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1.はじめに
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● 地域の体験・お祭りなどのビジネスでの

効果的なビッグデータ活用方法が見出さ

れていない．⇒リアルタイムでの属性

（性別・年代・居住地）ごとの需要や行

動の予測など

● 地域イベントにおける属性データ活用方

法を開発⇒千葉県香取市佐原と福井県鯖

江市の連携のもと、「佐原秋の大祭」

「RENEW」の属性データの収集・分析を

行なった。

はじめに
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実験期間とWi-Fi設置数

イベント 佐原大祭秋祭り RENEW
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 1 0 0・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



Wi-Fiにより位置情報と属性データを収集

● 公衆無線LANサービス（公衆Wi-Fi)利用

○ 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

○ 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・属性情報を計測

● Wi-Fiパケットセンサーを用いる方法

○ 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

○ 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）から流量計測



※1:通信キャリア提供のWi-Fiからの位置情報
※2:性別・年代(5歳刻み)、居住エリア(市区町村レベル)

位置情報※1 契約者情報※2

• 通信キャリアの「契約者情報」および「位置情報」を活用（ソフトバン
ク社）

• 契約者情報には性別・年齢・居住地（市区町村）が含まれる。個人情報
保護法、改正個人情報保護法、総務省の「位置情報プライバシーレポー
ト」に準拠して個人情報を保護した統計データ化（シナーラ社）

全国の商用Wi-Fiから位置情報取得



Wi-Fi パケットセンサーとは？



2年分のwi-fiデータを使用して、鯖江市・佐原
地区の2拠点のイベント来訪者に関する分析が
可能となった。
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本分析の特徴



2. 佐原大祭
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● 来訪者データが定量

的に収集されていな

い

↓収集されれば…

● イベント設計（宣

伝・簡易トイレ・緊

急時の対応）に活か

せる。

13

課題



● 来訪者データが定量

的に収集されていな

い
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伝・簡易トイレ・緊
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● 2018年は3日間で

20代後半女性の検知数が

最も多い

➢ 例、佐原アイス、カキ氷

● 2018年・2019年ともに

50代以降の検知数が少な

くなっている

➢ ５０代向けのイベント？

2019

2018
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a.来訪者属性



● 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

● 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

● 2019年においては千
葉県成田市と茨城県
潮来市である

2018

2019
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b.来訪者居住地



2018 2019

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
17

*太線:東関東自動車道/

点線:成田線,鹿島線,総武本線

距離が遠くても、鉄道路線や高速道路の利便性が大きな集客要因！

b.来訪者居住地

来訪者の54%が
(香取市を除く)

東関東自動車道沿い



● 2018年度最多検知数を
記録した土曜日が、
2019年には最少検知数
である。

● この要因のひとつに，
令和元年台風第19号の
進路予測により、土曜
日に千葉上陸が予想さ
れ、大祭の中止の発表
があったため。 18

c.2018年と2019年の検知数比較



● 2018年の来訪者は
41,001人,2019年は
23,299人と推定された

● 2019年は前年比17,702

人減という推定結果にな
った

● 2019年の来訪者消費額
の推定経済損失は、2億
8,927 万 8,211 円となる

推定式
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）

推定来訪者数

2018 41,001人

2019 23,299人

19
*観光庁によると、国内旅行消費額(日帰り旅行)が

一人当たり 16,341円

d.検知数による実数推定に基づく経済損失評価



e.これらの分析の活用方法
● 来訪者の居住地分布
に合わせた広告宣伝
場所の選定

● 来訪者属性（男女
比・年代）を考慮し
たイベント設計
（Ex.20代女性が多いから
写真映えのいいスポッ
ト・かき氷を紹介するな
ど）

● 台風の影響の分析、
今後の台風時の対応

の3点に活用できる。
20



3. RENEW
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【RENEWについて】
持続可能な工房体験イベントとして計５回開催

【開催地域】福井県鯖江市・越前市・越前町

【開催期間】2018年10月19-21日

2019年10月12-14日

【公式ホームページ】https://renew-fukui.com/

【スローガン】来たれ若人、ものづくりのまちへ

22

https://renew-fukui.com/


来訪者の属性データ分析

を有効活用できていない

のではないか

→宣伝場所の選定

ターゲットの再考

23

課題



a.1. 2018年来訪者属性について

2018年来訪者属性

・15-24歳を除いた年
代において男性の方が
多く検知された

・40-44歳の男性がピ
ーク

⇒ターゲット層に合わ
せたイベント企画

24



a.2. 2019年来訪者属性について

2019年来訪者属性

・15-24歳を除いた年
代において男性の方
が多く検知された

・45-49歳の男性がピ
ーク

→若者よりも40代が
多く来ている⇒ター
ゲティングイベント
企画

25



b.1. 来訪者居住地

2018年来訪者居住地 2019年来訪者居住地
→2018年と同様北陸本線と北陸自動車沿いに来
訪者が続いている
→北陸本線沿線の駅や道の駅に広告を出すこと
も来訪者増加に繋がるのではないか 26



b.2. 2019年来訪者居住地

居住地から開催地までの所要時間

と検知数(上位17地域)

上位４地域
→開催地域・近隣地域
のため検知数が多い

所要時間がかかり、
北陸本線・北陸自動車
沿いにない地域(京都
市・富山市・神戸市)が
近隣より検知
→今まで想定されなか
ったターゲット

27



c. 2018年と2019年の検知数
・推定来訪者数
2018年：56,028人
2019年：57,328人
→台風19号の影響で減
少の可能性あり

・経済効果
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

2018年915,547,393円
2019年936,803,883円

28

→台風の影響が少ない、2・３日目は通常運営し
たことが増加した理由



e.これらの分析の活用方法

29

広告場所の開拓
→距離だけでは
なくアクセスを
考慮した場所
(鉄道沿線・自動
車道)

ターゲットの発見
→利便性だけではなくコンテ
ンツ目当てで訪問するターゲ
ットを発見

来訪者の現状分析
→イベントの目標
が達成できている
か分析



4. まとめ
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佐原の大祭
● 55才以降の来訪者検知数が男
女ともに低い傾向

● 来訪者の居住地は交通網と対
応している

● 来訪者数の減少は、大祭開始
の2日前の段階で土曜日の中
止が決定されたことも影響し
ている可能性がある(2019年)

RENEW

● 15-24歳の年齢層を除いて
女性よりも男性の来訪者数
が多い傾向にある,40代男性
がピーク

● 近隣よりも遠方から来訪し
ている地域あり

● 来訪者数は2018年より増加

①来訪者の属性分析による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
②来訪者数の推定による台風直撃地域とそうでない地域
における経済的損失の違い

31

結論



● 「佐原の大祭」と「RENEW」の来訪者傾向の比
較
→属性データ分析によるイベント企画法の検討

● 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データ活
用法の検討

32

今後の展望


