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観光デジタル情報プラットフォーム構築背景　ー観光を取り巻く環境の変化ー

◆ 旅行ニーズの多様化
　　　旅行者は、団体でまとまって同じ行動をとるよりも、個人の自由をより尊重するスタイルの旅行が増えている。

　　　このようなニーズの多様化や個人旅行者の増加の背景には、インターネットなど情報源の充実がある。

　　　人々は大量の情報を通して、観光地などの情報をより多く、より深く知ることができる。それに伴い旅行に求めるものも大きく、多くなっていく。

　　　さらに、航空会社やホテルなどの手配も、容易にできるようになってきたことから個人旅行が身近なものになっている。

　　　航空券や列車の乗車券、宿泊施設などを自ら手配して旅行する。

　　　しかし、個人旅行は、時間と手間と料金がかかる。すべて自分で手配するため、下調べから申し込みにいたるまでに多くの時間と手間がかかる。

◆ デジタル化による旅行スタイルの変化
　　　JTB総合研究所の調査によると、３年くらい前と比べて「旅行中に現地の情報を検索する」や「スマホで予約する」が、大きく増えている。

出典：JTB総合研究所
　　　　　「新しい技術やサービスの広がりとライフスタイル・
　　　　　　旅行に関する調査」（2018年６月） 3



観光デジタル情報プラットフォーム構築背景　ー多様な旅行ニーズに対応したサービスの必要性ー

　　　　この状況に受入側が対応するためには、団体旅行向けの設備やサービスを個人旅行向けの設備やサービスに転換する必要がある。

　　　　個人サービスへの対応は、多くの手間や人手が必要となるため、デジタル化（自動化・オンライン化）が不可欠となる。

・ 観光事業者などのビジネスモデルの見直し：新たな分野での業務展開や業態転換など事業の再構築

・ 観光分野におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現：デジタル技術の導入による自動化に加え、新たなサービスの創造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デジタルマーケティングによる、旅行者の属性、好みに応じた効果的な情報とサービスの提供

多様な旅行ニーズに対応したサービスへの転換が必要

「データを収集・分析し、共有することで、大きな価値が生まれ、その価値を社会に分配する」
という考え方に立ち、「観光デジタル情報プラットフォーム」を構築

観光デジタル情報プラットフォーム

　　個　人　　 　　観光施設　　　交通事業者　　 購入・購買
(観光アプリ)　　　　　　　　　　　　(ＭａａＳ)　　  (ECサイト)

・ 収集したデータを分析した結果を共有することで、マーケティングや
　プロモーションに活用できる。
・ 旅行者は、アプリ等を介して最小限の匿名情報（属性や移動履歴）
　を提供すれば、自分の好みに応じた情報が提供される。
・ 観光スポットや宿泊施設、飲食店などの情報をオープンデータと
　することにより、それぞれの事業者において新たなサービスが提供できる。 4



観光デジタル情報プラットフォームの概要

◆ 観光デジタル情報プラットフォーム
　　・ 旅行者の属性や嗜好、位置などに応じた最適な情報提供とともに、取得した旅行者データを分析することで事業者のマーケティングに活用できる仕組み

　　・ 「データ利活用基盤」に集積した観光スポットや飲食店などのデータは、様々な事業者がオープンデータとしての利用が可能

データ利活用基盤
観光スポットや飲食店など約10,000件のデータを集積

観光アプリTIPS

ＡＰＩで接続することで
観光スポットや飲食店などの
施設データを自由に活用可能

外部データも活用

観光予報PF
REASAS
ブログウォッチャー　など

TIPS等から得られる
旅行者データ

旅行者ごとに
最適な観光情報

操作ログ

「今だけ、ここだけ、あなただけ」の
お薦め観光情報を提供

観光スポットなどのデータをオープンデータとして提供

旅行者の移動情報や閲覧履歴などを基に
マーケティングに活用できる分析データを提供

これまでの観光情報の発信は、サイト等で全ての旅行
者に同じ情報を提供していたため、旅行者からは、自
分の欲しい情報を見つけることが難しかった

観光アプリTIPSをリリース
初期登録において、生まれた年や居住地域、関心の
ある観光などを登録することで、アプリ利用者の属性や
嗜好、位置などに応じた最適な情報を提供

 旅行者に対して

これまでは、サイト等で発信する情報は、全てサイト管理者が収集、更新

データ利活用基盤と接続することで、観光スポットなどのデータの収集、
更新に係る手間が不要
サイトやデジタルサイネージで自由に周辺観光施設の紹介等が可能

 観光事業者だけでなく観光分野以外の事業者等に対して

ターゲットの選定やプロモーションに活用

 DMOや観光事業者等に対して

【施設情報等】
・観光施設
・飲食店　等

【旅行者データ】
・閲覧データ
・位置情報　等
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Choice から Catch へ
SNS、YouTube、マスメディア、広告などの
情報から自分で行きたいところを選択しなけ
ればいけない

それぞの媒体がそれぞれの情報を提供
　→ 同じ情報が重複しがち

万人向けの情報であふれている
　→ 個人向け情報の選択に時間がかかる

観光デジタル情報プラットフォームの概要　ー活用した旅のイメージー

「今だけ、ここだけ、あなただけ」の特別なお薦め情報をキャッチ
旅行者の性別、年齢区分、滞在地に応じて表示される
オススメ情報の中から選択

地域が企画するスタンプラリーにより
新たな観光スポットの発見

スタンプラリー

実施中
テッパンコースでは満足しない方に
ＡＩが好みに合わせたモデルコースを作成

選　択 受けとる

どれが新しい情報なのか
わからないなぁ…

結局、どこがいいのか決め
られない
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観光アプリ TIPS（ティップス）

旅行者の性別や年齢区分、位置等をもとに
観光施設等のデータを提供

・「性別」、「年齢区分」、「居住地」、「関心」に加え、旅行者の所在地に応じて、最適な情報を提供
　　⇒　「今だけ、ここだけ、あなただけ」のお薦めの観光情報を提供
・地域やカテゴリ区分ごと、観光スポットの検索や、経路の提供が可能

旅行者の性別や年齢区分、位置等のデータを収集

デ ー タ 利 活 用 基 盤　（観光スポット等の情報、旅行者データなどを蓄積）

・カテゴリ（歴史・文化、風景・自然、飲食店等）ごとに
 旅行者の現在地周辺のオススメ情報を表示
・選択した施設等への経路を表示

周辺施設等の検索

「今だけ、ここだけ、あなただけ」のお薦めの観光情報を提供
　・旅行者の性別、年齢区分、位置に応じて、お薦め情報や観光スポット等を表示

旬のお薦め情報を提供
　・お土産や食をテーマとした記事など、
　 静岡ならではの情報を掲載した観光情報を掲載

利用登録により
旅行者の傾向を把握
プロフィール登録で年代や
性別に加え、興味のある
旅行キーワードを登録
（歴史・文化、スポーツ・
レジャー等）
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観光アプリ TIPS（ティップス）　ーTIPS　機能紹介ー　　

・旅ナカの隙間時間に記事を確認することで、目的地周辺の周遊を促し、県内の滞在時間を増やすことを目的としたアプリ限定記事を作成。
　※イラスト多くすることで、視覚的にも情報を受け取り、文字数を少なくすることで、隙間時間に確認が可能。
・店舗詳細はアプリの施設情報へ遷移し、経路案内が可能。

①観光情報記事の掲載
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観光アプリ TIPS（ティップス）　ーTIPS　機能紹介ー

・ＧＰＳ機能を活用し、訪れた市町でスタンプGET!をクリックすると
　スタンプが取得できる。縦横いずれかのスタンプが揃うと、ビンゴになる。
・今後現機能をベースに、イベントやキャンペーンで応用予定。

②まちめぐりビンゴツアー ③おすすめ体験紹介（クーポン特典あり）

・今日明日予約できるまたは予約なしで行ける、おすすめ体験を紹介。
・体験情報紹介、経路案内に加え、割引やお土産品プレゼント等のクーポンを提供
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観光アプリ TIPS（ティップス）　ーTIPS　機能紹介ー

・評価機能にて、観光スポット等を評価する、またはスポット選びの参考にすることが可能。
・Googleマップの機能を用いて、施設までの経路案内を実施。
・施設情報はTwitterやLINEにて、シェアが可能。
・飲食店及び宿泊施設のうち、ふじのくに安全･安心認証施設では認証マークを表示（検索画面での検索も可能）

④施設情報紹介
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【TIPSポイント専用画面】【施設情報(仮) 】【TOP画面(仮) 】

・デジタル商品券機能である、TIPSポイントを導入。
・TIPSポイントの付与方法として、一般的なプレミアム分として購入額に上乗せした商品券として実施する方法（例：2,000円の支払いで3,000円分のプレ　
　ミアム電子商品券を取得）と、ポイント付与として実施する方法（例：ログイン対象者に500円分のポイントを付与）の2種類がある。
・取扱店はQRコードを設置していただき、利用者がQRコードを読みとることで決済が可能。

⑤TIPSポイント　（非公開）
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観光アプリ TIPS（ティップス）　ーTIPS　機能紹介ー



 静岡県観光公式サイト「ハローナビしずおか」　スタンプラリー機能　ー概要ー
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 静岡県観光公式サイト「ハローナビしずおか」　スタンプラリー機能　ー参加者のスタンプラリーの流れー
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 静岡県観光公式サイト「ハローナビしずおか」　スタンプラリー機能　ー参加者のスタンプラリーの流れー



属性の登録により、お客様や事業者の
所在地や性別、年齢区分などが分かる
実施した事業効果を具体的に検証できる

スタンプラリーのような企画で周遊プランを提供
周辺事業者との連携により景品やクーポンの
発行などのプロモーションが可能

今後のマーケティング
（顧客の獲得）にいかす
ことができそうだ！

観光デジタル
情報PF

検索/経路履歴などから嗜好を予測
GPS機能を利用し周辺にいる旅行者へ情報提供し集客へつなげる

プラットフォームによる一律管理のため時差なく情報発信が可能
情報更新の手間が省ける

他事業者との連携で新たな
旅行を企画
旅行需要の拡大に期待

もっと来客者数を増やす
ために何ができる？

周辺にいる旅行者を呼び込む
にはどうしたらいい？

他にどんな所を訪問
しているのかな…

来館者はどこから来て
いるんだろう

興味のある人にしか
サイトを見てもらえない

サイトの情報更新期が
まちまち

デ
ー
タ
利
活
用
基
盤
へ
登
録
す
る
こ
と
で
…

イベントを開催したいけど
集客はどうしたらいい？

旅行者データの分析結果の活用例①
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訪問者の属性登録により
住まい地域や性別、年齢
区分などが分かる

デジタルスタンプラリー企画
で周遊プランを提供
周辺事業者との連携に
より景品やクーポンの発行
などのプロモシーションが可能

今後のマーケティング
（顧客の獲得）に
いかすことができそうだ！

観光
デジタル
情報PF

検索/経路履歴などから
嗜好を予測
GPS機能を利用し周辺に
いる旅行者へ情報提供し
集客へつなげる

他事業者との連携で
新たなイベントを企画！
需要の拡大に期待！

デ
ー
タ
利
活
用
基
盤
へ
登
録
す
る

もっと来客者数を
増やすために
何ができる？

イベントを開催したい
けれど、集客は

どうしたらいいかな？

周辺にいる旅行者を
呼び込む方法はな

いのかな？

移動ルート上に呼び込むこ
とで、寄ってもらえることがわ
かった！

いちご狩り農園経営

カフェ経営

宿泊業経営

参加登録時に年齢、地域、構成
などをチェック
例＞参加景品を送付などを企画
　　することで住所を入手可能
　　　次回イベントの周知に利用
　　できる

年代・構成・嗜好の一致などから
予測し来客を誘客
例＞キッズサービスなど同じような
　　ファミリーに向け案内を送信

同じ検索ワードや経路を利用
している訪問者へ対し誘客
例＞周辺施設へ訪問(予定)
　　の方へ寄ってもらえるよう誘客

観光客に
知ってもらうには

どうしたらいいの？

地元和菓子店経営
情報を提供・共有すること
で知ってもらうきっかけとなり、
他店比較が可能となる

同業他社との違いがわかることで
強みを知るきっかけとなる
例＞観光客には知られていない
　　地元の人気店。業種全体での
　　盛り上げをすることで店舗を
　　知ってもらうチャンスとする 情報のあるところに

人は集まるのね！

旅行者データの分析結果の活用例②
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データを比較／分析
で新しい価値を発見
できそうだ！

観光デジタル
情報PF

もっと来客者数を増や
すために何ができる？

いちご狩り
農園経営

データ利活用基盤へ登録

従来の来客層

子連れファミリー

女性グループ

今まで

従来のプロモーション 現　状

近隣の幼児を招待し保護者の口コミでの
拡散を期待
地元フリーペーパー等での広告掲載 など

それなりの効果はあるものの
この先、来客数を増やすには
はどうしたらいいんだろう…

住まい地域 年齢 消費金額 グループ構成 滞在時間 その他訪問先交通手段

訪問者のデータを取得

いちご狩り農園
データ

情報登録

など

なるほど！
そういうことだったのか！

A市　１０%　
B市　５５%
C市　２０%
D市　１５%

B市からの訪問者が多い
ことがわかった。
今後はB市への広告を
充実させていこう！

１人
２人
３～５人
６人以上

家 族
友 達
親 戚
団 体

やっぱり女性に人気だ。
リピーターになってもらうため
の企画を考えよう！

動物園、カフェ、
公園、パン屋

など

どの事業者と連携するとメリットがある
のかわかった。
訪問者の「他にどこへ行こうかな？」
に応える場所となるチャンス！

３名
様以
上お
１人
無料C市

A市

B市
D市

デジタルスタンプラリー

旅行者データの分析結果の活用例③
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観光デジタル情報プラットフォームの他分野展開

食
県産品データと連携

文化/芸術

文化/芸術活動を観光対象に追加

防　災
災害情報システムとの連携

道路交通情報システムとの連携
交　通

くらし/生活
街中へのセンサーやカメラ設置

旅行者へ旬の食材紹介、
食せる場所、購入場所の案内

混雑状況等より効率的な
移動の案内

災害発生時に、避難通知や
避難場所の案内

混雑状況の情報発信

予約／決済システムの導入

ＮＧＳＩ形式のＡＰＩを搭載
　　・ ＮＧＳＩ：Next Generation Service Interface　の略

　　・ 異なるアプリケーション間でデータ連携するためのインターフェース

　　　（日本発のネットワークAPIの国際標準規格）

　　・ このため、様々な分野のデータと連携することが可能

※ ただし、ＮＧＳＩ形式で、データを連携するためには、
　連携先とのデータモデルの共通化が必要である。
　　これまで、社会において、データの共有化に関する取組を
　してこなかったことから、この仕組みを活かすためには、
　まずは、データモデルの共通化を促進する必要がある。 18


