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位置情報等を活用した観光行動の調査・分析の方向性について 

 

１．目的 

 

・オリンピック・パラリンピックの機会も捉えつつ、訪日外国人

2,000 万人の高みを目指していく中で、各地域においても魅力あ

る観光地域を形成するためには、観光客のニーズを把握した上で、

適切な取組を実施することが重要である。 

 

・しかし、これまでの調査票による統計データでは、宿泊数、消費

額、満足度といった「結果としてのデータ」の分析は可能であっ

たが、観光客の行動・動態については分析が困難であった。 

 

・そこで携帯電話のＧＰＳ機能や在圏情報等により蓄積される「位

置情報」等を活用した観光客の行動・動態の調査・分析について

の方向性をとりまとめ、地方公共団体、国さらには広く観光業界

における観光戦略に資するものとする。 

 

 

２．実施の基本的な考え方 

 

・実施主体が対象地域（自治体管内全域、観光スポット等）を選定

し、位置情報に基づく観光客の動態を基礎データとして調査を行

う。 

 

・基礎データの分析を、今後の観光地域づくりに資する材料として

対象地域にフィードバックを行う。 

 

・対象地域では基礎データを踏まえて、自地域の特性の確認、地域

づくりの戦略の立案、取組の実施につなげて当該地域の活性化を

進める一助とする。 
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３．調査、分析、活用の考え方 

 

３－１ 調査にあたって 

 

 ・位置情報データベースに含まれる対象データの調査に先立ち、

データベースに観光客に関する属性が含まれていない場合には、

各種の定義付けを行い、観光関連データとして抽出・分析する

必要がある。 

 

 ・ここに掲げる定義は一例であり、対象地域の観光行動や観光資

源の特性を踏まえつつ、データベースの特性や地域のニーズに

応じた、分析主体の創意工夫による定義付けを妨げるものでは

ない。 

 

 ・観光関連データとして抽出・分析するにあたっては、個人情報

やプライバシーの保護に十分留意することが重要である。 

 

 （滞在者の定義例１） 

 

   各交通手段（自動車、鉄道等）における、対象地域の概ねの

通過必要時間を算定し、閾値となる最短通過時間を設定する。 

   この閾値以上の時間滞在していれば、通過しただけでなく、

観光地に立ち寄り、何らかの行動・活動を行ったとみなし、「滞

在者」として設定する。 

 

   〇閾値の例１：対象エリアを概ね２時間～２時間半で通過可能

な場合、最短通過時間を 180 分と設定し、これ

を閾値とする。 

 

 （滞在者の定義例２） 

 

   各交通手段（自動車、鉄道等）を利用した場合における、対

象地域の移動速度を算定し、閾値となる移動速度を設定する。 

   この閾値以下の移動速度である場合、対象エリアに目的をも

って立ち寄り、何らかの行動・活動を行ったとみなし、「滞在者」

として設定する。 

 

  〇閾値の例２：各交通手段を利用した場合、観光エリア内にお

ける１km メッシュ範囲の滞在時間が概ね 10 分

～50 分である場合、時速１km を閾値とする。 
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 （観光客の定義例） 

 

   滞在者のなかには観光行動を行っていないビジネス客も含ま

れており、「観光客」のみを対象とし、「ビジネス客」を除外す

る場合には、訪問頻度、連続宿泊数により「ビジネス客」を特

定し除外する。 

 

  〇訪問頻度の例：対象エリアに「週１回以上＝月６回以上」訪

問する滞在者を、支店や工場を訪問する出張

者とみなし、ビジネス客として分析対象外と

する。 

 

  〇連続宿泊数の例：８泊以上の滞在者はレジャー施設や農家な

どで働く期間従業員やアルバイト等である

とみなし、分析対象外とする。 

 

 （日帰り旅行／宿泊旅行の定義例） 

 

   観光客の旅程によって日帰り客、宿泊客を分離する場合は、

滞在時刻等により「日帰り客」「宿泊客」を区分する。 

 

  〇日帰り旅行の例：観光旅行全行程で日帰りだった滞在者の中

で、出発地から対象エリアまでの片道の移

動距離が 80km 以上、又は、所要時間（移動

時間と滞在時間の合計）が８時間以上の滞

在者を「日帰り客」とする。 

 

  〇宿泊旅行の例：対象エリアの内外を問わず、旅行中に１泊以

上した滞在者を「宿泊客」とする。この場合、

時間帯別の測位点の動きをもとに、最も動き

が小さくなる午前４時に滞在していた地点を

宿泊地とみなす。 

 

 （その他必要な定義の例） 

 

〇対象エリアの大きさ（境界設定） 

  〇利用交通機関の区分基準（チェックインポイント） 

 

 ・「ビジネス客」であっても、合間に観光をする場合があるため、

対象地域の特性に応じ、「観光をするビジネス客」のボリューム
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を認識しておくべきである。 

 

・「観光客」だけを分離する場合には、単に夜間に滞在するという

時間的な閾値だけでなく、その時間に滞在している場所（都市部

か、温泉地か等）も考慮するなど、地理的な条件も加味して「観

光客」だけを抽出する必要がある場合もある。 

 

 ・「観光客」と「ビジネス客」を完全に分離することは不可能であ

る等、データの解像度・精度についてはある程度の割り切りが

必要であり、精密な結果の取得ではなく、結果を観光地域づく

りにつなげていく視点が重要である。 
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３－２ 分析にあたって 

 

 ・対象地域への入込、滞在時間等の分析項目を「マクロ分析」、対

象地域内の地区ごとの流動、滞在時間等の分析項目を「ミクロ

分析」とし、項目ごとの掛け合わせによる分析が必要である1。  

 

【マクロ分析の項目例】 
分析項目 分析の意義 

滞在状況に関

する基本分析 

日帰り観光客の滞在時間

分布 

全観光客のうち、日帰り観光客の割

合とその滞在時間分布を把握するこ

とで素通りに近い日帰りなのか、ほ

ぼ一日中対象エリアに滞在したのか

等、日帰り観光客の詳細な動態を把

握可能。 

宿泊観光客の宿泊数分布 

全観光客のうち、宿泊観光客の割合

とその宿泊数分布を把握すること

で、長期滞在型なのか短期滞在型な

のか、対象エリアの特徴を把握可能。

全旅行日程における対象

エリア内外の宿泊数の内

訳分布 

全旅行日程中、対象エリア内外の滞

在日程を特定し、分布を算出するこ

とで、観光の主目的が対象エリアな

のか、他の観光地なのか把握するこ

とが可能。 

月別客数分布 月別に観光客数の増減を把握可能。

平日・休日別の観光客数分

布 

平日・休日別に観光客の割合を把握

可能。 

出発地との関

連分析 

距離別観光客分布と出発

地別旅行者分布 

全観光客を来訪距離別、出発地別に

整理し、観光客数分布・割合を算出

可能。 

対象エリア外

で の 立 ち 寄

り・宿泊状況

との関連分析 

対象エリア外で宿泊した

観光客の、対象エリア外で

の宿泊場所 

対象エリア外で宿泊した観光客の宿

泊場所を市町村レベルで整理し、宿

泊の多かった対象エリア外宿泊場所

を推定可能。また旅程全体の宿泊行

動パターンを把握することが可能。

対象エリア外立ち寄り有

無と立ち寄り都道府県・市

町村 

対象エリアへの来訪前後で、対象エ

リア外のどの地域に立ち寄ったのか

市町村レベルで把握可能。 

交通手段との

関連分析 

対象エリアに来訪する際

の幹線交通手段と流入経

路 

対象エリアに来訪する際の交通手段

（飛行機・鉄道・車）と、どの経路

（空港名・駅名・国道名）で流入・

流出したのか把握可能。 

 

                                                  
1 「マクロ分析」「ミクロ分析」という用語は平成 25 年度の観光庁「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」における名称であり、地域の外部からの流動に

対する分析を「マクロ分析」、地域の内部における流動分析を「ミクロ分析」と呼称した。 
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【ミクロ分析の項目例】 
分析項目 分析の意義 

滞在地区分析 

滞在した地区数 
各地区の滞在者が、平均何ヶ所の地

区に滞在しているかを把握可能。 

滞在地区間の結び付

き 

個々の地区の滞在者が、他のどの地

区に多く滞在しているかを把握可

能。 

滞在地区の組合せ順

位 

どの地区の組合せが人気の周遊パタ

ーンかを把握可能。 

宿泊地区分析 

各地区別宿泊状況 

各地区の延べ宿泊者数、平均宿泊数、

宿泊者と訪問地区数の関係を把握可

能。 

宿泊地区の組合せ順

位 

どの地区の組合せが人気の連泊パタ

ーンかを把握可能。 

宿泊地区と日中の滞

在地区の結び付き 

各地区の宿泊者がどこの地区に多く

滞在しているかを把握可能。 

平均滞在時間分析 

平均滞在時間 
各地区内に平均何時間滞在している

かを把握可能。 

宿泊地区ごとの日中

の滞在地区での平均

滞在時間 

各地区の宿泊者が、日中にどの地区

にどの程度の数、時間滞在している

かを把握可能。 

滞在時間帯分析 
地区ごとの時間帯別

滞在者数 

各地区の昼食時間帯、夕食時間帯、

宿泊時間帯の滞在者数が把握可能。

 

 ・数値化にあたっては平均値のほか、時間、泊数、日数等、時間

帯別、層別での分布を見ることも地域の特性を測る上で重要で

ある。 

 

 ・プライバシー保護の観点から、データの秘匿化・統計化等によ

り個体の動きを追うことはできないが、移動パターンに基づい

た分類、集計を行い、大きな傾向を見ていくことが重要である。 

 

 ・性別や年代などの個体の属性が分からないデータベースを使用

する場合には、客観的・定量的な評価に加えて、主観的・定性

的な評価を行うために、宿泊動向やＳＮＳなど複数のデータを

参照する等の手法により、年代別の行動パターンを推定するこ

とを検討するべきである。 

 

 ・観光スポットの回り方を分析する場合、回り方のパターンは無

限にあるため、アクティブな観光行動を取る来訪者の動き方な

ど、観光客の主要な行動パターンを捉えることが重要である。 

 

 ・距離や出発地に応じて来訪者が好んで訪れる場所等の行動パタ
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ーンは異なるため、距離や発地ごとの行動パターン分析も検討

するべきである。 

 

 ・複数の対象地域の調査結果を相互比較する場合、調査エリアの

大きさが異なる場合等、単純な横並びでの比較が困難な場合が

ある。比較の前提として、調査対象とするエリアの大きさを可

能な限り同水準とするほか、地域の特性に応じた類型化を行い、

類型ごとの比較を検討するべきである。 
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３－３ 活用にあたって 

 

・入込客数、消費額、満足度等の一定の時点を捉えた統計による指

標を用いた評価に加え、来訪者の動態に基づく定量的な調査・分

析を行い、地域における観光行動の実態を関係者で共有したうえ

で、既存の取組の評価、ニーズや実態を踏まえた観光地域づくり

の戦略の立案、マーケティング及び新たな取組の実施の一助とす

る。 

 

・例として、対象地域における来訪者の「宿泊／日帰り」の構成状

況、出発地となる地域の分布、利用交通機関による周遊特性等を

「見える化」し、滞在プログラムの設定・現地ガイドの育成・二

次交通の整備・エリア間の連携策等へ活用が想定される。  

 

 ・対象地域における出発地や旅行時期に応じたパターンを浮き彫

りにし、来訪者の行動パターンに応じた取組につなげていくこ

とが重要である。 

 

 ・調査データ自体を経年的なものとして捉える場合には、人口の 

変化、休暇形態の変化、景気変動も加味し、取組の評価につな 

げていくことが必要である。 

 

 ・位置情報以外に性別・年齢層などの属性データ、統計データ、

交通量データ、ＳＮＳの書き込み等の観光に関する各種のデー

タも参照することによる取組の多角的評価を行うことが重要で

ある。 

 

 （活用の例） 

 

〇宿泊客、日帰り客の特性に応じたイベント等の実施  

〇宿泊集積地からのバス、タクシー等の二次交通の整備 

〇対象地域外での宿泊を組み込んだツアーの実施 

〇結び付きの強いエリア間での滞在プログラムの実施やバス、タ 

クシー等の二次交通の整備 

 〇性別・年齢層別の観光動態把握により、ターゲット別のツアー

実施や、そのプロモーション計画を策定 
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４．今後の課題 

 

・位置情報に係るデータ収集、蓄積・管理、活用にあたっては、今

後、質・量にわたる課題の解決が必要である。 

 

（データ利用の質的な向上） 

 

○性別、年代等の属性を加味したデータ 

○自治体等の境界に制約されない広域的な動態把握及び比較の

ためのデータ 

○訪日外国人旅行客の動態把握のためのデータ 

○標準化されたデータの網羅的な収集によるデータの高密度化 

○経年的・継続的なデータの蓄積 

○ＳＮＳ等、位置情報以外のデータとの重ね合わせによる調

査・分析 

 

（データ利用の量的な向上） 

 

○データの収集方法も含めた汎用的な調査・分析手法の確立に

よる、データに基づいた課題解決のための標準的な枠組みの

提示 

○地域内でのモニター調査等、コストダウンによる費用対効果

に留意した調査・分析手法の更なる検討 

○データ特性、データ規模に対する必要コスト等、調査・分析

スキームについての地域間での情報共有 

 

（個人情報及びプライバシーへの配慮） 

 

○質、量ともに充実したデータの取り扱いにあたり、パーソナ

ルデータの利活用に関する制度見直しを踏まえた、個人情報

及びプライバシーの保護への配慮が重要 

 

・観光関係者は、分析を実施する主体に応じて可能な範囲で、デー

タの分析結果から得られた知見及びその知見をもとにした地域で

の取組の具体例を広く共有することで、観光地域づくりに資する

材料としてのデータ活用を推進していくべきである。 

 

・また、データ活用の推進にあたっては、分析主体（国、地方公共

団体、民間事業者等）相互間でデータ規模や分析レベルに応じた

必要コストについての情報を共有し、分析主体がデータ分析のコ
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ストパフォーマンスを判断できるスキームを検討するべきである。 

 

・国は、今回とりまとめた方向性を地方公共団体等の行政関係者に

周知することで、地域づくりの戦略の立案や観光を通じた地域の

活性化のための、地方公共団体等におけるデータの調査・分析及

び利活用を推進していくべきである。 

 

・また、国は今後も幅広く民間事業者等によるサービスも含めた、

位置情報を活用した調査・分析手法及び結果を活用した取組につ

いての事例を収集し、観光を通じた地域活性化に取り組む関係者

への情報発信に努めていくことが重要である。 


