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１． はじめに 

インバウンド観光客は，2018年に 3100万人を超え，2020年には 4000万人達する

と予測されている．加えて，東京 2020オリパラ開催では，国内外の観光・観戦客が

約 1000万人（チケット換算のみ）来訪する．特に，東京 2020オリパラ会場である

渋谷区や新宿区のへリテージゾーンには，１日に 12万人 が来場する． 

観光ビジネスでは，交通，駐車場，宿泊，飲食，娯楽，体験，観戦，観光，販売

など，分野を横断した網羅的なデータが必要である．しかし、これまでビジネスの

多くは，それぞれ独自に特定の商品とサービスの視点から，データの収集や分析が

行われてきた．例えば，マーケティングでは，適切な商品を提示し，購買へ結び付

けるための購買履歴や収入・支出データを収集していた． 

そこで，インバウンド観光・回遊や東京 2020オリパラ、RENEW、お祭りのよう

な大規模イベントでは，どのようにして訪問者を地域や施設で回遊させ，より多く

支出しもらい，いかに満足度を高めるかの方法の検討が必要である．これによりは

じめて，円滑で快適な交通，宿泊，飲食，移動の提供や，回遊しながら楽しい体験

ができる魅力的なイベント空間が提供できる． 

このためには，交通や宿泊，流通や消費のみのデータから得られる知見だけでは

不十分であり，移動手段や回遊，滞在時間などのライフログ（生活の記録）を収集

し，多様な事業者を横断したデータ分析が必要である．ライフログには，ホテルな

ど宿泊施設の予約・稼働データ，飛行機・高速バス・タクシーなどの交通利用デー

タ，レストランなど飲食店や店舗など予約・売上データ，イベントなどチケット販

売データなどがある．これら事業者間の横断した消費や生活行動を横串するデータ

が必要になる．そのデータには，人やその集団の移動，滞留，回遊を示すパーソン

トリップデータ(PDP: Person Trip Data)である． 

パーソントリップデータの大きな課題の一つとしてリアルタイム性の確保があ

る．国や自治体で調査される人口統計や訪日観光客数，宿泊利用統計などの公的統

計データは，年や月ごとの調査・集計・公表になっており，時々刻々変化する実ビ

ジネスには対応できない．このため，パーソントリップデータには，実時間性が求

められる．例えば，商業施設，テーマパーク，イベント会場などで特定空間の安

全・安心の確保では，混雑緩和，入場規制，輻輳による社会システムダウンの回
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避，最適な警備員の配置，などのためにリアルタイムのパーソントリップデータが

必要になる． 

さらに，膨大な人が特定の空間に集まるイベントでは，台風・竜巻・集中豪雨・

地滑りなどへの自然災害発災の対応も必要である．自然災害発生時には，どこに誰

が何人おり，その人は子供か大人か，手助けのいる人か，あるいは寝たきりなの

か，さらには，日本語が分かるかなど属性データと連携させ，適切な救援や救助計

画を素早く策定する必要がある．また，感染症などへの対策では，感染者が他者に

感染症を感染させる可能性がある時期の行動歴等の迅速な属性データ取集・分析

が，感染症のまん延防止のために必要となる． 

このように，大規模商業施設や特定エリアで開催されるイベントなどでのデータ

駆動型ビジネスや，災害や感染症などの発生時におけるデータ駆動型レジリエンス

の実現には，地上や地下を問わず，店舗，駅，バス，電車，部屋，カラオケ，食

堂，図書館など，数メートル以内での精度での実時間のパーソントリップデータ基

盤が必要である． 

 

２．リアルタイム・パーソン・トリップ・データ収集方法と課題 

スマートフォンやパソコン，スマートウオッチ，ゲーム機器などの携帯情報端末

の位置情報をWi-Fiアクセスポイント から抽出するシステムは，Wi-Fiセンサライ

ザー と呼ばれる．この方法は，電話番号やメールアドレス等の個人情報を含まず，

通信内容も知りえないことから，プライバシー漏洩リスクが低い方法である．加え

て，既存のWi-Fiアクセスポイントにパケットモニター機能を付加することで簡便

で安価に実時間のパーソントリップデータ基盤を構築することができる．しかし，

このWi-Fiセンサライザーによる実時間のパーソントリップデータ基盤の実現に

は，様々な課題が未解決のまま残っている． 

 

２．１．Wi-Fi センサライザーを用いて位置情報を集める方法と課題 

（１） 情報端末で位置情報を取得する方法と課題 

スマートフォンなどの情報端末側で取得した Wi-Fiプローブやビーコン情報から

アクセスポイント情報を抽出し，アクセスポイントと位置情報の関係を記述するテ
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ーブルを用いて端末の位置情報を取得する．地下や建物内といった GPSでは把握困

難な位置情報の取得に使われる． 

この方法は，検索，SNS，地図，ナビ，乗り換え，写真，ショッピング，など様々

なスマートフォン・アプリケーション（スマホアプリ） で使われている．サービス

提供者は，その位置情報をターゲティング広告や One２Oneマーケティング等に使

っているのが一般的である．実時間のパーソントリップデータ基盤のために，デー

タバンク（例えば，情報銀行） のようなシステムに世界のサービス提供事業者から

のスマホアプリデータを提供させるのは，技術的にも経済的にも制度的にも困難で

ある． 

 

（２）公衆無線 LANサービスを提供する通信事業者が取得する方法 

Wi-Fi通信事業者は，サービス状態の把握，品質の計測，改善等を目的とし，Wi-

Fiアクセスポイントから様々なシステムログ（システムの運用記録）を取得してい

る．このうち，Wi-Fi端末が Wi-Fiアクセスポイントと接続する際に交換されるプロ

ーブリクエスト/レスポンスやアソシエーションリクエスト/レスポンス等のシステム

ログ情報を用い，Wi-Fi通信事業者が設置したアクセスポイントの場所と端末を関連

付けることで端末の位置情報を計測することができる．情報端末が位置情報を取得

する方法に比べて，位置情報の精度は一般的に高いが，様々な Wi-Fi提供者が個別

に設置したアクセスポイントからのシステムログデータを総合化することが困難 な

ため網羅性に劣る． 

 そこで，通信事業者，地方公共団体の無線 LANサービスや，学校，病院，駅，バ

ス，飛行機，鉄道，空港，商店街，店舗，住宅など自営無線 LANサービスの提供者

が，個別に設置したWi-Fiアクセスポインのシステムログデータを集約して，網羅

性を確保すれば，公共性の高い社会データ基盤が構築できる． 

しかし，膨大な数の商用や自営の無線 LANサービスの提供者の Wi-Fi（数億台） を

集約することは困難である．そこで，通信事業者，自治体が提供する無線 LANサー

ビスのWi-Fiデータの集約し，パーソントリップデータ(PDP; Person Trip Data)基盤

を実現することを検討する．まず，通信事業者 が提供する公衆無線 LANサービス

のWi-Fiデータ（全国で数百万台を想定）の集約を検討する．次に，地方自治体が
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提供する公衆無線 LANサービス のシステムログ（全国で数万台と推定）との連携

を検討する． 

通信事業が，Wi-Fi位置情報を第三者に提供する際 には，通信の秘密に該当しな

い位置情報についても，ある人がどこに所在するかということはプライバシーの中

でも特に保護の必要性が高い上に，通信とも密接に関係する事項であるから，強く

保護することが適当である．そのため，他人への提供その他の利用においては，利

用者の同意を得るに限定することが求められている． 

例えば，位置情報に係る匿名加工情報を作成する場合は，匿名加工情報取扱事業

者等の義務に従うとされている1．このため，Wi-Fiデータは，公衆無線 LANサービ

スの利用に際し，個人情報の取り扱いに関し同意が得られたユーザのうち，事後的

にその利活用を拒否したユーザを除いたものの端末から得られた Wi-Fiシステムロ

グデータが用いられる．その利用に際しては，統計値の粒度が 10以上になるよう

に，各通信事業者が「十分な匿名化」 を施した情報のみを「Wi-Fiデータ」として

データを活用している．このような，十分な匿名加工情報化の事務的な実サービス

開発を想定した業界標準を定める必要がある． 

次に，地方自治体が提供する Wi-Fiデータと連携させる方法を述べる．公衆無線

LANサービスを実施する地方公共団体は電気通信事業者とみなされるので，電気通

信事業者のWi-Fi位置情報の扱いは電気通信事業における個人情報保護に関するガ

イドライン2に従うことになる．個人情報に該当しない位置情報の場合でも，自治体

は個人を特定できないようにして第三者提供するがあり，匿名加工情報化する必要

がある．そこで，民間事業者とのデータとの連携には，流量データ，属性データ

（年代・性別，居住地）付与した官民データ連携を検討する必要がある． 

 
1 本共同研究では，統計分析に利用した個人情報に該当する Wi-Fi 位置情報は，ソフトバンク株

式会社が提供する公衆無線 LAN サービス「ソフトバンク Wi-Fi スポット」及び「Free Wi-Fi 

PASSPORT」の利用に際し，個人情報の取り扱いに関し同意を得られたユーザのうち，事後的にそ

の利活用を拒否したユーザを除いたものの端末から得られた Wi-Fi プローブとアソシエーションログ

に基づいたものである．また，その利用に際しては，ソフトバンク株式会社プライバシーポリシー「お

客さま情報の利活用にあたってのプライバシー保護の取り組み」に従った取り扱いとし，ソフトバンク

社内において，統計値の粒度が 10 以上（例えば，Wi-Fi 検知デバイス数が，9 以下であれば切り下

げて 0 と加工）になるように十分な匿名化を施した情報のみを「Wi-Fi データ」として分析に利用し

た． 
2 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html 
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（３）Wi-Fiパケットセンサーを用いる方法 

この方法は，施設管理者などが Wi-Fiパケットセンサー 装置を設置し，プローブ

リクエスト/レスポンスやアソシエーションリクエスト/レスポンス等のシステムログ

をモニターすることにより，Wi-Fiパケットセンサーの設置場所周辺に存在するスマ

ートフォンなど情報端末の識別符号（MACアドレス）を取得することで端末の位置

情報を取得する. この情報には，電話番号やメールアドレス等の個人情報は含まれ

ず，通信内容は知りえないことから，プライバシー漏洩リスクは低い． 

Wi-Fi位置情報を利活用する場合，端末やアクセスポイントの MACアドレスを識

別子として用いることがほとんどである．この MACアドレスは，ネットワークに

接続された機器を（原則として）一意に識別するための 48ビットの符号であり，

Wi-Fi通信事業者等において契約者の氏名等個人情報と容易に結びつく場合には，符

号単体で個人識別性を有することになる． 

一方，単体では個人識別性がないとしても，ネットワークに接続されるほぼ全て

の端末に付与され，ほとんどの個人がいくつかの端末を常に持ち歩くことを考える

と，プライバシー保護の観点から個人情報保護法に抵触しない場合においても保護

することがふさわしい． 

また，情報端末が機器情報を常に発信し続けていることを利用者が自覚している

ことはないため，MACアドレスの使用に関してプライバシー漏洩の懸念もある. 

そこで，プライバシー保護に配慮した MACアドレス利活用ガイドラインを策定す

る必要がある．  

 

３．Wi-Fi位置情報プライバシー   

2014年 7月，総務省が開催した緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討

会から，「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～」と題した報告書（以下，位置情報報告

書） が公開された3．この位置情報報告書では，電気通信事業者が取り扱う位置情

 
3 “位置情報プライバシーレポート”. http://www.soumu.go.jp/main_content/000434727.pdf 
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報として，基地局に係る位置情報，GPS位置情報，Wi-Fi位置情報の３つを挙げ，

現状と課題を示した上で，保護と利活用のバランスに配慮した方向性が示されてい

る． 

位置情報報告書において，「アクセスポイント設置者たる電気通信事業者が取得

できるWi-Fi位置情報は，大別して，①インターネット接続のための準備段階とし

て行われる端末利用者とアクセスポイント設置者との間の通信に基づく位置情報

と，②端末利用者がアクセスポイントから外部と通信を行うことで把握される位置

情報に分けることができる．」とされ，前者は「今後個人情報保護法上保護される

情報として取り扱われる可能性がある」情報，後者は「通信の秘密に該当する位置

情報として取り扱うことが適当である」情報という見解が示された． 

Wi-Fi位置情報の取扱いについて，「通信目的で取得・利用する場合」，「通信以

外の目的で利用・第三者提供する場合」，「十分な匿名化・低減データ化された場

合」という３つに分けて整理し，最後のものについては，電気通信事業者は，利用

者の同意なく利用・第三者提供することが可能と考えられるが，Wi-Fi端末利用者に

対し周知することと，位置情報の取扱いに係るオプトアウトの機能を設けることが

好ましいとされた．Wi-Fiパケットセンサーについては，設置と運用の基準はまだ策

定されていない． 

 

４．Wi-Fiデータ分析と研究事例  

(a) 鉄道事業者と通信事業者がそれぞれ保有するデータを統合的に分析し突合4  

IoT，ビッグデータが注目を集め，近頃は様々なデータの取得・蓄積が可能になっ

てきた．しかし，個々のデータだけでは，その有効性や信頼性が不十分で上手く活

用できない場合が多い．また，プライバシー情報の保護や個人データの活用の観点

から，事業者間でデータを共有し統合的に分析し活用することはあまり行われてお

らず，各事業者が保有するデータを突合し，補完しあうことでデータの信頼性や有

効性を増やす試みもあまり見られない．本報告では，鉄道事業者と通信事業者がそ

れぞれ保有するデータを統合的に分析し突合することで，鉄道事業者のデータに属

 
4 藤井秀夫, 溝口雄斗, 盛江佳史, 吉井英樹, 曽根原登, “改札機カウントデータと Wi-Fi データの

統合分析について,”インターネットと運用技術シンポジウム論文集, pp.54-61, IPSJ-IOTS201801, 

2018. 
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性情報を付与したり，全ての人員が把握できない通信事業者のデータから実数予測

モデルを構築したりするなど，事業者間データの突合による得られる新たな価値や

サービスの可能性について報告されている． 

 

(b) Wi-Fiセンサライザーのシスログデータを用いた空港バスターミナルと複合商業施設に

おける群流データ分析5
 

空港バスターミナルと飲食店・物販店・イベント会場などが一体となった複合商

業施設における，旅行客，会社員，近隣住民などの群流（Group trip flow）データの

可視化・分析が行われている．報告では，成田空港や羽田空港への空港バスターミ

ナルと商業施設から構成される複合商業施設において，Wi-Fiセンサライザーのシス

ログを用いて，空港への移動，ビジネス，飲食，買い物，イベント訪問などの目的

で行動する人や集団の群流データ収集，可視化，分析結果について報告している．

日別，曜日別，時間帯別，OD（Origin-Destination）別の群流データ分析により，合

理的な広告宣伝や店舗への集客，自然災害や感染症の発生の対応など，データ駆動

型の施設の回遊・防災施策立案への応用について報告されている． 

 

(c) Wi-Fiのシスログを用いた地方イベントへの来場者の傾向に関する分析－福井県鯖江

市「RENEW」と千葉県香取市佐原地区の「佐原大祭」の事例 －6 

祭りから工房体験まで日本各地の魅力を打ち出した様々なイベントが開催されて

いるが，その多くが来場者の集客を目的とした属性データの分析活用が行われてい

ない．本報告では，Wi-Fiのシスログを用いて，地方イベントへの来場者の傾向につ

いて分析した．また，複数地域の属性データを比較することで，イベントの広報場

所の選定，地方イベントへのデータ活用の可能性について報告されている．さら

に，台風などの自然災害時におけるイベントへの影響の分析結果について報告され

ている． 

 
5 二瓶 真友，本間 花，石井 桃香，曽根原登，小舘 亮之，鈴木 貴久，“Wi-Fi センサライザーのシ

スログデータを用いた空港バスターミナルと複合商業施設における群流データ分析”，電子情報通

信学会，LOIS(2020.03) 
6 石井 桃香，二瓶 真友，本間 花，曽根原登，小舘 亮之，鈴木 貴久，“Wi-Fi のシスログを用いた

地方イベントへの来場者の傾向に関する分析－福井県鯖江市「RENEW」と千葉県香取市佐原地区

の「佐原大祭」の事例－”，電子情報通信学会，LOIS(2020.03) 
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5. Wi-Fiのシスログを用いた地方イベントへの来場者の傾向に関するデータ分析 

－福井県鯖江市「RENEW」と千葉県香取市佐原地区の「佐原大祭」の事例－ 

 

5.1. はじめに 

人口の急速な減少と大都市への集中による地方衰退のリスクが増大している．2040 年ま

でに若年女性人口が 5 割以上減少する自治体が相当数見込まれるなど，多くの地域で将

来の消滅が懸念されている． この地方衰退スパイラルから離脱するための政策課題が「地

方創生」であり,地方創生の柱の一つに観光産業がある． 

一方，日本では，最先端の情報通信技術(ICT)基盤の整備により，様々な情報機器やセン

サーがネットワークへ接続され，多様で膨大な情報がデジタル化されてビッグデータ流通が

可能となり，誰もがどこからでもデータにアクセスできるデータ駆動社会(Data-driven 

Society)が形成されてきている． 

地方衰退リスク問題解決に向けて，観光，交通，宿泊，飲食などに関わる公共性の高いソ

ーシャル・ビッグデータを収集・分析し，エビデンスに基づく合理的なデータ駆動型の観光

政策支援の仕組みが求められている[1][2]．ビッグデータを活用することで，リアルタイムで

の属性ごとの需要や行動の予測などが可能になるが，地域の体験・お祭りなどのビジネスで

の効果的なソーシャル・ビッグデータ活用方法が見出されていない．このため，地方で開催

されるイベントでは属性データが利活用されず，集客に結びつかないことなどがある． 

本研究には 3 つの特徴がある．第一に，Wi-Fi シスログを利用してイベント来訪者の属性デ

ータ収集を行なっている点である．第二に，同地域・同時期・同イベントを対象に 2 年分の

データ収集，分析を行なっている点である．第三に，上記 2 つの特徴によるデータ収集を

福井県鯖江市と千葉県香取市佐原地区の連携協力を得て実現している点である．本稿で

は，Wi-Fi シスログを用いて，地方イベント開催時の属性データ分析をすることで，イベント

来場者の居住地・年代・性別を明らかにし，集客を目的とした宣伝場所の選定への活用可

能性を検討する．また，令和元年台風第 19 号を事例とした，台風などの災害時の経済損

失分析結果について報告する． 

本研究は，以下の 2 点を目的とする．第一に，地方イベントの宣伝場所選定手段として，来

訪者属性分析を活用することの有用性を明らかにする．これは，地方イベント開催時の属性

データ分析活用が，宣伝場所選定等の集客手段の意思決定の際に重要な役割を果たしう
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るかを検証し，地方イベントにおけるデータ活用の可能性を検討する．第二に，台風等の自

然災害が地方イベントにあたえる経済的損失を明らかにする．これは，2018 年度と 2019 年

度の佐原・鯖江両地域における検知数の増減をベースに，来訪者一人当たりの推定利用

金額と掛け合わせて検証する． 

 

5.2. Wi-Fiデータの測定方法 

Wi-Fi 通信事業者は，サービス状態の把握，品質の計測，改善等を目的とし，様々なロ

グをアクセスポイントから取得している．この方法は，Wi-Fi 端末が Wi-Fi アクセスポイントと

接続する際に交換されるプローブリクエスト/レスポンスやアソシエーションリクエスト/レスポ

ンス等のシステムログが位置情報として利活用するものである．ログを位置情報として利用

する方法は，Wi-Fi 通信事業者が，自ら設置したアクセスポイントの場所と関連付けることで

行っている．この方法は，位置情報の精度は一般的に良いと言われているが，一方，他事

業者が設置したアクセスポイントからはログを収集することが出来ないため，網羅性では劣

るという特徴がある． 

本実験では，ソフトバンク株式会社が提供する公衆無線 LAN サービス「ソフトバンク Wi-

Fi スポット」を活用し，プライバシー保護をした上で Cinarra Systems Japan 株式会社からデ

ータ提供を受けた． 

Wi-Fi データは，公衆無線 LAN サービスの利用に際し，個人情報の取り扱いに関し同

意が得られたユーザのうち，事後的にその利活用を拒否したユーザを除いたものの端末か

ら得られた Wi-Fi システムログデータに基づいたものである．その利用に際しては，通信事

業者のプライバシーポリシーに従った取り扱いとし，統計値の粒度が 10 以上（例えば，Wi-

Fi 検知デバイス数が，9 以下であれば切り下げて 0 と加工）になるように，十分な匿名化を

施した情報のみを「Wi-Fi データ」 としてデータ提供を受けた．データは，Wi-Fi 検知数，利

用者の属性（性別年代，居住地）の情報であり，センサーごとのデータは得られない． 

 

5.3. 対象イベントについて 

対象イベントと実験概要を表１に示す． 
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表 1: 対象イベントと実験概要 

 

イベント 佐原大祭秋祭り7 RENEW8 

社会実験 

期間 

<2018年> 

10月 12日-14日 

<2019年> 

10月 10日-14日 

<2018年> 

10月 18日-22日 

<2019年> 

10月 11日-15日 

Wi-Fi 

設置数 

<2018年> 

佐原地区 33箇所 

<2019年> 

佐原地区 33箇所 

      

<2018年> 

鯖江市 100・越前市 84・越前町 6 

<2019年> 

鯖江市 105箇所・越前市 90箇所・越前町

4箇所 

 

5.4. データ分析結果 

5.4.1.  佐原大祭の分析 

5.4.1.1. 来訪者属性について 

 

 

図１:2018 年実験期間中来訪者の性別・年代別分布 

 

 

 
7 「佐原の大祭」夏祭りと秋祭り（ユネスコ無形文化遺産／国指定重要無形民俗文化財）は，関東

三大山車祭りの一つと称され，約 300 年の伝統を有する．開催場所は千葉県香取市佐原新宿地区

（佐原駅周辺）で，開催期間は, 2018 年は 10 月 12-14 日, 2019 年は 10 月 11-13 日である．

https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/matsuri/ 
8 RENEW は，福井県鯖江市・越前市・越前町全域で開催される持続可能な工房体験イベントで

2019 年で 5 回目の開催となる．開催場所は福井県鯖江市・越前市・越前町全域で，開催期間は, 

2018 年は 10 月 19-21 日, 2019 年は 10 月 12-14 日である．https://renew-fukui.com/ 
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図 2:2019 年実験期間中来訪者の性別・年代別分布 

 

2018 年の佐原大祭期間中の性別・年代別の来訪者年齢分布を図１に，2019 年を図 2 に

示す．図 1 より，2018 年は 25 才-29 才の女性が男性来訪者数の 1.5-2 倍訪れていること

を除くと，どの年代においても男女間で来訪者数に大きな差は見られない．図 2 では，全

年代男女の来訪者数に大きな差はなく，55 才以降は男女ともに低い傾向にある. 

 

5.4.1.2. 来訪者居住地について 

2018 年の佐原大祭期間中の来訪者居住地を図 3 に，2019 年を図 4 に示す．図 3,4 に

よると，来訪者居住地でもっとも検知されているのは千葉県香取市であり，2018 年の大祭期

間 3 日間で 565 件検知されている．次に検知数が多いのは，2018 年においては茨城県神

栖市や船橋市であり，2019 年においては千葉県成田市と茨城県潮来市である．千葉県香

取市に次いで検知されている居住地域と，鉄道路線と高速道路の対応関係を検討し,図５と

図６に示す．太線が東関東自動車道で，細線が鉄道路線(成田線,総武本線,鹿島線)を示し

ている. 図 5,図 6 より，2 年間における来訪者の居住地の特徴として，鉄道の三路線と東関

東自動車道沿いからの来訪者が多いことがわかる．また，2018 年は香取市に一路線でつ

ながっている地域のみならず，乗り換えが必要な総武本線沿いの地域からの来訪も多い

が，2019 年は総武本線沿いの地域からの来訪が減少していることがわかる． 
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図 3: 2018 年実験期間中の来場者居住地分布 

（10 以上の検知があった地域） 

 

 

 

  

図 4: 2019 年実験期間中の来場者居住地分布 

（10 以上の検知があった地域） 

  

 



14 

 

 

 

 

図 5: 2018 年実験期間中来訪者居住地分布 

 

 

 

 

 

図 6: 2019 年実験期間中来訪者数居住地分布 
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5.4.1.3.  2018年と 2019年の検知数比較及び考察 

 

 

 

図 7:2018 年検知数と 2019 年検知数の比較 

 

図 7 において,2018 年は大祭期間中の土曜日に検知数が最大となっているが，2019 年

は土曜日の検知数が最小となっている．これは 2019 年 10 月 12 日に千葉県に上陸した台

風 19 号の影響によるものと考えられる．開催期間中の検知数の推移をみると，2018 年は

金曜日と比較して日曜日には検知数が 116%増加しており，2019 年も同様に 95%増加して

いる．しかし，金曜日と土曜日の検知数を比較すると 2018 年と 2019 年で大きな差があるこ

とがわかる．2018 年は金曜日から土曜日に 118％増加しているのに対して，2019 年は

17％減少している．この大きな違いを生じさせた要因のひとつに，台風 19 号の影響で土曜

日が終日中止になったことがあげられる． 

 

5.4.1.4. 検知数による実数推定に基づく経済損失評価 

表 2 に，2019 年 10 月 9 日から 13 日にかけての気象情報・利根川水位レベルの変化を

示す．2019 年度の佐原秋の大祭では，開催期間 3 日間のうち 12 日の中止が，10 月 9 日

(水)の 20:00 には発表されていた．表 2 によると大祭開始の二日前の段階では気象情報・
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利根川の水位レベルに動きは見られない.その段階で，2018 年度検知数が最も多かった土

曜日の中止を判断したことは，大祭の来訪者検知数へ大きな影響を与えたことが考えられ

る． 

 

 

 

表 2:2019 年大祭期間の気象情報・利根川水位レベル 

次に，大祭期間中の検知数を元に来訪者の実数を推定した．推定式は文献[2]を参考にし

て，式(1)を用いた． 

 

推定来訪者数＝ 欠損度×Wi-Fi 検知数/キャリアシェア率×Wi-Fi ON 率 ・・・・（１） 

 

式(1)の欠損度は，平日は 2.05,祝日は 1.85,キャリアシェア率は 0.223,Wi-Fi ON 率は 70%

を用いる．計算の結果，大祭期間中の来訪者総数は，2018 年は 41,001 人, 2019 年は

23,299 人と推定され，2018 年と 2019 年の差分は 17,702 人となった．文献[3]によると日本

人の国内旅行消費額（日帰り旅行）が一人当たり 16,341 円であるため，2018 年-2019 年間

での経済損失は約 2 億 8,927 万 8,211 円と推定される．  

 

5.4.2. RENEW 検知数による実数推定に基づく経済損失評価 

5.4.2.1. 来訪者属性について 

2018 年,2019 年 RENEW 開催期間中の鯖江市来訪者の性別・年代別分布を図 8 ,図 9

に示す．図 8 より，2018 年 RENEW 開催時の来訪者は 15-24 歳を除いて男性の方が多く
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検知され，40-44 歳の男性がピークとなっていた．図 9 より，2019 年は 2019 年と同様に

15-24 歳を除いて男性の方が女性より多く検知され，45-49 歳の男性がピークとなってい

た．  

 

 

 

 

図 8: 2018 年性別・年代別分布 

 

 

 

図 9: 2019 年性別・年代別分布 
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5.2.2. 来訪者居住地について 

 

 

 

図 10: 来訪者の居住地(上位 17 地域) 

 

 

 

図 11: 2018 年来訪者居住地 
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図 10 に，RENEW 開催時の居住地別来訪者人数を 2018 年と 2019 年で比較した結果を

示す.上位４地域「福井県鯖江市」，「福井県越前市」，「福井県福井市」，「福井県丹生郡越

前町」の順位に変化は見受けられなかった．次に，2018 年と 2019 年の居住地別来訪者数

を地図上にマッピングした結果を図 11,図 12 を示す.2018 年と 2019 年のどちらも，検知さ

れた地域の多くが日本海沿いに続いていることを示しており，RENEW 開催時の来訪者に

は北陸本線と北陸自動車道を利用している人が多いことが分かる． 

図 13 は，検知された来訪者の居住地から鯖江駅までの公共交通機関を使用した場合

の所要時間と，自動車を使用した所要時間を表している．図 13 より，所要時間がかかり，か

つ北陸本線・北陸自動車道沿いにない地域（京都市・富山市・神戸市)が近隣の地域より検

知されている点も見られる． 

 

 

 

図 12: 2019 年来訪者居住地 

このような地域の居住者が RENEW へ興味を持つ可能性が考えられる.福井県内の駅や道

の駅だけではなく，京都市，富山市，神戸市などの地域への宣伝も来訪者増加に繋がると

考えられる. 
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図 13: 居住地から開催地までの所要時間と検知数 

(上位 17 地域) 

 

5.4.2.3. 2018年と 2019年の検知数及び考察 

佐原分析と同様に，2018 年と 2019 年の検知数比較と，台風の影響による経済損失を推

定する.図 14 は 2018 年と 2019 年の検知数の比較である．次に，式(1)を用いて来訪者の

実数を推定した結果，2018 年は 56,028 人，2019 年は 57,328 人の来訪者があったと推定

される.10 月 12 日は，日本全土に台風 19 号が直撃したこともあり来訪者は 12,567 人まで

に落ち込んだが，３日間の合計は 2018 年より 2019 年の方が多いという結果になった．台

風 19 号の到来を踏まえ，RENEW は 2019 年 10 月 12 日のイベント内容を一部休止にし，

13 日・14 日は通常運営を行なったため，12 日のみ来訪者が減少するにとどまったといえ

る． 

さらに，日本人国内旅行消費額(日帰り旅行)が一人当たり 16,341 円であるとすると[3]，3

日間合計で 2018 年は 915,547,393 円，2019 年は 936,803,883 円となり，2018 年-2019 年

の間で増加したという推定に至った．12 日は台風のため休止したが，開催地域への被害が
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そこまで大きくなかったこと，そして 13 日・14 日は通常開催をしたことが増加の原因として

考えられる． 

 

 

 

 

図 14: 2018 年の検知数と 2019 年の検知数の比較 

(括弧内数字:1 日目との差分) 

5.5. まとめ 

千葉県香取市の佐原秋の大祭・福井県鯖江市の RENEW を事例とした属性データの分

析と自然災害による経済損失評価の二点について述べた． 

第一に，定点観測に基づいた，イベント来訪者の性別と年代・居住地といった属性情報

の特徴が明らかとなった．佐原秋の大祭における来訪者の属性は，全年代男女間の来訪

者数に大きな差はなく，55 才以降の来訪者検知数が男女ともに他年代に比べて低い傾向

がみられた．また，来訪者の居住地は交通網と対応していることがわかった．さらに，2019

年佐原の大祭においては，大祭開始の 2 日前の段階で土曜日の中止が決定されていたこ

とにより,来訪者数が減少していたことがわかった． 

鯖江市・越前市・越前町 RENEW では，2018 年・2019 年共に 15-24 歳の年齢層を除い

て女性よりも男性の来訪者が多い傾向が見られた．また，年齢層別の検知数のピークは，

40 代という結果が確認された．さらに来訪者居住地については，遠方でも来訪者が多い地
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域や近隣でも来訪者が少ない地域も見受けられ,地方イベントへの参加は必ずしも物理的

な距離が近い事が集客の要因ではない可能性も考えられる. 

 観光ビジネスへの効果的なデータ活用方法の例として，地方イベントにおける来訪者・再

訪者の属性的特徴に着目して分析した結果，新たな来訪者獲得のための広告宣伝場所の

選定・イベントのコンテンツの再検討への有効性が示された． 

第二に，台風 19 号が地方イベントにもたらした影響に関する考察がなされた．千葉県香

取市の佐原秋の大祭においては，金曜日から日曜日にかけて開催されたイベントにおける

各日の検知数を例にとり，経済損失の推定が行われた． RENEW においては，来訪者が増

加したとの推定が行われた．このことは台風直撃地域とそうでない地域における来訪者検

知数や経済的損失の違いを明らかにしている． 

今回の分析を通して，地方イベントへの集客増加には，来訪者傾向を特定による広報対

象の再考の余地を残していることが分かった．また，台風など自然災害時における安全性

を担保したイベント開催判断において，気象状況を表す指標（警報数・降水量）などの要素

を含めた来訪者に関するデータ活用については今後の課題としたい．  

 

謝辞 本データ分析を行うにあたって，Wi-Fi 設置場所の提供を協力してくださった福井県

鯖江市役所，千葉県香取市佐原商工会議所の方々に心より感謝申し上げます. 
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６．最後に Wi-Fiセンサライザーの設置運用及び位置データの保護活用の自治体標準ガ

イドライン策定の提案 

 

地方自治体の工房体験観光「RENEW」やユネスコ無形文化遺産「佐原の大祭」な

どのイベント会場などにおけるデータ駆動の観光ビジネス開発と台風などの自然災

害や感染症など緊急時における迅速な防災・減災施策立案のため、「リアルタイ

ム・パーソン・トリップ・データ」収集と分析を行った．その結果，以下のような

具体的なビジネスや防災・減災に役立てるデータ駆動政策決定支援基盤の整備を提

言する． 

① 商店街，観光地への国内外の観光客の人流可視化 

② スポーツや娯楽など大規模施設での動線設計 

③ 大規模施設と交通機関間の OD(Origin/Destination)データによる輻輳回避  

④ 大規模イベント会場での混雑緩和 

⑤ 自然災害発生時の避難誘導，救援支援 

⑥ 感染症対策に向けた感染経路推定 

⑦ データ活用人材育成のためのデータ教材開発 
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