるが，旅行者の
移動手段は多様であり，距離が遠くてもバスを利用す
ればアクセスが良い場合等を考慮すれば，遷移しやす
さとして距離を用いることは適切ではない．また，遷

定させるのは難しいが，遷移毎の交通手段は分析に有
用であると思われる．

4.3
4.3.1

図 3: コミュニティ

移中に食事などへの立ち寄りがしばしば観察されるの
で，実際の所要時間も指標としては適切ではない．

4.2.3

内部構造の抽出

115 カ所のスポットに対して Newman 法を適用した
結果，図 3 に示す 8 つのコミュニティを得た．コミュニ
ティに属する平均スポット数は 14.4，最小は 5，最大は
26 である．本節ではコミュニティに属するスポットの
性質を分析する．表 1 にコミュニティ内スポットの平
均距離を示す．これは同一コミュニティに属するスポッ
トを接続するエッジの平均距離である．遷移数による
重み付けは行っていない．スポット間距離はヒュベニ
の公式を用いて算出したスポット重心間のユークリッ
ド距離を利用した．参考としてスポット間距離の例を
いくつか挙げると，京都駅-大阪駅間が 39,570m, 京都
駅-比叡山間が 12,003m, 清水寺-八坂神社間が 1,132m
である．
「宇治」や「東山」コミュニティのスポット間平均
距離は全体平均に比べて小さく，これらコミュニティ
では遷移しやすさと距離が相関していることがうかが
える．
「奈良大阪」および「京都駅」コミュニティは全
体平均に近いかやや大きい. これらのコミュニティでは
移動手段として長距離鉄道やバスを用いた遷移，例え
ば「奈良駅-大阪駅」や「京都駅-比叡山」が高い比率で
含まれており，平均距離の長さはこれに起因している.
軌跡等から分析すると，移動距離が長い遷移では交通
手段として鉄道やバスを利用している．今回のデータ
は取得頻度が低く，全ての遷移について交通手段を確

旅行者分析
旅行者の行動

本節では遷移ネットワークでの旅行者行動を分析す
る．まず，スポットへの訪問数であるが，2 回以上同じ
スポットを重複して訪問した場合を除外すると，旅行
者は平均で 3.1 回スポットを訪問している．このうち，
2ヶ所訪問した旅行者が全体の 26%，3ヶ所が 22 ％, 4
カ所が 20%で上位を占めている．また，ハブに遷移が
集中するネットワーク構造を反映して，115 スポット
中次数上位 8 位までのスポットへの訪問が全訪問数の
52%，26 位までで 81%を占めており，訪問先スポット
は著しい偏りを示している．
このように訪問先は少数のスポットに集中する傾向
が見られるが，スポットへの遷移は様相が異なる．前節
の分析からもスポット間距離は旅行者の遷移先決定に
おける要因の一つであることが分かっている．スポット
間距離そのままでは比較できないので，あるスポット
からの遷移が何番目に近いスポットを選択しているか
をスコア付けすることで，旅行者がどれだけ距離を考
慮しているかを分析する．一番近いスポットへの遷移
なら 1，二番目は 2 とスコア付けする．このスコアを距
離スコア dsc と呼ぶ．エッジが有向なので dsc の最大は
108 である．遷移ネットワークでは dsc ≤ 7 の遷移が遷
移全体の約 50%を占めている．ここで仮に dsc ≤ 7 と
なる遷移を距離依存であるとみなし，全ての遷移につ
いて距離依存であるかを判定し，旅行者毎にその比率
を算出することで，旅行者の距離依存度を定量化する．
実際に旅行者毎に dsc ≤ 7 となる距離依存遷移の比率
をプロットしたものを図 4 に示す．全ての遷移が距離
依存遷移である旅行者が全体の 20.5%，距離依存遷移
が一つも含まれない旅行者は全体の 30.0%である．距

表 1: コミュニティ内スポットの平均距離
コミュニティ名
平均距離
宇治
888m
東山
1,001m
金閣寺
1,536m
二条城
3,095m
奈良大阪
3,989m
嵯峨野嵐山
2,186m
京都御所
952m
京都駅
3,702m
全体平均

3,998m
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図 4: 旅行者の距離依存遷移比率分布

離スコア dsc で距離依存を定量的に判定できるかはさ
らなる議論が必要だが，一部の旅行者は距離を考慮し
て遷移を決定しているのは明らかである. このように，
遷移の距離依存性は旅行者のタイプ分類に有用と考え
られる.
続いて，距離依存遷移を全く行っていない旅行者，
すなわち，図 4 右側に位置する旅行者がどのように遷
移を決定しているのかを検討する．旅行者の実際の行
動を観察すると，近い観光スポットを訪問する旅行者
の他に，観光地の代表的な観光地をできるだけ多く訪
問する，いわば周遊型の観光行動を行う旅行者が存在
する．これは，特に旅行者が初めて観光地を訪問する
場合によく観察される．京都であれば，市内を一周す
る京都駅-清水寺-平安神宮-銀閣寺-金閣寺-二条城-京都
駅，という周遊ルートが良く利用されており，観光タ
クシーの定番ルートにもなっている．
こうした周遊的な行動は，旅行者が興味を持って行
きたいと考えるスポットへの訪問を優先しており，距
離の近さとは異なる要因で遷移を決定している．周遊
的行動は，ネットワークではコミュニティ間を横断する
ような遷移として現れる筈である．そこで，全ての遷
移が距離依存遷移である旅行者（依存群）と距離依存
遷移が含まれない旅行者（非依存群）で，遷移がコミュ
ニティ間を横断している比率を比較した．結果，依存
群では該当する旅行者のほぼ全てが同一コミュニティ
内に留まる遷移だけしか行っていなかった．一方，非
依存群では，65%の旅行者が全ての遷移でコミュニティ
を横断しており，遷移がコミュニティを横断しない旅
行者は 15%に過ぎなかった．このように，コミュニティ
横断の概念を導入することで，距離非依存旅行者の一
部についてはその行動を説明できるものと推定できる．

まとめ

本研究では，ネットワーク分析の手法を用いて，旅
行者の GPS 移動軌跡で構成される遷移ネットワークを
分析し，今後旅行者のタイプ分類を行うために，旅行
者の遷移決定の要因を探索した．分析を通じて，我々
は旅行者はその遷移決定における距離要因への考慮の
度合いから，大きく距離依存型と非依存型というべき
タイプに分類できるとの仮説を得た．また，非依存型
旅行者の行動は，遷移ネットワークにおけるコミュニ
ティ横断を指標として分類できる可能性があることも
示した．
今後，我々が得た仮説を検証する上では，今回のデー
タに基づいて実際に旅行者のタイプ分類を行い，さ
らに異なる行動特性を持つ旅行者や京都以外の観光
地での旅行者の行動との比較分析が必要である．こう
した見通しの元，現在筆者らの研究チームは近畿日本
ツーリストや復興教育支援ネットワーク等の協力を得
て，修学旅行生向けの防災モバイルアプリケーション
ETSS(Educationa Tour Supporting System)[22] の産
学協同での開発を進めている．このアプリケーション
で得られる修学旅行生での生徒グループの GPS 移動軌
跡は，匿名化して研究目的で利用することを前提に収
集しており，この移動軌跡データを用いた研究を検討
している．このサービスの実証実験は京都で行ってい
るが，今後他地域への展開を予定している．修学旅行
は教育目的の団体旅行であり，かつほぼ全員が目的地
を初めて訪れる旅行者である．それゆえ，本研究で対
象とした海外旅行者とは異なり，修学旅行生の行動は
非距離依存型の行動の比率がより高くなると予想して
いる．
本研究で収集した修学旅行生の GPS 移動軌跡デー
タは，他の研究機関との共有を検討している．歩行者
の GPS 移動軌跡データは高コストであり，かつプラ
イバシーの問題が存在するため協力者の募集が難しく，
GPS 移動軌跡を用いた研究が進めにくいという現状が
ある．研究機関が保有する GPS データの相互利用によ
り，状況を改善したいと考えている．現在自治体など
の行政機関や企業が保有データのオープンデータ化を
進めているが，それとは異なる形で，研究向けの GPS
移動軌跡データのオープン化の端緒となることを願っ
ている．
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