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本日の内容

1. なぜ地域観光振興組織が分析プラットフォーム・データを
理解しなければならないのか？

2. どんな地域データがあるのか？

3. 代表的な観光分析プラットフォームでは何ができるか？

4. 流動ビックデータの現状と課題は何か？
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観光による地域経営は何を目指すのか？
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観光を通じて地域経営の持続性を高めること
(総合KGI)

地域の環境を維持・
改善する

地域の文化を継承・
構築する

地域経済を成⾧させる

観光地域づくり組織の基礎体力とメンタルを向
上させる



観光を通じた持続可能な地域経営をどう実現するか？

4
(一財)運輸総合研究所・ UNWTO駐日事務所(2022) 観光を活用した持続可能な地域経営の手引き

目標を規定す
る

目標を客観的
指標に紐付け
る

客観的指標を
モニタリング
する

エビデンスに
基づくPDCA
サイクル



事例：ニセコ町観光振興ビジョン
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②将来像の共有

③将来像実現のための戦略・施策

④数値目標

①課題の抽出→需要の季節変動，二次交通，町民のコミットメントなど

ニセコ町(2022) ニセコ町観光振興ビジョン(概要版)

達成目標

達成手段

基本方針

確認指標

DMO設置要
件の必須KPI

持続可能な観光を意識
観光が地域の経済や環境に及ぼす影響
を直視し，悪影響を最小化し，好影響
を最大化することを目指す



KPI評価の本質をきちんと理解して欲しい
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KGI

KRI KRI

KAI KAI KAIKAI

ボトムアップ

トップダウン

指標間をロジカ
ルにつなげる

できるだけ少数にする

楠本和矢「KPIマネジメント」(すばる舎, 2017)を参考に作成

合意形成を通
じて確定する

できそうなこと，既
に取り組んでいるこ
とから連想する

あるべき理想
からブレーク
ダウンする

旅行消費額
延べ宿泊者数
入込客数

リピーター率
満足度

PV数
域内調達率

施策実施状況
の指標

重要業績評価指標(Key Performance Indicator: KPI)
・重要目標達成指標 (Key Goal Indicator: KGI)
・重要結果指標 (Key Result Indicator: KRI)
・重要活動指標 (Key Action Indicator: KAI)



地域観光の持続性を確認する指標の考え方
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持続可能な観光に関するガイドラインの特徴指標

出典：(一財)運輸総合研究所・ UNWTO駐日事務所(2022) 観光を活用した持続可能な地域経営の手引き
https://www.jttri.or.jp/research/tourism/220322kanko_tebiki.pdf

※ UNTWO (2004) Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations – A Guidebook

UNWTOガイドグックで提示された指標群を参考に，実務志向で汎用性の高いGSTC-
Dが開発され，日本ではGSTC-Dに準拠したJSTS-Dを開発した．



地域観光の持続性を確認する指標の考え方
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各ガイドラインで提示されている指標群

出典：(一財)運輸総合研究所・ UNWTO駐日事務所(2022) 観光を活用した持続可能な地域経営の手引き

定量化しづらい
文化資源に関す
る指標の提示

DMO財源が大きな課題となっ
ている日本ならではの指標

実は経済関係の指標
は多くない！



本日の内容

1. なぜ地域観光振興組織が分析プラットフォーム・データを
理解しなければならないのか？

2. どんな地域データがあるのか？

3. 代表的な観光分析プラットフォームでは何ができるか？

4. 流動ビックデータの現状と課題は何か？
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とは言え，まずは経済成⾧から～観光総生産額に着目
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真に見なければならないのは「観光総生産額」
観光入込客数が増えても，一人当たり消費額が小さければ経済効
果は限定的

観光総消費額が大きくても，消費品目・サービスの原材料を地域
外に依存している状況では，最終的に稼ぎの多くが地域外に流出

一人当たり観光消費額を増加させるための消費費目は宿泊，飲食，
買物，交通，娯楽サービスなど多様

一人当たり観光消費額観光入込客数 域内調達率

観光総消費額

観光総生産額

一人当たり観光消費額 宿泊費 飲食費 買物代 交通費(域内)

娯楽等サービス費



把握したい観光現象と対応するデータ種別
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観光産業の活
動実態把握

観光客の周遊
行動把握

観光客の消費
行動把握

観光客の評価
把握

統計データ
○現象を広域・多時点で
把握可能

△現象の生じた要因は直
接的に把握不可能

○現象を広域・多時点で
把握可能

△現象の生じた要因は直
接的に把握不可能

○現象を広域・多時点で
把握可能

△現象の生じた要因は直
接的に把握不可能

○現象を広域・多時点で
把握可能

△現象の生じた要因は直
接的に把握不可能

アンケート調
査データ

○現象の生じた要因を直
接的・詳細に把握可能

△広域・他時点での実施
が困難

○行動の要因も直接的・
詳細に把握可能

△回答の信頼性・精度に
やや問題あり

○消費の要因も直接的・
詳細に把握可能

△回答の信頼性・精度に
おおきな問題あり

○評価の背景を直接的・
詳細に把握可能

△広域・多時点での実施
が困難

位置情報デー
タ ×

○エリアの時刻別滞留密
度や個人の移動軌跡を
把握可能

△行動の要因は直接的に
把握不可能

× ×

目的地検索
データ ×

○観光施設の日時を含め
た訪問ニーズが高精度
に把握可能

△実際の訪問は必ずしも
保証されない

× ×

SNSデータ
○活用内容を多様かつ広
範に把握可能

△書き込み頻度，内容等
の主体間のバラツキ大

○個人の滞在場所や行動
を直接把握可能

△書き込み頻度，内容等
の個人間のバラツキ大

○消費項目を具体的に把
握可能

△書き込み頻度，内容等
の個人間のバラツキ大

○細かい評価要因を把握
可能

△書き込み頻度，内容等
の個人間のバラツキ大

決済データ
○高精度な売上データが
把握可能

△現金決済部分は把握不
可能

○カード決済による訪問
エリアの把握が可能

△決済を通さない活動は
把握不可能

○消費項目と金額の直接
的な把握が可能

△現金決済時の把握は不
可能

×

解像度は荒いが信頼性が高い

量は少ないが要因が把握できる

質の差が大きいが大量である



統計データと位置情報データの特徴
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相原健郎：ビッグデータを用いた観光動態把握とその活用，情報管理，Vol.59, No.11, pp743-754, 2017.

現時点では単独データで地域の観光現象
を高い信頼度で分析できない

観光統計携帯端末の位置情報

計画・事業の効果予測や事後検証を行う
ために適切なデータ種別やそれらの組み
合わせは何かを絶えず意識したい！



地域でのデータ利用の検討手順
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1. まずは公的なオープンデータである観光関連統計で，自地
域の入込客数や消費単価の状況を知る．

• 観光庁などの中央省庁が実施・公表する統計
• 都道府県や市区町村が独自に実施・公表する統計

2. 観光データの分析プラットフォームで，自地域の産業構造
や，滞在人口，宿泊者数などの状況を知り，ビッグデータ
の利用可能性を検討する．

• RESAS/V-RESAS
• 観光予報プラットフォーム
• 民間企業等が独自に提供するプラットフォームサービス



地域観光における典型的施策と予期する効果
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1. 観光資源の磨き上げ
①観光産業の育成
②周辺産業の巻き込み
③商品開発

2. 情報戦略
①プロモーション
②コミュニケーション

3. 受入環境整備
①設備・インフラ改善（誘導案内設備，バリアフリー，トイレ整備，歩行・自転車利用
環境等）
②二次交通整備

4. サービス改善
①キャッシュレス化
②観光MaaS

5. 組織形成←例
①担い手発掘・育成
②観光地域づくり法人(登録DMO)育成
③広域連携



例：組織形成を通じた総生産額増加のパス
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一人当たり観光消費額観光入込客数 域内調達率観光総生産額

一人当たり観光消費額 宿泊費 飲食費 買物代 交通費(域内)

娯楽等サービス費

①担い手発掘・育成
②登録DMO育成③広域連携

直接的に増加に貢献
間接的に増加に貢献



観光庁が実施する観光統計
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調査名 開始年 調査目的 調査対象 主な調査項目 調査方法

旅行・観光消
費動向調査

2003年
度

旅行・観光におけ
る消費実態の把握 日本人 旅行回数，旅行時期，

消費内訳
26,000人を無作為抽出，年4回実
施

訪日外国人消
費動向調査 2010年 訪日外国人客の消

費実態の把握 外国人 旅行回数，旅行時期，
消費内訳

全国27空海港で139,856人を抽出，
年4回，全国・地域・クルーズの3
調査

宿泊旅行統計
調査 2007年 宿泊旅行の全国規

模の実態の把握
日本人
外国人

都道府県別居住地別
月別延・実宿泊数 全宿泊施設からの申告値から推計

共通基準によ
る観光入込客
統計

2010年
観光入込客数と消
費額の全国規模の
実態の把握

日本人
都道府県別四半期別
観光入込客数・属性
別平均消費額

観光地点の入込客数の申告値と，
観光地点での訪問地点数や消費額
に関するパラメータ調査を組み合
わせて推計

観光地域経済
調査(継続予定
なし)

2012年
度

観光産業の観光売
上割合と生産構造
等の実態の把握

事業所 売上額の観光割合，
支払先地域別割合 904地域に立地する約9万事業所

一人当たり観光消費額観光入込客数 域内調達率観光総生産額

地域の観光生産額を把握する3要素

・共通基準による観光入込客統計の枠組みで実施される都道府県の独自統計で，自治体別，地
域，主要施設別の入込客数や平均消費単価が公表されていることもある

・宿泊旅行統計調査は都道府県別ではあるが，訪日外国人を含め宿泊者数を月別に把握可能
・域内調達率を把握可能な統計は現時点では存在しない



中央省庁が実施するその他の観光関連統計
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実施主体 統計名称 主な調査項目 調査方法

法務省 出入国管理統計 月別・港別・国籍別・在留資
格別入国者数/出国者数 空海港での出入国審査時の実カウント

総務省 社会生活基本調査 活動別消費時間 5年ごと，層化二段抽出法，指定する連続2
日間(10月)の活動を対象，約88,000世帯

国土交通省

航空旅客動態調査 出発地，出発空港，乗換空港，
目的地，目的空港，旅行目的

2年ごと，10～11月の平日・休日それぞれ
1日，機中配布，約34万サンプル(2017)

国際航空旅客動態調査 旅行目的，空港アクセス手段，
訪問地，旅行日数

毎年，8月/11月の2～7日間，出国手続後の
制限エリアでの配布/面接，32空港，
34,000サンプル(2017)

全国幹線旅客純流動調査
生活圏間交通機関別OD交通
量(平休別・旅行目的別，外
国人は都道府県間)

旅客への抽出アンケートおよび事業者の利
用実績データを組み合わせて推計

FF-Data
訪日外国人都道府県間・入出
国空海港間流動量

訪日外国人消費動向調査，国際航空旅客動
態調査，出入国管理統計月報の組み合わせ

観光庁 旅行業者取扱額 主要旅行業者の月別・旅行対
象別取扱額 業者からの報告

流動状況余暇活動 産業活動

・出入国管理統計が公表する国籍地域別出入国空海港利用数は全数調査であり，地域のインバ
ウンド施策の検討に有益な情報を提供

・社会生活基本調査は国民の自由時間の過ごし方の状況を把握できる
・FF-Dataは貸出用データベースにより国籍地域別周遊ルートを把握できる



統計値をどう解釈する？～国と県の調査における一人
当たり観光消費額の比較
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 観光庁調査では完了した旅行について，山梨県調査では調査後の見込み
を含めた旅行途中での消費額を尋ねている．

 消費額については，山梨県調査では県内に限定した設問になっている．
 山梨県調査の買物代・飲食費・その他の消費単価は，実態よりも小さい
可能性があるかもしれない？

 山梨県調査では詳細費目別の消費額を尋ねていないため，消費単価が低
い理由の推測は困難である．

宿泊(2019) 日帰り(2019)

観光庁「旅行・観光消費動向調査」，山梨県「観光入込客統計調査報告書」より作成



本日の内容

1. なぜ地域観光振興組織が分析プラットフォーム・データを
理解しなければならないのか？

2. どんな地域データがあるのか？

3. 代表的な観光分析プラットフォームでは何ができるか？

4. 流動ビックデータの現状と課題は何か？
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観光分析プラットフォームの代表例

20

観光予報プラットフォーム
(日本観光振興協会)

RESAS
(内閣府地方創生推進室)

https://resas.go.jp/ https://kankouyohou.com

 RESASでは，自治体訪問者の居住地などの情報が観光マップや
まちづくりマップから，観光関連産業の競争力が産業構造
マップから把握できる

観光予報プラットフォーム（会員登録が必要，データ表示等
の付加機能は有料）では，自治体別の日別宿泊者数の実績値
や予測値に加え，宿泊者の居住地，参加形態，購入単価の構
成が把握できる



観光分析で活用できるRESASの機能～意外に多い？
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地域の産業構造

地域への訪問状況



観光予報プラットフォームの機能～今後の改善を期待
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予約状況や過去の実績から半年後
までの宿泊者数予測値を自治体別
に推計

過去の宿泊者数実績値を自
治体別に確認可能



H市

地域における分析事例～H市での例
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地域住民が
市外で消費

地域外か
らの投資

所得が地域外
にやや流出

地域外の財
源に依存

第二次産業
の存在感が
大きい

総合して域内の
お金が域外に流
出する構造

H市：東京から150kmの位置に
あり，周囲に登山を楽しめる
山が多く，移住者が多い



H市

地域における分析事例～H市での例
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産業構造マップ＞全産業＞稼ぐ力分析

宿泊業
飲食サービス業

生活関連サービス
娯楽業

運輸業
郵便業

卸売業
小売業

※特化係数が1以上＝当該事業全国平均よりも高い

全般的に労働生産性に課題

観光関連のサービス業による
付加価値は大きい傾向



H市

H市

地域における分析事例～H市での例
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まちづくりマップ＞From-to分析(滞在人口)

上位は首都圏の
人口の多い自治
体が多い

まちづくりマップ＞滞在人口率

休日では，5月と夏から晩秋までの滞
在人口が多い

国勢調査人口よりも滞在人口が年間を
通じてかなり多い
→H市民の市外の滞在よりもH市民以外
の市内の滞在が圧倒的に多い



H市 K市

H市
K市

地域における分析事例～H市での例
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観光マップ＞外国人滞在分析

H市，県庁所在地K市，
東京の拠点区との比較

H市，K市ともに外国人
の滞在者数は1日あたり
数百人レベル



地域における分析事例～H市での例
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観光予報プラットフォームにおける過去の宿泊者数の推計データ

2022

2021

2020



本日の内容

1. なぜ地域観光振興組織が分析プラットフォーム・データを
理解しなければならないのか？

2. どんな地域データがあるのか？

3. 代表的な観光分析プラットフォームでは何ができるか？

4. 流動ビックデータの現状と課題は何か？
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把握したい観光現象と対応するデータ種別

29

観光産業の活
動実態把握

観光客の周遊
行動把握

観光客の消費
行動把握

観光客の評価
把握

統計データ
○現象を広域・多時点で
把握可能

△現象の生じた要因は直
接的に把握不可能

○現象を広域・多時点で
把握可能

△現象の生じた要因は直
接的に把握不可能

○現象を広域・多時点で
把握可能

△現象の生じた要因は直
接的に把握不可能

○現象を広域・多時点で
把握可能

△現象の生じた要因は直
接的に把握不可能

アンケート調
査データ

○現象の生じた要因を直
接的・詳細に把握可能

△広域・他時点での実施
が困難

○行動の要因も直接的・
詳細に把握可能

△回答の信頼性・精度に
やや問題あり

○消費の要因も直接的・
詳細に把握可能

△回答の信頼性・精度に
おおきな問題あり

○評価の背景を直接的・
詳細に把握可能

△広域・多時点での実施
が困難

位置情報デー
タ ×

○エリアの時刻別滞留密
度や個人の移動軌跡を
把握可能

△行動の要因は直接的に
把握不可能

× ×

目的地検索
データ ×

○観光施設の日時を含め
た訪問ニーズが高精度
に把握可能

△実際の訪問は必ずしも
保証されない

× ×

SNSデータ
○活用内容を多様かつ広
範に把握可能

△書き込み頻度，内容等
の主体間のバラツキ大

○個人の滞在場所や行動
を直接把握可能

△書き込み頻度，内容等
の個人間のバラツキ大

○消費項目を具体的に把
握可能

△書き込み頻度，内容等
の個人間のバラツキ大

○細かい評価要因を把握
可能

△書き込み頻度，内容等
の個人間のバラツキ大

決済データ
○高精度な売上データが
把握可能

△現金決済部分は把握不
可能

○カード決済による訪問
エリアの把握が可能

△決済を通さない活動は
把握不可能

○消費項目と金額の直接
的な把握が可能

△現金決済時の把握は不
可能

×

自組織では取得が難しい
タビナカのデータ

サービスインして
いるものが多い



観光地域経営に向けた流動データの活用イメージ
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地域の環境を維
持・改善する

地域の文化を継
承・構築する

地域経済を
成⾧させる

滞留場所
(エリア・施設)

観光による地域経営の目標

移動経路 周遊パターン

時間帯・日別 季節別 属性別

流動データの種類

消費ポテ
ンシャル 資源性評価

モビリ
ティ

騒音・排ガ
ス・渋滞

滞留
密度



モバイル機器を通じた位置情報サービス
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https://mobaku.jp/about/

https://ds.yahoo.co.jp/service/insight/place.html

https://near.com/jp/vista/

基地局 GPS Wi-Fi位置把握手段 Bluetooth

1)検知できる範囲や精度は？

知っておくべきこと

2)対象範囲でどのくらいの滞在者を補足できるか？



電気通信事業者が取り扱う位置情報

32

出典：総務省(2014)「位置情報プライバシーレポート」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000434727.pdf

位置計測の精度が高
くない場合には，滞
在施設の特定が困難

計測時間間隔も
気にかけたい

単位時間あたりに
補足できる端末数
を気にかけたい



滞留・移動を分析できる代表的位置情報ビッグデータ

33

種別 商品・企業名 対象 データ内容

滞留データ

モバイル空間統計(ドコモ・イ
ンサイトマーケティング)

国内携帯事業者契約回線(日本居
住者)，ローミング利用回線(外国
居住者)

メッシュ・エリア別日本人および
訪日外国人の滞在人口統計

流動人口データ(Agoop) スマホアプリ利用者 メッシュ・ポイント別の滞在人口
統計，来訪者移動速度・方向

KDDI Location Analyzer (技研商
事インターナショナル) スマートフォン利用者 施設来訪者属性・居住地，エリア

通行・滞在人口

Place@DS.INSIGHT(ヤフー・
データソリューション) ヤフー関連サービス利用者 メッシュ・エリア別滞在人口

プロファイルパスポート
DMP(ブログウォッチャー) 提携スマホアプリ利用者 人流データ

VISTA(near) 100カ国以上の場所データ 狭域エリアの居住地別滞在者数

移動データ

道路プロファイラー(ナビタイ
ム・ジャパン)

カーナビタイム・NAVITIMEドラ
イブサポーター利用者

リンク旅行時間，区間所要時間，
走行経路別交通量

インバウンドプロファイラー
(ナビタイム・ジャパン) 経路案内アプリ外国人利用者 国籍別・季節別・時間帯別メッ

シュ滞在数，メッシュ間流動数

混雑統計 (ゼンリンデータコ
ム) スマホアプリ利用者 移動軌跡，利用施設

ETC2.0 (国土交通省) ETC2.0対応車載器搭載車 座標，速度，急減速事象(路上ス
ポットで吸い上げ)

 プライバシー確保の関係で，観測数が少ない地域（メッシュなど），施設，属性（性
年齢階層別など）のデータは提供されない可能性がある点に留意



滞留データの例～モバイル空間統計
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 地域で補足される携帯端末数を契約率の逆数を乗じて人口統計として表
現したデータ

 全国共通のデータ取得方法というメリット，一方で狭域での統計値の信
頼性に課題

モバイル空間統計ホームページから https://mobaku.jp



滞留データの例～モバイル空間統計： RESASのまちづく
りマップ>From-to分析(滞在人口)から

35

ある自治体の2021年10月休日4時の滞在人口の居住地

端末の契約住所から居住地
域別の人口統計が把握可能



データで何を評価するか？～観光施策の効果/社会情
勢変化の影響

36

対象 種別 項目
必要なデータ解像度

時 日 月 年
エ
リ
ア

地
点

観光
施策

資源性評
価

イベント(MICE含む)：例1 ○ ○ ○ △ ○

新しい誘客コンテンツの導入 ○ ○ △ ○

公的施設の観光利用への開放 ○ △ △ △ ○

サービス
改善

宿泊産業の生産性改善支援 ○ ○

二次交通/MaaS導入支援 ○ ○ ○ ○

観光地の受入環境整備/施設リノベーションへの補助 ○ ○ ○

デジタル・トランスフォーメーション(DX)の導入 ○ ○

組織活動
インバウンドマーケティング：例2 △ ○ ○

観光地域づくり法人(DMO)の設立 ○ ○

制度導入
宿泊業/飲食業向けのコロナ対策認証制度 ○ ○ ○

持続可能な観光ガイドラインの推進 ○ ○

社会
情勢
変化

新型コロ
ナの影響

密/混雑回避 ○ ○ △ △ △ ○

新しい旅の形態：マイクロツーリズム/ワーケーション △ ○ ○

価値観の
変化

地域文化への理解・興味の深化 ○ ○ △

カーボン・ニュートラル/気候変動問題への関心 ○ ○ △

○：該当 △：一部該当
エリア：広域メッシュ・自治体 地点：狭域メッシュ・施設



例1：イベント効果の把握における留意点
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イベントの期間は？
• 花火大会＝数時間～1日
• 大規模エキシビジョン＝数日
• 祭り＝数日間～数週間～数ヶ月
• スポーツイベント＝1日～数週間

イベントの実施位置は？
• 一箇所に集中
• 地域内で分散
• 期間中で固定？ 期間中に移動？

2022年実施「大地の芸術祭」のケース
期間：4月29日～11月13日
300点を超えるアート作品が760km2の地域
に点在
過去(50日間程度開催)には50万人規模の来
訪者数

1作品当たりの1日あたり訪問者数は
数百人レベルと想定

基地局ベースの滞在人口データでは，
作品周辺の狭域では増減の把握が難
しい可能性が高い

GPSやWi-Fiベースの滞在者数データで
は増減が把握できる可能性が高いが，
時間帯別では難しい可能性がある

地図：ECHIGO-TSUMARI ART FIELDより
https://www.echigo-tsumari.jp/travelinformation/



例2：インバウンドプロモーションの効果の把握にお
ける留意点
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オウンドメディアのページビュー(PV)数変化など，タビマエ
での効果を把握できているか？
• PV数と実来訪者数の比率などの指標も検証すべき

宿泊データなど，ビッグデータに頼らなくても利用可能な
地域データは存在するか？
• 地域への月間・年間来訪者数を知りたいのであれば，単純に宿泊統計
データだけで把握可能なケースがある

• 独自に来訪者アンケートを実施した方が，より高質なデータが取得で
きることが多い

使用するビッグデータはターゲット国・地域のサンプルを
十分に捕捉できているか？
• 地域内の地区やスポットのレベルで月間増加効果の把握はほとんどの
地域で極めて困難か？



地域で流動ビッグデータを使用する際の留意点
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1. 事業目的に即して，どんな流動(とその変化)を分析したい
のかの分析目的をはっきりさせること

• ビッグデータ使用にはしっかりした分析戦略が必要

2. その流動をどんな基本仕様(時間/空間/属性の範囲や解像
度)で分析すべきかを考えること

3. 使用を考えているデータの基本仕様で分析目的を達成でき
るか考えること

4. 費用対効果を考えること
• そもそも観光の発生回数は多くないことを理解すべき
• 特に基本集客数レベルの高くない地域は，ビッグデータの使用を慎

重に検討すべき



まとめ

1. なぜ地域観光振興組織が分析プラットフォーム・データを
理解しなければならないのか？

• 地域において持続可能な観光の達成状況を説明する必要に迫られて
いるから

2. どんな地域データがあるのか？
• 国や自治体が実施する公的オープンデータである統計や，既にサー

ビスインしている多様なビッグデータがある

3. 代表的な観光分析プラットフォームでは何ができるか？
• 自治体別に地域の産業構造や訪問状況(過去・未来)が分かる

4. 流動ビックデータの現状と課題は何か？
• 基本集客数レベルの高くない地域は，ビッグデータの使用を慎重に

検討すべき

40



地域観光振興組織の(幹部)職員には4つのデータ
力を身につけて欲しい

1. データを収集する力

2. データを分析する力

3. データを理解する力

4. データを活用する力

○データの種類・分類がわかる
○データを検索・発見できる
○データを整理できる

○データから現象の仮説を立てられる
○データを加工できる
○複数データを組み合わせられる

○データの意味や限界を理解できる
○データから潜在的課題・ニーズを抽出できる

○データで説得できる
○データをエビデンスとして活用できる

41



経験から生じる洞察も大事：データを見るだけでは何
も見えてきません

42

ビッグデータ 商品発掘

商品設定 ビッグデータ

アイデア



データ駆動型の観光地域経営に向けて
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1. 立ち位置の確認
• 評価指標については，近隣ライバル地域，同種のデスティネーション
イメージがある地域，都道府県全体，地方全体，国全体の動向とも比
較してみる．

2. データ関連技術の理解
• 使えそうなデータやその取得技術の情報を絶えず学習する．

3. 因果関係の確認
• これまでの経験や優良事例を参考に，アクションと結果の因果関係を
想定する．

4. ビジョン・アクションプランの不断の更新
• 観光のように変化が激しい現象では当初プランに固執しすぎない方が
よい．

5. 戦略的・機動的な調査
• 継続調査によるモニタリング機能を確保しつつ，フォーカスを絞った
機動的調査を並行して実施する．


