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はじめに 

 

 

従来の観光動向の把握は、定期的に実施される統計調査や、交通機関や観光

事業者等の利用実績に基づく統計などをとりまとめるなどの手法によって実

現されてきた。 

 

一方、今や世界的にも大多数の人々がスマートフォンを日常的に携帯する時

代となった。スマートフォンは、利用者がどこでもネットワークに接続してサ

イバー空間上にその痕跡（ログ）を残したり、Facebook や Twitter 等に代表さ

れるソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）にコンテンツを投稿した

りする生活スタイルを一般化させた。同時に、ＧＰＳ等の位置測位やカメラな

ど、多様なセンサが搭載されたスマートフォンは、利用者の行動をデータ化し

て蓄積することを容易にした。 

 

これらの状況を踏まえ、観光庁では、平成 25 年度に携帯電話等のＧＰＳ機

能による位置情報等を活用した観光行動の調査・分析事業を実施した。これは、

スマートフォン等の携帯電話等から収集される利用者の情報を活用して、これ

までの手法では捉えることが容易でなかった、観光地における旅行者の動向の

把握を目的としたものである。 

 

同時に、調査・分析の手法や現状における課題・問題点および今後の展開可

能性等を検討するため、「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」を設置した。このワーキンググループでは、ＧＰＳ機能を活

用した観光行動の調査・分析のみならず、今後のＩＣＴを活用した観光振興に

ついても民間事業者等からヒアリングを行い、観光に関わるビッグデータの利

活用についても調査を行った。 

 

本「中間とりまとめ」は、将来的な観光振興へのビッグデータの活用につい

て現状の認識と今後について提言するものである。
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１．観光ビッグデータとは 

 

１．１ 近年「ビッグデータ」が注目されているのは、必ずしもそれが多種・

大量であるというだけでなく、そのデータには、リアルな社会活動や

個々人の行動などが反映されていて、それを解析することで社会の事

象や傾向等の、従来のデータ解析では捉えきれなかった事柄を抽出で

きるのではないかという期待があるためだと言える。 

 

１．２ 個人旅行者の増大をはじめ旅行パターンが変化する中で、観光客（潜

在的に観光を行う観光客を含む。以下同じ）の行動分析を行うにあた

って、「観光ビッグデータ」を、以下のように定める。 

 

・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

タ群をさす。このデータの解析から、これまで限定的にしか分から

なかった観光の現象や行動原理等を、統合的に解析し、観光行動を

マクロ的な視点、ミクロ的な視点の両面で把握することが期待され

る。 
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２．観光ビッグデータを構成する各種データ 

 

２．１ 観光振興に利活用が期待されるビッグデータには、次のようなものが

想定される。 

 

・観光に係る消費や施設利用等を反映するデータ 

（例）来場者・施設利用者数、事業者の売上げ、など。行政のオー

プンデータ対応の進展に伴い、アクセス可能になることが期

待されるものが含まれる。 

 

・観光行動及びそれに影響を及ぼす情報や事物、サービス等に関する

データ 

（例）広告やイベント告知への反応、情報サービス・アプリ等の利

用実績、提示情報に対する反応、など。旅行代理店、広告代

理店等の保有するデータや、アプリサービス事業者等での利

用者の情報等のうち、利用可能なもの。 

 

・移動や滞在（立ち寄り、宿泊等）等を反映するデータ 

（例）交通量、宿泊統計など。 

 

・個々の観光行動を反映するデータ 

（例）携帯電話の位置情報、プローブカー情報、ＥＴＣ利用記録、

など。携帯電話事業者や自動車会社、道路会社等が、利用者

の同意の下で統計データとして提供可能になることが期待

されるものが含まれる。 

 

・観光に対する意識を反映するデータ 

（例）観光関連の検索ログ、観光コンテンツへのアクセスログ、投

稿コンテンツ、他者コンテンツへの評価、など。Twitter 等

の公開系のソーシャルサービスや、Google 等の検索サイト、

観光協会や自治体等の地域の観光関連のウェブサイト等で

のログのうち、利用可能なもの。 

 

２．２ 観光ビッグデータを構成する各種データのイメージを別添１に掲げる。 
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３．観光ビッグデータの活用の基本的な考え方 

 

３．１ 観光ビッグデータの活用には、次のような目的がある。 

 

・観光における旅行者や地域の特性、傾向等の把握 

 

・現況の推定や、問題や課題の抽出、将来の予測等の実施 

 

・地域における観光客へのサービス向上と、事業者や自治体等による

客観的事実に基づく科学的経営や施策の効果測定等の実現 

 

・観光行動の解明に基づいた観光振興策の考案と影響予測（リピータ

ー確保のための魅力的な周遊メニューの提示等） 

 

３．２ 地域に来訪する観光客の行動（観光行動）については、次のサイクル

が大きな枠組みとなると想定される。 

 

①情報収集等を行い、基本的なプランを立て、必要な手配等を行う（事

前準備）。 

 

②旅行中は、プランに従い行動する中で、必要であればプランの変更

や、プランの詳細化のための情報収集・手配等も行いながら、観光

を楽しむ（観光）。 

 

③旅行中もしくは旅行後に、旅行中に目にしたことや思ったことをＳ

ＮＳに投稿し、他者との共有もする。 

 

④観光での体験を踏まえ、また次の旅行への事前準備につなげていく。 

 

３．３ 一方、旅行中においては、観光客は限られた時間や手段の中で情報を

取得し、行動に反映させていくことになる。地域における観光振興の

観点からは、旅行中の観光客の興味や欲求等を捉えて適切な情報を提

供できる施策・サービスが重要である。 

 

３．４ 以上のような観光行動に合わせて発生するビッグデータ及びその活用

のイメージを別添２に掲げる。 
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３．５ まとめると、観光ビッグデータの活用においては、 

 

1)事前準備（旅行前）における効果的な興味喚起のために、観光客の

興味の抽出（旅行後の体験の共有）や、旅行客の興味に適応し誘起

するためのプロモーション等 

 

2)着地（旅行中）における興味の把握と情報提示のための仕組み 

 

が必要になる。 

 

３．６ 旅行前から旅行中、旅行後までの行動が捕捉されることで、観光施策

やサービス等に対する実際の反応や効果が計れることになり、従来の

経験則等に基づき行われてきた着地での旅行客へのおもてなし等の

観光振興の有効性の検証について、即時的かつ有用な知見を与えるこ

とができると期待される。 

 

３．７ また、より積極的に、旅行中の旅行者の興味や要望の把握と着地側資

源（商品、サービス等）とのマッチングを可能にする情報サービス等

の実現も可能となり、より高質な旅行の実現も期待される。 

 

３．８ データ収集にあたって 

 

・ビッグデータ解析の元となるデータは、基本的に一般のサービス利

用者の行動に関する記録である。 

 

・これらは、直接的なサービス利用等に関しサービス事業者が利用者

から得ているものであり、そのサービス事業者と利用者との間に結

ばれた利用許諾の範囲において利用可能となる。 

 

・データの利用にあたっては、個人情報及びプライバシーの保護への

留意が重要である1。 

 

                                                  
1  自治体等におけるデータの利用に当たっては、サービス事業者において適切に利用者との間の同意取

得等がなされていることが必要であり、これが不十分な場合、事後的に、自治体等も利用者から批判

を受けることや、当該データを利用できなくなることも想定される。データを利用する自治体等にお

いても、サービス事業者が適切に利用者との間の同意取得等を行っているかについて確認をした上で、

データを利用することが望ましい。 

なお、携帯電話事業者等の電気通信事業者が取得する位置情報の取扱いの在り方については、総務

省において報告書のとりまとめが進められている。（緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討

会報告書「位置情報プライバシーレポート ～位置情報に関するプライバシーの適切な保護と社会的

利活用の両立に向けて～」） 
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３．９ データ収集対象の拡大 

 

・外国からの旅行者の動向把握には、平成 25 年度調査での手法が国

内携帯電話契約者の行動データの解析に基づくため、そのままでは

利用できない。外国からの旅行者の増加は、我が国としても各地域

にとっても極めて重要であり、アプリ等の多様なサービスを利用し

た方法論の構築が必要である。 

 

・外国人へのサービスには、多言語対応に加え、外国人視点での日本

の観光の魅力等の検討と、それに基づくコンテンツ作成等の方策が

必要である。 

 

・外国人に対する魅力的な観光スポットについて、日本人や観光地で

想定しているものと、外国人らで考えているものとの間にミスマッ

チが存在する場合がある。また、日本側がそれを把握できずにいる

ことは大きな問題である。 

 

・これらを把握するには、国内の観光地における外国人らによるＳＮ

Ｓ等での発信や、より広く日本での観光に関するインターネット上

の投稿等を捉え、国や各地域で把握できる環境の構築が必要である。 

  

6 
 



7 
 

４．おわりに～世界に通用する魅力ある観光地域づくりに向けて 

 

○観光による地域の活性化を図るためには、来訪者が地域に何を求めているの

かを把握した上で、よりそれらのニーズに合致した取組を実施していくこと

が重要である。 

 

○観光ビッグデータを活用することにより、従来の統計調査では得ることがで

きなかった来訪者のニーズや地域の課題を把握し、魅力的な観光地域づくり

に活かしていくことができると期待される（別添３）。 

 

○多様な要素と関連する観光においては、個別の事象を局所的に見ていてもそ

の地域の観光の状態を捉えることは難しい。そのため、個人情報及びプライ

バシーの保護に配慮しつつ、観光ビッグデータを活用するための方法論の検

討が求められる。 

 

○また、国内における観光ビッグデータの利活用の促進と並行して、訪日外国

人旅行客を誘致する観点からも、海外における先進的な取組についても情報

収集を行い、国内外における観光ビッグデータの利活用事例を観光地域づく

りの取組に反映させていくことが必要である。 

 

○国においては、観光ビッグデータの利活用が進むように、関係省庁が連携し

て、観光による地域振興を目的としたデータの利活用のルールが整備される

ことが望ましい。また、その際、行政関係者のみならず、観光地域づくりに

取り組む民間事業者等の幅広い意見も反映させていくべきである。 

 

○観光ビッグデータの利活用は、地域への来訪や滞在の促進等の取組の実施に

よって広く地域に裨益することが期待される。そのため、国は観光ビッグデ

ータの利活用の手法や取組、その効果等の情報発信に努め、国民各層のコン

センサスを得ながら、世界に通用する魅力ある観光地域づくりを目指して、

観光ビッグデータの利活用を推進していくことが期待される。 
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