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はじめに 

 

1．観光ビッグデータを活用した観光振興および本書について 

 観光庁では、情報通信技術（Information and Communication Technology、以下「ICT」

という。）を利活用した観光振興策に関して、来訪者の観光行動（旅行前、旅行中、旅行後）

に即した形でサービス内容の調査を行ったうえで、観光地域づくりに取り組む地域の問題

意識や来訪者のニーズに応じて、地域の関係者が利活用できるサービスを提示する調査を

行ってきました。 

平成 27 年度には、訪日外国人旅行者増加の効果をゴールデンルートのみならず広く地方

に波及させるため、広域観光周遊ルートの形成促進など、訪日外国人旅行者を地方へ誘客す

る取組の一環として、ICT を活用した訪日外国人旅行者の観光動態の調査を行いました1。

調査においては、具体的には以下の 3 つの情報を使用しています。 

 

（1） 携帯電話の基地局情報（ローミングデータ） 

    （訪日外国人データ数：約 30 万台／月☓４か月（四季ごとに１か月）） 

       ：所在状況（10km メッシュ等）の把握 

          （例） ・都道府県別、地域別 

             ・時間帯別（昼：観光時間帯、夜：宿泊時間帯） など 

 

（2） 携帯電話の GPS 情報 

    （訪日外国人データ数：延べ約 25,000 人） 

       ：移動状況、詳細な所在状況、訪日回数などの把握 

         （例） ・隣接都道府県間の移動（方向別） 

             ・訪日回数の違いによる来訪地の違い など 

 

（3） SNS での投稿情報 

     （訪日外国人データ数：延べ約 116,000 件） 

       ：関心をもった観光地等（見るもの、食べ物、買物）の把握 

 

これらの情報を分析した結果、訪日外国人旅行者の旅行動態の実態および潜在的なニー

ズの把握が行えたとともに、各データの特性を踏まえた分析を通じ、各データの活用方法を

例示することができました。 

そこで、各地における ICT を活用した観光施策の検討に際しての参考となるよう、地方

                                                   
1 国土交通省観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報

告書」（平成 28 年 3 月）。なお、報告書は以下の URL よりダウンロード可能。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/gps.html 
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公共団体や日本版 DMO2をはじめとした観光地域づくりに取り組む機関等が、今後、各地

において ICT を活用した科学的分析に基づき観光施策を効果的に推進できるよう、平成 27

年度に実施した調査の方法や結果を手引きとして取りまとめました。 

 

2．観光ビッグデータ分析の必要性 

 観光ビッグデータの明確な定義はありませんが、観光客の観光行動を反映する大規模・多

種・複数情報源由来のデータ群をいいます3。具体的には、スマートフォン等を使用してネッ

トワークに接続したログ（痕跡）、コンテンツのアクセスログやダウンロード数、ソーシャ

ルネットワーキングサービス（SNS）への投稿、GPS 機能による位置情報、自動車のプロー

ブ情報4、交通事業者の乗降の情報、観光施設の日別の利用者数などが含まれます。これら

のデータ解析から、これまで限定的にしかわからなかった観光の現象や行動原理等をマク

ロ、ミクロ両面から把握することにより、データに基づく明確なコンセプトに基づいた戦略

（ブランディング）の策定、KPI の設定･PDCA サイクルの確立、プロモーションなどを行

い、観光振興につなげることが期待されています。 

 

3．訪日外国人旅行者の全体的傾向 

 2016 年の訪日外国人旅行者数は 2,404 万人5と、前年から 20%以上増加しました。また、

2016 年 3 月に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」（H28.3.30 明日の日本を支

える観光ビジョン構想会議決定）では、2020 年の訪日外国人旅行者数 4,000 万人、地方部

での外国人延べ宿泊者数 7,000 万人泊などの目標が定められています。 

目的別では観光目的の伸びが著しく、2015 年は 56%伸びて全体の 86%を占めるまでにな

り、商用目的の 8%を大きく上回りました7。国籍別ではアジアからの旅行者が 80%以上と

最も多く、中でも中国、韓国、台湾、香港の東アジア 4 ヵ国・地域で 70%以上を占めてい

ます（図 1）8。 

 

                                                   
2 DMO：Destination Management/Marketing Organization の略 
3 GPS を利用した観光行動の調査分析に関するワーキンググループ「観光ビッグデータを

活用した観光振興について（中間とりまとめ）」平成 26 年 6 月 
4 走行している自動車から直接収集される位置情報や速度情報、交通情報など 
5 2017 年 1 月 17 日発表の速報値 
7 日本政府観光局「JNTO 訪日旅行データハンドブック 2016（世界 20 市場）」 
8 日本政府観光局「訪日外客数の動向」 
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図 1 2016 年の訪日外国人旅行者数および割合（国・地域別） 

 

訪問地は、東京～京都・大阪間のいわゆる“ゴールデンルート”に集中する傾向があり、

2014 年の訪日外国人消費動向調査で「観光・レジャー」目的の訪日外国人旅行者について

調査した結果では、44%が首都圏と近畿圏の二大都市圏のみを訪問し、二大都市圏と地方の

訪問者は 28%、地方のみの訪問者は 28%という結果でした（図 2）。特に宿泊地について

は、その傾向が強く、2015 年の訪日外国人旅行者の延べ宿泊者数上位 10 都道府県は、北海

道、沖縄県、福岡県を除くと“ゴールデンルート”上の都府県で占められ、延べ宿泊者の約

60%が三大都市圏9に集中し、約 40%は東京都と大阪府に集中していました。2016 年の速報

値でも、外国人延べ宿泊者の約 60%が三大都市圏に集中していましたが、対前年比では地

方部の伸びが三大都市圏の伸びを上回りました（図 3）。外国人宿泊者が大都市圏に集中す

る傾向は、観光ビッグデータを用いて日本人観光客との集積比率の比較した場合10にも顕著

に見られます。 

 

                                                   
9 三大都市圏とは、「東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫」の 8 都府県を

いい、地方部とは、三大都市圏以外の道県をいう。 
10 国土交通省観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報

告書」平成 28 年 3 月 

 

フィリピン
35万人（1.4%）

【2016年（推計値）】

総計
2404万人

アジア 2010万人（83.6%）
うち東アジア 1747万人（72.7%）
うち東南アジア 251万人（10.4%）

⑤米国
124万人
（5.2%）

②韓国
509万人
（21.2%）

④香港
184万人
（7.7%）

③台湾
417万人
（17.3%）

①中国
637万人
（26.5%）

その他
98万人
（4.1%）

欧州主要
5ヵ国
94万人
（3.9%）

北米
152万人
（6.3%）

インドネシア
27万人（1.1%）

オーストラリア
45万人（1.9%）

スペイン
9万人（0.4%）

イギリス
29万人（1.2%）

カナダ
27万人（1.1%）

ベトナム
23万人（1.0%）

シンガポール
36万人（1.5%）

マレーシア
39万人（1.6%）

※ （ ）内は、訪日外国人旅行者数全体に対するシェア
※ その他には、アジア、欧州等各地域の国であっても記載のない国･地域が含まれる。
※ 数値は、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しない場合がある。
※ 日本政府観光局（JNTO）資料より観光庁作成

インド
12万人（0.5%）

⑥ タイ
90万人
（3.7%）

フランス
25万人（1.1%）

ドイツ
18万人（0.8%）

イタリア
12万人（0.5%）

ロシア
5万人（0.2%）

出典：観光庁 
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図 2 地方訪問率 

 

 

図 3 外国人延べ宿泊者数推移および三大都市圏・地方部比較 

 

 訪日外国人旅行者の滞在日数は 4～6 日間が 50％以上を占めて最も多く、次いで 7～13

日間の順となっています。13 日間以下の滞在が 90%近く、特に観光目的の場合は 90%以上

を占め、平均滞在日数は、2015 年は 5.3 日と減少傾向にあります（図 4）。訪日回数は 1 回

目が 40%以上と多い一方、20 回以上の訪問者もありますが、訪日回数による滞在日数の変

動は限定的です（図 5）。一般的に、「初めて日本を訪れる際にはゴールデンルートを訪問し、

訪日回数が増えるに従い、その他の地域も訪れるようになる」と言われていますが、観光

ビッグデータの分析からも、訪日回数が少ないうちは訪問地域が東海道、山陽道に集中し、

訪日回数が増えると訪問地域が分散する傾向が見られます。 

 
出典：観光庁観光戦略課調査室「訪日外国人消費動向調査【トピックス分析】平成 26 年訪日外国人観光客の地方訪問状況」平成 27 年 10 月 

 

外国人延べ宿泊者数推移 地方部三大都市圏（単位：万人泊）

（単位：万人泊） （単位：万人泊）

1,842

2,631

3,350

4,482

6,637
7,088

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

4,047
4,243

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500
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2,514
2,845

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

平成27年 平成28年

+4.8%

+13.2%

出典：宿泊旅行統計調査（平成 28 年・年間値（速報値）） 
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図 4 訪日外国人の平均滞在日数の推移（2006 年~2015 年） 

 

図 5 訪日回数と平均滞在日数 

 

  

 

出典：日本政府観光局（JNTO） 

 

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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第 1章 ICTを活用した各種分析 

 

1．観光ビッグデータの利用 

 観光ビッグデータや ICT を活用し、訪日外国人旅行者の動態や関心事項を把握すること

により、観光資源の磨き上げやブランド化、戦略的なプロモーション施策の企画立案および

実行等を行い、リピーターを含む訪日外国人旅行者の増加につなげることが期待されてい

ます。 

ゴールデンルートに集中しがちな訪日外国人旅行者の地方への誘客を図るには、観光地

域づくりに携わる国・地方公共団体、観光協会、日本版 DMO 等の連携した取り組みが必要

です。地域の様々な観光資源や個々の観光事業者等の取り組みを総合的、体系的に取りまと

め、施策として展開するために、この手引きでは、観光ビックデータについて、複数の都道

府県を跨った広域での取り組み、都道府県などでの中域での取り組み、観光地域ごとの狭域

での取り組みのそれぞれにおいて、以下のように使うことを想定しています。 

 

表 1 

 主な利用者 主な利用方法 

広域 ・国の地方支分部局 

・広域観光促進団体 

・広域連携 DMO 等 

・観光戦略策定 

・プロモーション 

・観光資源の掘り起こし・磨き上げ 

・観光インフラの整備 

・域外連携  等 

中域 ・都道府県観光企画部署 

・都道府県観光協会 

・地域連携 DMO 等 

・観光戦略策定 

・観光資源の掘り起こし・磨き上げ 

・観光インフラの整備 

・プロモーション  等 

狭域 ・市区町村観光企画部署 

・市町村レベル観光協会 

・地域 DMO 

・観光拠点施設 等 

・観光戦略策定 

・観光資源の掘り起こし・磨き上げ 

・観光インフラの整備  等 

 

2．対象データ 

 本書では、観光ビッグデータのうち、既存の観光動態調査11でも活用されている、代表的

な以下の 3 データについて紹介します。 

 

                                                   
11 国土交通省観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報

告書」平成 28 年 3 月 
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（1） ローミングデータ 

 訪日外国人旅行者が、日本国内で自国の携帯電話を使用することで蓄積される日本の携

帯電話の基地局の情報（ローミングデータ）を統計処理したデータです。一例として、平成

27 年度観光庁調査で活用した株式会社ドコモ・インサイトマーケティングが提供する「モ

バイル空間統計」では、集団の人数のみを表す人口統計情報であり、個人は特定されないよ

うになっています。携帯電話を繋ぐための運用データ12に対し、非識別化処理（人口推計に

必要なデータのみを抽出）、集計処理（携帯電話の普及率を加味して推計）、秘匿処理（少人

数13の除去）を実施して作成されています（図 6）。属性別の偏りを加味して拡大推計14をし

ているため、実態に近い人口統計情報が得られます。日本全国の 1 時間ごとの人口分布が

把握できるほか、拡張機能として、一定期間内の延べ滞在者数（入込数）を把握することも

可能です。 

 

図 6 モバイル空間統計 調査手法概要 

 

  

                                                   
12 携帯電話/スマートフォンを常時着信させるために、端末と最寄基地局間で通信確認を

行う際に取得され、最寄基地局との距離が分かることから端末の位置が分かる。例えば、

モバイル空間統計では約 1 時間間隔で端末の位置情報を取得している。 
13 除去する少人数の閾値は、プライバシー保護のため開示されていない 
14 拡大先：訪日外国人は出入国管理統計（法務省入国管理局発表） 

 

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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表 2 ローミングデータの活用方法・特徴等 

主な活用方法 広域での集積状況などマクロからミクロまでの分析に活用できます。 

適用範囲 全国規模 

特徴15 ・ 訪日外国人旅行者の約 2 割を捕捉できるためサンプルサイズが大きく、ま

た、入国から出国まで途切れることなく補足できたサンプルのみを使用し

ているため、統計情報として分析することができます 

・ 出入国管理統計（法務省）を基に拡大推計しているため、実態に近く偏り

がありません 

・ 期間や地域を拡大することで、訪日外国人旅行者が少ない地方部でもデー

タが得られる可能性が、他の方法に比べ高いです 

・ メッシュ（10km、1km 等）、市区町村、都道府県単位を基準に、任意のエ

リアで集計・表示が可能です 

留意事項 ・ 統計化処理を行っているため、個人情報の利用にはならない代わりに、把

握できる属性は携帯電話契約をしている国・地域に限定されます 

・ プライバシー保護の観点から、一定エリア内のサンプルが一定数に満たな

い場合は人数が表示されません 

・ 国・地域以外の属性が取得できないため、ビジネス目的の訪日外国人旅行

者等を分離して扱うことができません 

提供事業者例 株式会社ドコモ・インサイトマーケティング「モバイル空間統計」16 

KDDI 株式会社×コロプラ株式会社「Location Trends」17 

 

  

                                                   
15 一例として、平成 27 年度観光庁調査で活用した株式会社ドコモ・インサイトマーケ

ティングが提供する「モバイル空間統計」について記載している 
16 平成 27 年度国土交通省観光庁「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業」実施企

業 http://www.dcm-

im.com/service/area_marketing/mobile_spatial_statistics/index.html 
17 au スマートフォンユーザーが対象のため、国内の契約に限定される。 

GPS を利用した観光行動の調査分析に関するワーキンググループ（第５回）にて紹介

http://www.location-trends.com/ 
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表 3 ローミングデータによる一次分析例 

 分析概要 利用方法（例） 

入込客数 分析対象域内のエリア毎、時間帯毎の入

込客を、国籍別に把握することができま

す（図 7、図 8 左）。 

来訪者の国籍に合わせたイベン

トやおもてなしの施策を検討す

ることができます。 

集積状況分析 分析対象域内の訪日外国人旅行者の集積

状況を、行政界や 1km～10 ㎞のメッシュ

などのエリア毎、時間帯毎の人口密度で

分析します（図 8 右）。例えば時間帯毎の

分析では、宿泊、観光、食事などが域内の

どのエリアで行われる傾向が高いかを見

ることができます。 

分析対象域内の宿泊、観光、食事

等の状況を国籍別に把握し、誘客

や来訪者の国籍に応じた言語対

応可能なスタッフの配置等の方

針づくりに役立てることができ

ます。月別の変動や集積エリアの

分布状況等をプロモーションの

参考にすることもできます。 

集積比率分析 分析対象域内の日本人観光客の集積比率

と訪日外国人旅行者の集積比率を、エリ

ア毎、時間帯毎に比較することで、日本人

観光客と訪日外国人旅行者の宿泊、観光、

食事等に関する行動パターンの違いを把

握できます。 

日本人観光客と訪日外国人旅行

者の行動パターンの違いから、訪

日外国人旅行者に好まれる観光

資源や訪日外国人旅行者に認知

度の低い観光資源等を見出し、プ

ロモーションの参考にすること

ができます。 

エリア間移動

分析 

エリア間における訪日外国人旅行者の移

動の人数や回数、滞留の状況などを把握

することができます（図 8 中）。 

来訪者の直前および直後の滞在

地から、関係が密・疎の都市を把

握し、他都市と連携した周遊プ

ランを検討することができます。 
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図 7 国籍別入込客数（長崎市に関する分析例） 

 

図 8 観光実態調査（長崎市に関する分析例） 

 

長崎市に何人来ている？ 長崎市内のどこに来ている？市外のどこに行っているのか？

分布分析移動分析定量分析

 

 2015 年 1 月の長崎市への訪日外国人旅行者は、観光客は全国 60 位、宿泊客は全国 52 位 
 国籍ごとの分析では、韓国が全体の約 40%を占める 
 月別変動は、8 月が最大、6 月が最小 

出典： DOCOMO InsightMarketing, INC. 

 定量分析では、自治体や DMO 等のエリアごとに、国籍別人数や月別変動等が把握できる 
 移動分析では、来訪客の他の地域の訪問状況を把握し、両方を訪れる訪日外国人旅行者が多い都市とプロモー

ションの連携を図ることができる 
 分布分析では、1km メッシュ単位での人数を把握し、例えば中心地と集積エリア、複数の集積エリア間の交通手段等

の検討につなげることができる 
出典： DOCOMO InsightMarketing, INC. 

（単位：人） 
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（2） GPS データ  

 訪日外国人旅行者が保有するスマートフォンやタブレットにインストールされたナビ

ゲーションアプリケーションの GPS 機能等を活用し、一定時間ごとに測位情報（GPS デー

タ）を記録、蓄積します。測位情報を記録する間隔は、アプリケーションによっては 1-2 分

程度と短いため、滞在と通過の区別や滞在時間の把握など、ミクロな分析に適しています。

アプリケーションのダウンロード時に、GPS データ等の取得・利用の許諾と属性等に関す

る簡単なアンケートをすることができる（図 9）ため、国籍別の訪日回数などの把握も可能

です。 

 

図 9 GPS データ 調査手法の概要（例） 

 

 

表 4 GPS データの活用方法・特徴等 

主な活用方法 移動経路や集積ポイントなど主にミクロ的な分析に活用できます。 

適用範囲 特定地域・注目地域 

特徴 ・ 一定時間ごとに測位情報を取得するため、詳細なスポットと移動（連続し

てデータが取得されている場合）が把握できます 

・ GPS データ取得用アプリケーションのインストール時に簡単なアンケー

トを実施することにより、国・地域、性別、訪日回数、訪日目的等の複数

の属性を把握することができます 

・ 観光情報や施設の案内、クーポンの配信等のプロモーションにも活用でき

ます 

 

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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留意事項 ・ アプリケーションのインストール時に GPS データ等の取得・利用に関す

る許諾が得られた訪日外国人旅行者のデータのみを利用します 

・ プライバシー保護の観点から、サンプル数が少ない場合は表示されません 

・ 特定の個人の滞在中の全行程のデータが取得できるとは限りません 

・ サンプルサイズが小さく、国・地域等の偏りもあるため、全国レベル等、

汎用的な傾向分析や定量的な分析には注意が必要です 

・ 事業者や契約により、サポートしている言語、提供されるデータ、組み合

わせることができるサービス等に違いがあるため、ニーズに最も適合した

契約を選ぶことが重要です 

提供事業者例 株式会社 NTT アド「Japan Travel Guide」18 

株式会社ゼンリンデータコム「インバウンドソリューション」19 

ソフトバンクテレコム株式会社「Japan2Go!」20 

株式会社ナビタイムジャパン「NAVITIME For Japan Travel」21 

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス「Travel Japan Wi-Fi」22等 

 

表 5 GPS データによる一次分析例 

 分析概要 利用方法（例） 

ユーザー属性 GPSアプリによって異なりますが、ダウン

ロードする際に属性入力を求めることが

多いため、利用している訪日外国人旅行

者の国籍、性別、年代、訪日回数、訪日目

的等が把握できます（図 10）。 

リピーターに絞った行動分析な

ど、属性別に異なる行動パターン

や人気のエリアなどが把握でき

ます。 

域内滞在者数 分析対象域内を、行政界や 1km、10km メッ

シュなどのエリアに分割し、エリア毎の

滞在者数を時間別に把握できます（図 

11）。 

移動経路となっているが滞在が

ほとんど見られない場合や、昼間

と比べ夜間の滞在者数の落ち込

みが大きい場合などに、課題が把

握できます。 

                                                   
18 「訪日外国人旅行者数 2000 万人の受入に向けた九州ブロック連絡会」

http://www.japan-travelguide.jp/ 
19 GPS を利用した観光行動の調査分析に関するワーキンググループ（第５回）にて紹介

http://www.zenrin-datacom.net/business/inbound/index.html 
20 同上 http://www.softbank.jp/biz/cloud/saas/japan2go/ 
21 平成 27 年度国土交通省観光庁「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査」実施企業 

http://consulting.navitime.biz/example/#exa5 
22 平成 27 年版『観光白書』に掲載 https://wi2.co.jp/tjw/en/ 
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域間流動 2 地点間の相関関係から域内の回遊パ

ターンや広域流動を把握することができ

ます（図 12、図 13）。 

回遊パターンから外れたエリア

への誘客の施策を検討に役立て

ることができます。 

 

図 10 アプリユーザーの国籍別訪日回数内訳（例） 

 

図 11 時間帯別滞在分析（箱根エリアに関する分析例） 

 

 
2015年04月～2016年03月(1年間)データ取得期間

箱根エリア 昼夜別訪日外国人滞在先

日中 (10～19時) 夜間 (0～7時)

黒色の点：移動中

赤色の点：滞在

凡

例

夜間の時間帯を分析することで、周遊ルート

における宿泊施設の分析が可能となります。

宿泊を考慮した周遊ルートを分析することで、

周遊ルートの磨き上げを行います。

黒色の線が移動経路を表しています。

日中に活動していた訪日外国人が居なくなり、

宿泊している様子が分かります。

 メッシュ内における 30 分以上連続した GPS データの取得を以って「滞在」、それ以外の GPS データを「移動中」と定義 
 回遊状況の把握や滞在分析等により、観光資源を俯瞰的に把握することができる 
 時間帯別の滞留場所の比較では、「昼の観光」「夜の観光」「宿泊地」を明らかにすることができる 

出典： NAVITIME JAPAN 

 

訪日回数 米国 台湾 タイ

日本在住 3,330 271 576

来日前 10,506 3,169 5,613

1回目 5,902 3,872 4,511

2回目 2,796 4,267 3,883

3回目 1,680 3,752 2,494

4回目 947 2,439 1,755

5回目 868 3,965 1,975

6~9回目 1,517 5,571 2,966

10～19回目 1,176 2,689 1,139

20回以上 2,182 2,114 902

総計 30,904 32,109 25,814

出典：NAVITIME JAPAN 
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図 12 滞在日数別滞在分析（京都エリアに関する分析例） 

 

図 13 流動分析（関東エリアに関する分析例） 

 

 各地域等で GPS を利用した観光情報の提供などを実施している場合には、データ収集、

および分析に関する許諾を取得した上で、収集したデータを個人が特定できないように加

 

短期滞在者（３日以内） 長期滞在者（４日以上）

鞍馬

中書島

金閣

清水寺

伏見
稲荷

嵐山

醍醐

京都駅

四条
河原町

大原

広域周遊かつ

平均滞在エリア

が増加

高雄

平均滞在エリア数
1.39

平均滞在エリア数
4.64

凡例（面）

1kmメッシュ内の数字：

メッシュ別 滞在者数

10 以下

11 以上 30 以下

31 以上 100 以下

101 以上 300 以下

301 以上

 

市町村内の数字：

市町村 滞在者数

線上の数字：

市町村間 移動者数

(左側通行)

凡例

 隣接市町村間の地上移動を、線の幅と矢印で表現（滞在は含まない） 
 市町村間を繋ぐ 2 本の矢印は、いずれの矢印も矢印の向きを進行方向として左側となるよう配置 
 矢印上の数値は移動者数。ただし、3 未満の場合は個人情報保護の観点から表示していない 

出典： NAVITIME JAPAN 

滞在日数別の訪問エリア分析により、長期滞在者は比較的広域で周遊する傾向が把握できる 
出典： NAVITIME JAPAN 
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工し、分析に利用することも考えられます23。 

 

（3） SNS データ 

 調査対象国・地域のオフィシャルなデータプロバイダーより、Twitter や Weibo などの

SNS やブログ、フォーラム等で発信された日本旅行に関するデータを購入し、他人の発言

に対する反応や旅行に関する一般的な質問等を機械的にクレンジング処理24します。残った

データについて、発言数や旅行動向、ネガティブ・ポジティブの評価や感情・情緒（センチ

メント）の分析を行います。訪日前も含めて観光スポット名をキーワードとした発言分析を

行うと、誘客ポテンシャルの高いスポットの把握なども可能になります（図 14）。 

 

図 14 SNS データ 調査手法の概要（例） 

 

 

表 6 SNS データの活用方法・特徴等 

主な活用方法 主に観光地の訪問目的や評価などの感情分析に活用できます。 

適用範囲 特定地域・注目地域 

特徴 ・ SNS データに含まれる都道府県名、主要都市名、主要ランドマーク等から、

注目されている観光地等を把握できます 

・ 発言内容から、評価（ネガティブ・ポジティブ）や感情（具体的な発言内

容）を把握できます 

                                                   
23 分析に必要な位置情報の収集を行うプラットフォームサービスも提供されている 
24 収集データに含まれる訪日に関連しないデータを機械的に取り除いて整理すること 

 

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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留意事項 ・ 公開情報のみを機械的に集計した情報を分析するため、特定の個人を識別

できる情報は含みません 

・ 個人情報保護等の観点から、SNS データに含まれる企業名等の固有名詞や

写真は表示しません 

・ オープンなテキストベースの SNS を分析対象とし、国籍（言語）等による

偏りがあります 

・ サンプルサイズが小さいため、定量的な分析には注意が必要です 

・ 事業者や契約により、サポートしている言語、提供されるデータ、組み合

わせることができるサービス等に違いがあるため、ニーズに最も適合した

契約を選ぶことが重要です 

提供事業者例 株式会社 NTT データ「Twitter データ提供サービス」25 

ソリッドインテリジェンス株式会社「海外ソーシャルメディア調査」26 

株式会社ナイトレイ「inbound insight」27 

株式会社ホットリンク「クチコミ＠係長」28等 

 

表 7 SNS データによる一次分析例 

 分析概要 利用方法（例） 

訪日関連発言

量分析 

訪日外国人旅行者の SNS による発言総数

を国籍別、訪問地別等に把握できます（図 

15）。 

発言総数から関心の高さを確認

できます。また、過去のデータと

の比較で、新たなキーワードが確

認された場合は、何らかの要因が

あることが想定されます。 

旅行動向分析 例えば、発言内容を、「見る」（観光）、「食

べる」（飲食）、「買う」（土産等物品）の関

連キーワードで分類し、発言数の内訳が

把握できます。分析対象域内で人気の高

い観光スポット、食べ物、商品などのラン

キングも把握できます（図 16）。 

訪日外国人旅行者に人気が高い

観光スポットや食べ物、商品など

が把握できるため、プロモー

ションへの活用や、サービスの改

善に役立てることができます。 

                                                   
25 平成 27 年度国土交通省観光庁「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査」実施企業 

https://nazuki-oto.com/twitter/ 
26 経済産業省「先端課題に対応したベンチャー事業化支援等事業」参加企業 

http://solid-i.co.jp/ 
27 経済産業省 IoT 推進ラボ 第 1 回ビッグデータ分析コンテスト分析データ提供企業

http://inbound.nightley.jp/ 
28 同上 http://www.hottolink.co.jp/service/kakaricho 
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センチメント

分析 

発言内容からポジティブ発言かネガティ

ブ発言かを判断し、テーマ別にポジネガ

比率を出すことができます。ポジティブ

の比率が高いほど満足度が高いと見なし

ます。 

特にネガティブの比率が高い

テーマについては、対策の検討が

満足度向上につなげられます。 

 

図 15 神社・寺の発言量ランキング（外国人）（例） 

 

 

 発言量に応じて、文字の大きさや濃さを変化させることで、発言量を可視化 
 カテゴリー別の分析により、誘客ポテンシャルの高いスポットの把握が可能になる 

出典： 株式会社 NTT データ 
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図 16 観光スポットの話題量（例） 

 

3．分析データの活用 

 上述の様に、観光ビッグデータ分析から現状を把握することができます。それを次の施策

に結びつけると同時に、観光ビッグデータ分析でその効果を測定し次の改善に結びつける

という PDCA サイクル29の中に位置づけて、活用していくことが重要です。 

 

（1） 現状把握 

 ローミングデータを基に、来訪者数および行動実態を把握し、観光振興の方針を立てます。

例えば、そもそも来訪者数が少ないのか、来訪者数は多いが滞在時間が短いのかによって、

採るべき戦略は異なります。 

来訪者数が少ない場合には、来訪者を国籍別や月別等で分析し、国籍によって差が大きい

場合には、例えば来訪者の少ない国をターゲットに、知名度向上や近隣の観光スポットから

の誘客等の取り組みをすることなどが考えられます。月毎に来訪者の差が大きい場合には、

来訪者の少ない時期に目玉となる地域資源の掘り起こし・磨き上げを行うこと等が考えられ

ます。来訪者が全体的に少ない場合には、まずは、近隣の観光スポットへの来訪者や既存の

地域資源への関心が高そうな国を中心に、プロモーション活動を行うことなどが考えられ

                                                   
29 計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のプロセスを繰り返し実施

することで、業務改善等に結びつける活動 

 

 話題になっている観光スポットを地図上の点で表示、色は観光スポットのカテゴリー、円の大きさは発言量を示す 
 話題になっている観光スポット間の物理的距離の把握ができ、観光ルートの策定等にも活用できる 

出典： 株式会社 NTT データ 
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ます。 

来訪者数は多いが滞在時間が短い場合には、滞在日数や時間帯別の来訪者数に加え、GPS

データから旅行目的や回遊パターン等を分析し、既存の観光スポットのプロモーションや

既存の観光スポットと組み合わせた新たな地域資源の掘り起こし・磨き上げ、宿泊客を増や

すための施策等が考えられます。 

また、訪問回数を分析して再訪者が少ないということであれば、SNS データを活用した

センチメント分析を行って問題点の改善を図ることや、季節ごとの変化やイベントなどの

目玉をつくることなどにより、再訪者増大を図ること等が考えられます。 

来訪者数、宿泊者数とも十分な場合には、センチメント分析の結果を確認して満足度向上

を図ることや、来訪者の回遊パターンを分析して混雑緩和・波及効果拡大等のために面的拡

大を図るなどの取り組みを行うことなどが考えられます。 

 

（2） PDCA サイクルの実施 

 現状把握に基づいて設定した方針に基づき、観光振興の具体的な施策に取り組みます。 

 例えば来訪者増大の取り組みとして、特定の国でプロモーション活動を企画（Plan）・実

施（Do）した場合、数か月後に再度国別の来訪者分析（Check）を行い、当該国の来訪者が

それ以外の国と比較して大きく伸びていれば、プロモーションの効果があったと判断でき

ます。効果が見られなかった場合には、要因分析を行い、対策（Action）を採ることが必要

です30。 

GPS データを提供する事業者をプロモーションに活用し、GPS データの取得・利用に同

意した訪日外国人旅行者が分析対象地域に来訪すると何らかの特典が得られるようにして

おくと、訪問先のログデータ等の収集が容易になると想定されます。例えばインセンティブ

を手交し、アンケートの回答を依頼することも考えられます。また、地図やクーポン等の配

信との組み合わせは、ダウンロードや利用の件数から、関心の高い観光資源を推測すること

が可能になります。 

ソーシャルメディアによる情報提供は、双方向性を活かし、訪日外国人旅行者の旅行中も

コミュニケーションを取ることができます。きめ細かな対応が、結果的に発言数やセンチ

メントの変化等に影響を与える可能性もあります。 

  

                                                   
30 国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課「地域発 滞在プログラムの手引き ~地

域の目指す姿に近づくための PDCA サイクル推進~」平成 25 年 3 月などを参照 
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第 2章 ICTを活用した分析手法 

 

1．公的統計および観光ビッグデータの特性および比較 

 訪日外国人旅行者の観光行動に関するデータには、他にも公的統計や RESAS（地域経済

分析システム）があります。これらのデータと観光ビッグデータを補完的に組み合わせるこ

とで、より有意義な分析が行える可能性があります。 

 

（1） 公的統計 

 国土交通省等から公表されている公的統計のうち、訪日外国人旅行者に関するものとし

ては以下のものがあります。 

 

○訪日外国人旅行者数31 

 日本政府観光局（独立行政法人 国際観光振興機構：JNTO）から毎月公表される国・地

域別、目的（観光／商用／その他）別の訪日外国人旅行者数の統計です。法務省の出入国管

理統計を基に、日本を主たる居住国とする永住者等の外国人を除き、外国人一次上陸客等を

加えて算出されています。訪日外客数の総数と一部の国籍別の概数を翌月に公表する「推計

値」と、推計値の 2 か月後に国籍別の数値の 1 の位までと目的別の数値を公表する「暫定

値」の 2 種類があります。 

 

○宿泊旅行統計調査32 

 観光庁が実施している、ホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所等に関する宿泊者

数の統計です。各月の都道府県別、宿泊目的別の延べ宿泊者数および外国人延べ宿泊者数が

把握できます。 

 

○訪日外国人消費動向調査33 

 トランジット、乗員、１年以上の滞在者等を除く日本を出国する訪日外国人旅行者を対象

に、観光庁が 18 空海港で四半期ごとに実施している回答者の属性（国籍、性別、年齢等）、

訪日目的、主な宿泊地、消費額などに関する聞き取り調査（年間 38,840 サンプル）です。

あわせて訪日旅行に対する満足度と再訪意向、滞在中の行動等についても調査しています。 

 

○観光入込客統計34 

 各都道府県が四半期ごとに実施する観光入込客数、観光入込客 1 人あたりの平均消費額、

観光入込客の総消費額に関する調査で、日本人と訪日外国人（日本以外の国に居住する観光

                                                   
31 http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html 
32 http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html 
33 http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html 
34 http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/irikomi.html 



21 

 

入込客）を対象に取りまとめています。大阪府を除く 46 都道府県で共通基準が導入されて

います。 

 

○FF-Data（訪日外国人流動データ）35 

 「国際航空旅客動態調査（国土交通省航空局）」、「訪日外国人消費動向調査（観光庁）」等

の調査結果に統計的な処理を行い、四半期および年間での訪日外国人旅行者の国内流動量

を推計したデータで、訪問地、国籍、目的、利用交通機関等のクロス分析や周遊に関する分

析が行えます。 

 

（2） RESAS（地域経済分析システム）36 

 地方創生のデータ利用の「入口」として、地域経済に関する官民の様々なデータを地図や

グラフ等で可視化するシステムで、既存の 8 つのマップの１つとして観光マップがありま

す。公的統計や観光ビッグデータを、地図やグラフ等で可視化しています。2017 年 3 月時

点での外国人旅行者に関する機能および各機能で使用しているデータは、以下のとおりで

す。 

 

表 8 RESAS の機能 

機能 概要 データ出所 

外国人訪問分

析 

国籍別・訪日目的別の訪日外国人旅行者の訪

問人数を都道府県単位でマップに表示しま

す。 

観光庁「訪日外国人消費動向

調査」 

日本政府観光局「訪日外客数」 

外国人滞在分

析 

都道府県・市区町村単位で訪日外国人旅行者

の滞在状況を昼間と夜間に分けて表示し、訪

日外国人旅行者の宿泊動向等を把握できま

す。 

株式会社 NTT ドコモ 

株式会社ドコモ・インサイト

マーケティング 

「モバイル空間統計」 

外国人メッ

シュ 

訪日外国人旅行者の滞在状況を 1km メッ

シュ単位で表示します。 

外国人入出国

空港分析 

都道府県単位で訪日外国人旅行者がどの空港

から入国・出国しているかを表示します。 

外国人移動相

関分析 

訪日外国人旅行者が自地域（都道府県単位）

の滞在前後でどの都道府県に滞在したかを表

示することで、自地域と関係の深い都道府県

を把握できます。 

                                                   
35 http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000067.html 
36 https://resas.go.jp/#/13/13101 
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外国人消費の

比較・構造（ク

レジットカー

ド） 

クレジットカードのデータに基づき、地域（都

道府県単位）における国籍（カード所有者の

居住地）別・部門別の訪日外国人旅行者のカー

ド消費額や消費単価を把握できます。 

ビザ・ワールドワイド・ジャ

パン株式会社 

クレジットカードデータ 

外国人消費の

比較・構造（免

税取引） 

免税店数や、地域別・国籍別・年代別での免税

取引額の構成割合が都道府県単位で表示され

ます。 

観光庁「消費税免税店（輸出

物品販売場）の都道府県別分

布」 

グローバルブルーティエフエ

スジャパン株式会社 

「免税利用状況データ」 

 

（3） 類似分析項目の比較 

 公的統計等と観光ビッグデータの類似している分析項目については、それぞれの特性を

理解した上で使用することが必要です。類似している主な項目には以下があります。 

 

表 9 分析項目の比較 

【凡例】○：分析可能、△：情報としては取得できるが、統計処理には不向き、×：分析不可 

分析項目 
公的

統計 

RES

AS 

観光

ビッグ

データ 

メリット デメリット 

宿泊日数 

（RESAS は

ロー ミング

データを使用） 

○ ○ ○  公的統計では、全国の宿泊施

設における延べ宿泊者数等の

推計値を、国籍別や宿泊施設

のタイプ別に把握できます。 

 観光ビッグデータは、ロー

ミングデータを使用している

ため、夜間の滞在先をすべて

含めた統計的にある程度正し

い値を推計できます。 

 公的統計は、都道府県単位の

データに限られます。 

 観光ビッグデータでは、夜間

の活動と宿泊を区別できま

せん。 

消費額 ○ ○ ×  公的統計は、旅行消費額の総

額を、費目別、国籍別に推計で

きます。 

 RESAS のクレジットカード

消費額は、実際のカードの利

用額に基づいた値を、地域別、

業種別に把握できます。 

 RESAS のクレジットカード

消費額は、ビザのクレジット

カードの使用額から、カード

使用者の出身国でのビザの決

済額割合などから推計した金

額で、現金等による決済は含

みません。 
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出入国者数 

（RESAS は

公的統計を使

用） 

○ ○ ○  公的統計は、国籍に基づく法

務省集計による外国人正規入

国者数から日本に居住する外

国人を除き、外国人一時上陸

客等を加えた入国外国人旅行

者の正確な値です。 

 観光ビッグデータは、ロー

ミングデータを使用して統計

的にある程度正しい値を推計

できます。 

 観光ビッグデータのローミン

グデータは、契約している携

帯電話会社から国籍を推計し

ているため、居住地と国籍が

異なる場合は、居住地が国籍

とみなされる可能性がありま

す。 

入込客数 

（RESAS は

ロー ミング

データを使用） 

○ ○ ○  公的統計は大阪府を除く46都

道府県で共通基準が導入され

ているため、地域間での比較

が可能です。 

 観光ビッグデータは、ロー

ミングデータを使用して統計

的にある程度正しい値を推計

できます。 

 観光ビッグデータは、都道府

県単位より狭いメッシュでの

調査も可能です。 

 公的統計は観光地点を選んで

実施したパラメータ調査から

推計した値です。 

 公的統計は、都道府県単位の

データに限られます。 

 観光ビッグデータは、観光客

とビジネス客を区別できま

せん。 

国内の移動 

（RESAS は

ロー ミング

データを使用） 

× ○ ○  観光ビッグデータは、ロー

ミングデータでエリア間移動

分析、GPS データで具体的動

線の事例が得られます。 

 観光ビッグデータは、継続的

にデータが取得できることが

条件となっているため、サン

プル数は限定されます。 

満足度 ○ × ○  公的統計は旅行全体の満足度

に対する 7 段階の評価、およ

びジャンル別に満足したかど

うか、一番満足した商品・飲食

を聞き取り調査しています。 

 観光ビッグデータは、SNS の

ポジネガ分析で旅行全体およ

び個別の体験等について、あ

る程度の満足度を把握できま

す。 

 公的統計では、具体的な事項

等に対する満足度が十分に把

握できません。 

 観光ビッグデータのSNSの発

信は主体性に依存するため、

必ずしも十分な情報が取れる

とは限りません。 
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リピーター

率 

○ × △  公的統計は、消費動向調査で

訪日回数をサンプル調査して

います。 

 観光ビッグデータは、GPS

データのアンケート形式で収

集するため、特定の地域の訪

問回数等について調査するこ

とが可能です。 

 公的統計では、国内の地域別

の訪問回数は把握できま

せん。 

 観光ビッグデータは、GPS

データのアンケートである程

度収集できる可能性はありま

すが、サンプル数が少ないた

め、統計処理には不向きです。 

 

2．観光ビッグデータ分析の留意点 

 正確性や信頼性等の高い品質が保証されている公的統計データと異なり、データ取得の

仕組みに特徴がある観光ビッグデータは、統計上の精度に限界があります。そのため、各

データの特徴や限界を認識した上で、分析に用いることが重要です。 

各データの取得方法とその活用に当たっての留意点は以下の通りです。 

 

（1） ローミングデータ 

 訪日外国人旅行者の所持するスマートフォンや携帯電話は、一定間隔で日本の最寄

りの基地局を選び通信を行います。そのため、基地局との通信ログデータ（ローミン

グデータ）から所持者の位置が把握できます。 

 携帯電話会社の多くは国際通信で提携関係にあるため、訪日外国人旅行者が自国で

契約している携帯電話を使用することでデータが取得できます。携帯電話会社に

よっては訪日外国人旅行者の約 2 割のデータが取得可能で、統計精度は高いです。 

（2） GPS データ 

 訪日外国人旅行者の多くは、スマホやタブレットに日本での経路案内のために商用

GPS アプリをダウンロードしているため、これを活用して一定時間ごとに測位情報

（GPS データ）が取得できます。 

 このような GPS アプリは種類が多く、それぞれのアプリの利用率（シェア）は 1%

に満たないため、統計的な精度は保証されません。 

（3） SNS データ 

 Twitter や Weibo 等の SNS でのつぶやき等の発言データ（SNS データ）を取得し

てクレンジング処理し、ネガティブ・ポジティブの評価や感情・情緒（センチメン

ト）を分析します。 

 使用される SNS が国ごとに多様であること、発言は任意であることなどから、発言

量が訪日数に対応しておらず、統計的な精度は保証されません。 

 

 ローミングデータは統計情報として分析可能ですが、GPS データおよび SNS データは統
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計処理に適さないため、事例として捉えることが必要です。 

 

3．観光ビッグデータによる分析例 

 観光ビッグデータを使用して、訪日外国人旅行者の基本的な実態を把握することができ

ます。 

 

（1） 来訪者のタイプ分析 

① 国籍分析 

 ローミングデータを使用し、一定期間内に分析対象地域に滞在した訪日外国人

旅行者を国籍別に集計します。来訪者の上位の国籍に対応したスタッフ、看板、メ

ニューなどの言語サポート等の充実につなげることができます。 

② 国籍の比較分析 

 ローミングデータを使用し、分析対象地域への来訪者の国籍を、全国や近接都道

府県等への来訪者や季節別の来訪者と比較します。他地域と比較して来訪者が少

ない国・地域がある場合には、当該国・地域をターゲットとしたプロモーション活

動を行うことで、来訪者の増加につなげられる可能性があります。また、来訪者の

国籍および人数の季節変動が大きい場合は、国別のプロモーションの重点時期を

ずらすことで、来訪者数の平準化につなげられる可能性があります。 

 例えば長崎市の場合、来訪者の総数の約 40%を韓国からの旅行者が占め、全国

平均と比較して中国や台湾からの来訪者の割合が低いという特徴があります。ま

た、来訪者の総数および国籍別割合の月別分析では、国籍別割合に季節変動が大き

いこともわかります（図 17）。そこで、来訪者数の少ない時期を中心に国別のプロ

モーションを行うことで、落ち込みを補完することなどが考えられます。 
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図 17 来訪者の総数および国籍の月別分析（長崎市（2015 年）） 

 

③ 訪問回数分析 

 GPS データを使用し、一定期間内に分析対象地域に滞在した訪日外国人旅行者

を訪問回数別に集計します。例えば来訪者が訪問回数の多い訪日外国人旅行者に

偏っている場合には、知名度を高める等の取り組みが効果的と考えられます。 

  

（2） 来訪者の行動分析 

① 滞在分析 

 ローミングデータを使用し、1 時間毎の滞在者数の推移、または観光時間帯と宿

泊時間帯別の滞在者数を把握します（図 18）。観光時間帯と宿泊時間帯の集積比率

37を比較し、例えば、観光時間帯に比べ宿泊時間帯の滞在者数が少ない場合には、

宿泊者数を増やす取り組みなどが考えられます。 

 

                                                   
37 日本全体を 1 としたときの各都道府県に訪れる訪日外国人の割合 

 

約7,000人
30%の落ち込み

約7,000人
30%の落ち込み

韓国

総数

中国

最大（1月）

最小（6月）

最小（1月）
最大（8月）

総数

大韓民国

中華人民共和国

台湾

香港

タイ

フィンランド

アメリカ合衆国

ドイツ

イギリス

シンガポール

フランス

イタリア

オーストラリア

オランダ

マレーシア

カナダ

フィリピン

出典： DOCOMO InsightMarketing, INC. 
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図 18 滞在分析 

 

② 流動分析 

GPS データを使用し、分析対象地域内での移動ルートを可視化することで、訪

問者が多いスポットや滞在時間の長いスポット、滞在せずに通過したスポットが

把握できます（図 19）。訪問者が多いスポットや滞在時間の長いスポットについて

はスタッフや設備の充実等の検討、滞在せずに通過したスポットでは新たな観光

資源の掘り起こしや磨き上げ等につなげることができます。 

 

図 19 市町村間流動分析 

 

 

 

凡例（点）

点： 赤：滞在 黒：移動点

凡例（面）

市町村内の数字：
市町村別 滞在者数

10 以下

11 以上 30 以下

31 以上 100 以下

101 以上 300 以下

301 以上

広島市廿日市市

岩国市

京都市

大阪市

奈良市

姫路市

福岡市

（注）調査期間中に広島県広島市内にて30分以上連続
して位置情報を取得した全ての訪日外国人の数。

・UU（ユニークユーザ）：延べ利用者数から、期間内の同一ユーザによる重複を除いたもの。
・滞在者数：同一1kmメッシュ内における30分以上連続したGPSデータの取得UU数。

© NAVITIME JAPAN
調査期間： 2015年5月11日～2015年6月10日（春）、

2015年8月16日～2015年9月15日（夏）、
2015年11月1日～2015年11月30日（秋）

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 

出典：観光庁観光地域振興課「平成 27 年度 ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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③ 移動相関分析 

 ローミングデータを使用し、分析対象地域での滞在の直前および直後に滞在し

た地域を把握することができます（図 20）。関連の深い地域が把握できることか

ら、効果的な誘客につなげられる可能性があります。 

 

図 20 移動相関分析（青森県） 

 

 青森県の場合、直前、直後の滞在地域は北海道、東北、首都圏が中心ですが、大

阪府や兵庫県を経由する訪日外国人旅行者も比較的多いことから、関西方面での

誘客に注力することも考えられます。 

 

（3） その他の一次分析 

① 旅行動向分析 

 SNS データを使用し、分析対象地域の食事、景観、交通等、旅行に関連する単

語が含まれる発言を抽出すると、その比率から来訪者が何に関心が高いかを把握

できます。中国は観光スポットに関連する発言が比較的多く、台湾は食や買物の関

心が高い等、国・地域による特徴はありますが、分析対象地域に関する発言内容や

傾向から、訪日外国人旅行者に人気の高い観光資源や関心事などが確認できます。

特に発言の多いテーマについては、②のセンチメント分析を行い、対応策を検討す

る必要がありますが、発言が非常に少ないテーマについては、新たな観光資源の開

 出典：RESAS「外国人移動相関分析」 
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発等の取り組みが必要な可能性もあります。 

 

② センチメント分析 

①と同様、SNS データを使用し、分析対象地域の食事、景観、交通等、旅行に

関連する単語が含まれる発言を抽出し、センチメント判定を行います（図 21）。

センチメント分析を行うことで、食、観光スポット等の観光資源、通信環境や言語、

病院等の受入環境等に対する訪日外国人旅行者の満足度や充足度を推測すること

ができます。ネガティブな発言は内容を分析し、対策を検討することが重要です。 

 

図 21 センチメント分析（飛騨／食事・交通・景観関連）  

 

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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第 3章 ICTを活用した高度な分析手法 

 

1．複合・広域分析の考え方 

 各々の観光ビッグデータは、データの完全性、信頼性等に課題があります。それらの課題

を補完するためには、関連する既存の公的統計や複数の観光ビッグデータとの組み合わせ、

他の地域のデータとの組み合わせによる分析が有効です。複数のデータを組み合わせた分

析により、より立体的な来訪者像の把握が可能になります。 

 

2．複合・広域分析例 

 ローミングデータ、GPS データ、SNS データの 3 種類のデータを組み合わせることで、

訪日外国人旅行者の実態がさらに明確になります。 

 

（1） 広域分析 

 近隣の地域における訪日外国人旅行者の集積状況、移動状況等を一体的に分析すること

で、集積比率の比較や周遊ルート、主要ゲートウェイ施設等の確認をすることができます。 

平成 27 年度の観光庁調査では、広域観光周遊ルートの１つである「アジアの宝 悠久の自

然美への道 ひがし北・海・道38」（以下、ひがし北・海・道ルート）を例に取り分析しまし

た。 

訪日外国人旅行者の集積状況をローミングデータで確認すると、道央（札幌市、小樽市、

登別市など）や道南（函館市など）を中心に観光時間帯に集積度の高い地区が見られます（図 

22）。一方、道北（旭川市など）や道東にも集積地区が見られますが、集積度は相対的に低

く、比較的広範囲に分散して点在していることが読み取れます。また、宿泊時間帯には、観

光時間帯よりも集積が見られる地区が減少し、札幌市や登別市などひがし北・海・道ルート

外で集積が高まっている状況がうかがえます。 

 

                                                   
38 観光庁において、訪日外国人旅行者の地方への誘客を促進するための施策として「広域

観光周遊ルート形成促進事業」を推進している。その中の 1 つである「ひがし北・海・道

ルート」は、道東地方の富良野地区、十勝川温泉地区、知床地区、釧路地区等を周遊する

ルート（2015 年 6 月認定）。 
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図 22 訪日外国人の集積状況 

 

 これらの状況を日本人観光客の集積状況と比較すると、観光時間帯には、日本人観光客の

集積比率よりも訪日外国人の集積比率が相対的に高い地区が道北や道東に点在しています

（図 23）。ただし、訪日外国人の集積比率が相対的に高い地区は、道央および道南により多

く存在します。一方、訪日外国人の集積比率を宿泊時間帯と観光時間帯で比較すると、宿泊

時間帯の集積比率の方が高いひがし北・海・道ルート上の地区が複数存在することがわかり

ます。 

 

図 23 訪日外国人の集積状況と日本人観光客の集積状況の比較 

 

 GPS データでひがし北・海・道ルート上の移動状況（図 24）を見ると、道北の上川町（層

雲峡）～旭川～美瑛～富良野を中心とした南北の移動が多く見られる一方、道北と道東を結

 

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 

 
出典：観光庁観光地域振興課「を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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ぶ上川町～網走間のサンプル数は少なく、この間の周遊が少ないことが考えられます。 

 ひがし北・海・道ルートへの流出入経路としては、主に札幌市～岩見沢市～砂川市～旭川

市（①）、札幌市～岩見沢市～富良野市（②）、千歳市～夕張市～占冠村（③）の 3 ルートが

存在し、このうち①のルートが最も多く利用されています。 

 

図 24 訪日外国人の移動状況 

 

 以上の分析から、現状、ひがし北・海・道ルートへの誘客は、札幌市および千歳市（新千

歳空港）をゲートウェイとして旭川に至る経路が中心であると考えられます。したがって、

札幌市および千歳市（新千歳空港）においてプロモーション活動を実施することが有効と考

えられます。また、道北や道東の空港から直接周遊してもらえるよう、海外へのプロモー

ションや海外便の増便などに取り組むことも有効であると考えられます。 

 一方、ひがし北・海・道ルート上の上川町～網走市や網走市～弟子屈町の区間など、一部

周遊が弱いと推察される経路（周遊が弱いリンク）が存在します。周遊ルートとしての機能

強化を図るためには、周遊が弱い区間における観光資源の磨き上げやプロモーション、二次

交通の充実等の受入環境整備が有効であると考えられます。 

 
出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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 北海道内で、宿泊時間帯に訪日外国人の集積が多い地域は、札幌市や登別市などの道央が

中心であり、ひがし北・海・道ルート上では旭川市、上川町（層雲峡）、釧路市（阿寒湖）、

占冠村（トマム）など一部に限定されています。例えば、温泉資源を有する上川町（層雲峡）

や釧路市（阿寒湖）などの宿泊機能を強化することで、観光と宿泊がひがし北・海・道ルー

ト内で完結する取り組みにつなげられる可能性があります。 

 

（2） 移動経路分析 

 訪日外国人旅行者の地方への誘客については、平成 27 年度観光庁調査で広島県広島市を

採り上げ、訪問前後の訪問場所を分析しました。 

ローミングデータ分析で、広島市を訪れている訪日外国人旅行者の 1km メッシュ別の入

込数を見ると、原爆ドーム・平和祈念館周辺、広島駅周辺、厳島神社（宮島）周辺などへの

集積が顕著に見られます。そこで GPS データ分析で広島市訪問者の前後の訪問場所を確認

すると、隣県の岡山県と山口県、およびそれぞれの隣の兵庫県と福岡県、対岸の愛媛県、香

川県といった瀬戸内海沿岸地域に広がっていることがわかります（図 25）。これはローミン

グデータの移動相関分析でも裏付けられます。 

 

図 25 広島市滞在者の他の訪問場所（GPS データ分析） 

 

 

 次いで、SNS データで瀬戸内地域におけるランドマークに関連する発言を調査すると、

集積の多かった原爆ドーム・平和記念公園、厳島神社以外に、姫路城、直島、大久野島、道

後温泉、小豆島等、歴史的な観光資源以外に、温泉やアート、動物など多岐にわたる内容の

発言が見られます。 

 
■データ諸元 
 データ： 

- NAVITIME for JAPAN TRAVEL で取得された移動データ 
- 期間：2015/05/01～2015/12/31 
- 位置データを点列（軌跡）化 

 着目地域： 
- 広島市を含む 10km メッシュ（513243） 

 
 得られた軌跡データ： 

- ユニークユーザ数：26,960（本調査で対象としたすべてのサン
プル 28,208 の内、軌跡データが得られたユニークユーザ数） 

- 軌跡数：278,462 

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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 以上の分析から、広島市への誘客を図るためには、兵庫県や岡山県など山陽地域の地方公

共団体と連携した観光振興が有効と考えられます。また、瀬戸内しまなみ海道や瀬戸大橋な

どを含め、多くの観光資源を有する瀬戸内の島々や四国の地方公共団体と連携することも

有効であると考えられます。「せとうち・海の道」広域観光周遊ルート事業の推進が、誘客

にも効果があると推測されます。 

 

（3） 訪日外国人旅行者集積地区分析 

 観光資源の中には、日本人以上に訪日外国人旅行者に高い関心をもたれているものもあ

ります。訪日外国人旅行者が集積している地区を把握することで、そのような観光資源を焙

り出すことが可能になります。 

 青森県を例に、ローミングデータ分析により日本人観光客の集積比率と訪日外国人旅行

者の集積比率の比較を行い、観光時間帯に訪日外国人旅行者の集積比率が高い地域に着目

します（図 26）。青森県内では、十和田市、青森市、弘前市、三沢市などで訪日外国人旅行

者の集積比率が高くなっていますが、この中で春、夏、秋の各シーズンを通じて相対的に訪

日外国人の集積が多い十和田市および青森市を分析対象に設定します。GPS データ分析で

訪日回数による行動データを比較すると、十和田市および青森市は、訪日回数 5 回以上の

訪問者が 2 回以下の訪問者を上回り、日本に詳しいリピーターが多く訪れるエリアと推察

されます。 

 

図 26 青森県における訪日外国人旅行者の集積状況（ローミングデータ分析） 

 

 

 

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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 ローミングデータ分析で、十和田市・青森市エリアにおける訪日外国人旅行者の入込状況

を見ると、観光時間帯には奥入瀬渓流や十和田湖温泉郷、十和田湖岸、青森駅周辺、青森空

港などに集積が見られますが、宿泊時間帯はその範囲が狭まり、十和田湖温泉郷と青森駅周

辺に集積しています（図 27）。GPS データの分析でも、青森駅周辺は宿泊施設の滞在が多

いことが確認できます（図 28）。一方、一部の訪日外国人旅行者は、青森市内には滞在せず、

奥入瀬渓流や屏風岩などの観光スポットに立ち寄りながら十和田湖畔へ向かい、十和田湖

畔では外国人向けゲストハウス等へ立ち寄っていることが読み取れます（図 29）。 

 

図 27 十和田市・青森市エリアにおける入込状況（ローミングデータ分析） 

 

図 28 青森駅周辺訪日外国人集積地区分析（GPS データ分析） 
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データ取得期間 2015年5月1日～10月31日

分析対象時間帯 午前2～4時台（宿泊時間帯）、10～17時台（観光時間帯）

調査手法 モバイル空間統計（http://www.dcm-im.com/service/area_marketing/mobile_spatial_statistics/）

サンプルサイズ 約80万台（訪日外国人全数に拡大推計）
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出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 

 

凡例（点）

点： 赤：滞在 黒：移動点

© NAVITIME JAPAN
データ抽出期間：2015年5月11日～2016年1月31日

青森駅

駅周辺に宿泊施設が点在している

・青森駅周辺において訪日外国人が立ち寄っているスポットを確認すると、宿泊施設が圧倒的に多い。
・一方で、目立って立ち寄られている観光施設はなく、宿泊施設での滞在が多いと推察される。

ホテル

ホテルホテル

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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図 29 十和田湖周辺訪日外国人集積地区分析（GPS データ分析） 

 

 

 SNS データの分析では、青森市や弘前市は駅前周辺の観光スポットに関する発言が多い

一方、十和田市周辺では地域内で広く観光していることが伺えます（図 30）。なお、五所川

原周辺では「津軽鉄道」に関する発言が多くみられますが、写真投稿からは車内に備えつけ

られたストーブでスルメを焼く姿も確認され、単なる移動手段ではなく、観光資源と受け止

められている可能性が伺えます。 

 

図 30 青森・十和田周辺の発言内容（SNS データ分析） 

 

凡例（点）

点： 赤：滞在 黒：移動点

© NAVITIME JAPAN
データ抽出期間：2015年5月11日～2016年1月31日

ゲストハウス

奥入瀬渓流館・
渓流の駅おいらせ

屏風岩

宿泊施設群

・一部の訪日外国人は青森市内に留まらず、奥入瀬
渓流や屏風岩といったスポットに立ち寄りながら十和
田湖畔へ向かう動きが見られた。

・十和田湖畔ではホテル周辺、特に外国人向けゲスト
ハウス周辺に立ち寄りが見られた。

出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 

 
出典：観光庁観光地域振興課「ICT を活用した訪日外国人観光動態調査事業実施報告書」平成 28 年 3 月 
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 訪日回数が多くなると、ゴールデンルートを経由せずにゴールデンルートから離れた地

方を観光することが増えてきます。地方を観光する訪日外国人旅行者は、温泉入浴や自然豊

かな環境での観光（自然・景勝地観光、自然体験ツアー・農山漁村体験、花見・紅葉・雪な

ど四季の体感）を訪日目的とする割合が高いと考えられ、日本人には当たり前のことを観光

資源と捉える可能性があります。十和田市・青森市エリアのインバウンド振興には、十和田

八幡平国立公園の温泉や自然環境を活かした観光資源としてのブランド化や情報発信と並

行して、行動分析や SNS データの分析等を通じ、訪日外国人旅行者の興味・関心を分析す

ることが重要になると考えられます。 

 十和田湖畔では、宿泊施設の中でも相対的に安価であると想定されるゲストハウスに多

くの集積が見られるように、コストも含めた多様なニーズに対応した宿泊機能の充実が有

効と考えられます。周辺の観光資源への誘客や宿泊に伴う飲食や物販、宿泊客の活動時間に

合わせた観光案内所の開設時間の柔軟な対応、多言語案内表示や通信環境の整備、柔軟な決

済手段などの受入環境の整備も進める必要があります。 

 また、地方のみを訪問する場合には、出入国とも地方空港39を利用する比率が高く、特に

訪日外国人旅行者の 70%以上を占める中国、韓国、台湾、香港の 4 ヵ国では、地方のみの

訪問者が出入国とも地方空港を利用する割合は 90%以上を占めています（図 31）。十和田

市・青森市エリアの訪問にも青森空港や函館空港を利用している、または利用する意向があ

る可能性があり、ニーズを見極めたうえで運航路線の拡充やアクセスの改善等を含めた検

討が必要になる可能性もあります。 

 

図 31 訪問地タイプと出入国空港 

 

 

  

                                                   
39 羽田、成田、関西以外の空港 
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出典：観光庁観光戦略課調査室「訪日外国人消費動向調査【トピックス分析】平成 26 年訪日外国人観光客の地方訪問状況」平成 27 年 10 月 
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第 4章 観光動態調査結果の活用 

 

1．観光ビッグデータ分析における課題 

 観光ビッグデータは、それぞれのデータの精度は公的統計ほどには高くありませんが、数

多く蓄積・分析することで正確性が向上します。また、1 回の分析ではおかしいと思われる

分析結果も、継続的に分析することで、そのような結果となる理由がわかる場合があります。

したがって、これまでの認識と異なる結果が得られた場合でも、継続的な分析を行うことが

効果的と考えられます。 

 

（1） ミスリード防止への慎重な配慮 

観光ビッグデータは、データにより、特性やサンプルサイズなどの諸元が異なるため、単

純に異なるデータ間の比較や推測はできません。このため、分析結果等をミスリードしない

よう、各データの特性や諸元の明示、前提条件や注釈の記載など、より一層の慎重な配慮が

必要です。 

 

（2） 目的に応じて公的統計や他の情報と組み合わせた分析 

観光ビッグデータではカバーされない情報もあるため、地方公共団体等において分析を

行う場合には、分析目的に応じて、既存の公的統計やその他の調査などを組み合わせた分析

を行う必要があります。 

 

（3） 施策実施結果の分析へのフィードバック 

データ分析によって立案された観光施策を効果的に展開するためには、施策実施後の結

果を分析にフィードバックし、データ分析の精度を高めるなど PDCA を回していくことが

重要です。 

 

（4） 観光プロモーション検討に資するセグメントの細分化とそれを可能とするデータの

整理と分析 

観光プロモーションに向けた検討を行うためには、ターゲットの細分化が必要であるこ

とから、セグメントについても細分化とそれを可能とするデータの整理と分析が期待され

ます。 

 

2．観光分野におけるビッグデータの効果的な活用 

 観光ビッグデータの効果的に活用に向けて、ICT を活用した訪日外国人観光動態調査検

討委員会40では「動機の明確化」、「データの見方」、「利用するデータ」、「具体的な視点」の

4 つの観点から提言をしています。 

                                                   
40 http://www.mlit.go.jp/common/001086235.pdf 
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（1） 動機の明確化 

 観光分野での動態データ分析の活用は、その地域の課題の発見や、解決法の検討、

各種施策等の効果測定など、目的を明確に持って行われるべきです。当該地域の実

態を踏まえた観光戦略の策定や施策実施後の検証など、現場の視点に基づく取組が

重要です。 

 インバウンド観光は地域の稼ぐ力の一つとなり得るという視点が重要です。地域で

の観光での消費を直接的に捉えることが難しい場合は、経済的な効果が大きいと考

えられる宿泊、飲食等の動向を具体的に探ることが一つの着目点となります。 

 

（2） データの見方 

 分析においては、（この地域はこうだろうという）「思い込み」を排除することが必

要です。ポイントは、従来の認識と実態とのズレを浮きだたせることにありますの

で、データ分析に従来認識のバイアスがかかっていては、効果が薄れてしまいます。 

 「地域」の切実な思いと、肌感覚が重要です。地域で起こっていることや来訪者の

思いなどをデータだけから完全に復元することは困難であり、分析には、データに

は表れない部分、データでは欠けている部分を補完する想像力が必要です。「切実な

思い」は問題意識や視点を与え、「肌感覚」は欠けた部分を補うのに役立ちます。 

 地域での検討に際しては、当該地域の実態を踏まえた観光戦略の策定や施策実施後

の検証など、現場の視点に基づく取組が重要です。 

 

（3） 利用するデータ 

 利用できるデータが実社会で起こっている全てを含んでいるわけではないことを、

よく自覚する必要があります。 

 個々のデータは不完全です。どこがどう不完全なのかを認識することが極めて重要

です。利用するデータの位置づけ（対象としている範囲、偏り、など）、性質、制約

等をよく精査し、それに基づいてデータを適切に利用する必要があります。それら

がよく分からないデータや、明らかにされない分析結果は基本的に取り扱わないこ

とが望ましいです。 

 確かなリファレンスとなる公的統計や、地域に関する各種データとの整合性や対応

等を図ることで、利用するデータの特徴（どういう部分に強いか、どういうところ

には制約があるか、など）を踏まえることができ、最も効果的な活用が可能となり

ます。 

 地域での検討では、本書で取り扱った 3 種類のデータだけで完結することなく、既

存の統計調査等も合わせて、地域のインバウンド振興を検討することが重要です。 
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（4） 具体的な視点 

 地域での検討に際しては、他の地域、時間帯、季節、国・地域、日本人観光客との

比較など、差異や変化等に着目し、比較を通じた発見や気づきを得る視点が重要で

す。 

 例えば、同一の規模の地域や、参考になりそうな地域に着目し、それらと自分たち

の地域の違いはどこにあるのかといった視点で分析を深めていくというアプローチ

は、有効な対策の 1 つとして挙げられます。 

 近傍に集客力のある地域がある場合には、そこを訪れる旅行者のニーズのうち自地

域で提供できるものを検討・強化し、そこから効果的に誘引するという施策につな

げることも考えられます。 

 無闇に「全方位」のインバウンド振興にリソースを投入するのではなく、地域の特

性や強みを先鋭化させ、また、積極的に受け入れる季節や時間帯等にもメリハリを

つけることも重要であり、その視点で地域や周辺地域を捉えるのもよい着眼点とな

ります。 

 地域の当事者は、その地域をよく知るが故、地域外からその地域がどう評価され、

何を期待されているのかが見えづらくなることもあります。地域には、自分たちを

一歩引いて俯瞰して客観視する視点が必要であり、データ分析はその部分に最も有

効に使用できます。 
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おわりに 

 

 2016 年の訪日外国人旅行者は、日本政府観光局が統計を取り始めた 1964 年以降で最高

の 2,403 万 9 千人を記録しました。2016 年の伸び率は 21.8%と、引き続き高い伸び率を記

録しています。市場環境の変化が大きいインバウンド観光分野は、データ分析により現状を

理解し、適切な対策を行えば、高い効果が期待できると考えられます。 

 観光ビッグデータは、今後データの蓄積が進むとさらに有用な情報源となると考えられ

ます。また、本手引きで紹介したローミングデータ、GPS データ、SNS データ以外のデー

タと組み合わせることで、別の発見がある可能性があります。ICT の発展に伴い、新たな種

類のデータが活用できるようになることも考えられます。 

 まずは本手引きを参考に、地域における訪日外国人の観光動態の現状を把握することか

ら始め、今後、取り組みが促進されることを期待します。 


