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はじめに 

日本政府観光局（以下、JNTO）では、観光情報や安全、利便性に関する情報など、日

本を観光する外国人目線で旅行に役立つ情報を集約したスマートフォン向け観光情報アプ

リ「Japan Official Travel App」（以下、JNTO アプリ）を提供しています。JNTO アプリ

ではユーザーの許諾の元、位置情報やアンケート回答結果などのデータを収集しており、

これらのデータを統計化することで、日本全国の観光動態を分析、把握し、日本の観光振

興に役立てています。 

観光産業に携わる多くの方にこれらのデータをご活用いただけるよう、JNTO アプリか

ら取得した位置情報およびアンケート回答結果を統計化したデータを日本の観光統計デー

タサイト（https://statistics.jnto.go.jp/ 以下、統計データサイト）にダッシュボードとし

て掲載しています（「訪日旅行の動態を調べる」に掲載しているダッシュボードです）。

本マニュアルでは、データの集計仕様や用語、操作方法について説明をします。データの

活用例は、統計データサイトに掲載している「データ活用コラム（URL）」をぜひ参考に

してください。 

  

https://statistics.jnto.go.jp/
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Japan Official Travel App と取得データ 

「Japan Official Travel App」（JNTO アプリ）は訪日外国人旅行者を対象に、地方を含

む日本全国の観光施設の紹介や移動の案内など、訪日旅行に必要な情報を集約したスマー

トフォン向けの観光情報ポータルアプリです。日本全国の観光情報記事や飲食店検索機

能、経路案内機能等の一般的な観光情報の提供を行うことに加え、観光庁が所持する緊急

時の災害情報や外国語対応の病院の検索機能等、訪日外国人旅行者の安全や利便性に関す

る公的な情報を一元的に提供することを特徴としています。 

 

「Japan Official Travel App」概要 

1. アプリケーションの特徴 

① 外国人ライターを活用し、全国の観光情報記事を各言語別※に定期的に発信 

※対応言語：英語、韓国語、中国語（繁体字・簡体字） 

② 経路検索、ナビゲーション機能の提供 

➢ 駅ナンバリングを利用した駅検索と乗換経路案内表示 

➢ 全国の電車・バス・フェリー・徒歩などの移動手段を組み合わせた経路検索 

③ 位置情報に基づいたスポット検索機能の提供 

➢ 現在地周辺の観光スポット、免税店、ATM、手荷物預かり所の案内 

➢ 外国語対応の病院、観光案内所、無料 Wi-Fi スポット、駅の情報については、

オフライン状態であっても情報の一部を提供 

④ 訪日外国人旅行者向け周遊パス情報を提供 

⑤ 災害時情報提供サイト「Safety tips for travelers」との連携により緊急時に必要な情

報を提供 

⑥ 訪日外国人旅行者に便利な民間企業等の観光アプリの紹介 

2. 対応言語 

➢ 英語、韓国語、中国語（繁体字・簡体字） 

3. URL（ダウンロードおよび利用料金：無料） 

➢ アプリ紹介ページ：http://www.jnto.go.jp/smartapp/ 

 

 

http://www.jnto.go.jp/smartapp/
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図 Japan Official Travel App 画面イメージ 

 

JNTO アプリでは、アプリ初回起動時にデータ取得に対しての許諾画面を表示し、デー

タの取得に合意をしたユーザーのデータのみを収集しています。統計データサイトでは収

集されたデータのうち、位置情報データ（GPS データ）およびアンケート回答結果データ

を集計し、地域や属性ごとの観光動態を自由に閲覧できるダッシュボードを掲載していま

す。許諾内容はアプリ使用中にも変更が可能で、途中で許諾内容を変更した場合、変更後

のデータ取得に設定が反映されます。また、ユーザーからデータ削除依頼があった場合に

は、過去データにおいても遡って削除を行っており、おおよそ 1～2 ヶ月程度で反映され

ます。 

 

図 データ取得許諾画面 
データ取得許諾画面
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利用データ概要 

1. 位置情報データ（GPS データ） 

① 取得情報 

➢ 取得日時付きの緯度経度情報 

② 取得間隔 

➢ 2 分間隔での常時測位※ 

※詳細な取得仕様はユーザーの端末の OS 仕様に依存します 

※ユーザーによって位置情報へのアクセスを「常に許可」の設定をされている場合

は、アプリを使用していない間の位置情報も取得しています 

③ 取得エリア 

➢ 日本全国（日本国外は対象外） 

 

2. アンケートデータ 

① 取得情報 

➢ 国籍 

➢ 訪日回数 

➢ 居住地（日本在住か、日本以外在住か） 

② 取得方法 

➢ JNTO アプリ初回起動時にアンケートを表示※ 

※回答をスキップした場合は属性不明の扱いとなります 

※回答が得られていない場合は、再度アンケート画面を表示しています 
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データの抽出および加工方法 

統計データサイトの「訪日旅行の動態を調べる」に掲載しているダッシュボードには外

国人旅行客を対象としたデータを掲載しています。掲載にあたり、1. 外国人旅行客のデー

タの抽出、2. 位置情報データ（GPS データ）の補間処理、3. 匿名化のための統計処理の

加工を行っています。 

 

データ加工の概要 

1. 外国人旅行客のデータの抽出 

➢ アンケート回答結果より、「日本人ではない」かつ「日本在住ではない」ユーザー

を抽出 

➢ 上記のユーザーのうち、位置情報データから日本国内での滞在日数を判定し、滞在

期間 30 日以下のユーザーを抽出（長期滞在者を除外） 

 

2. 位置情報データ（GPS データ）の補間処理 

➢ 端末の電池消費量を最小限にするため、一定時間移動が見られない場合には GPS

データの取得を停止している 

➢ 直前の測位から 24 時間以内に同一 1km メッシュ内で測位があれば、その未測位で

あった時間帯は対象メッシュにいたとみなして補間を行う。 

 

3. 匿名化のための統計処理 

➢ 緯度経度情報はエリア（都道府県、市区町村、メッシュ等）ごとに集計 

➢ 集計結果一定サンプル以上のデータが観測された情報のみを掲載対象とする 
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用語集 

位置情報データ（以下、GPS データ）で扱う用語の定義について説明します。 

 

測位 

GPS データによる緯度経度情報が取得できた状態。1 点でもデータを取得できれば測

位として扱う。 

滞在 

同じ場所で一定時間以上連続して GPS データが測位された状態。統計データサイト

に掲載しているデータでは、同一 1km メッシュ内で 30 分以上連続して GPS データ

が測位された場合に滞在と判定している。1km メッシュよりも大きなエリアでの集

計、例えば、都道府県や市区町村においては、対象エリア内に滞在判定された 1km メ

ッシュが 1 つでも存在する場合に、その都道府県/市区町村で滞在があったものとし

て集計を行う。なお、1km メッシュが複数の都道府県/市区町村にまたがる場合は、

対象の 1km メッシュに占める面積が最も大きい市区町村に属するものとしている。 

図 市区町村での滞在判定イメージ 

宿泊 

18 時～翌 3 時の間に最後に滞在された場所。翌日以降にも GPS データが測位された

場合に宿泊の判定を行う。（翌日以降に GPS データが測位されない、例えば帰国し

た場合には最後の滞在場所を宿泊と判定しない。） 

滞在
あり

滞在
あり
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世界の地域区分 

国籍のアンケート結果より、回答のあった国・地域を東アジア、アジア（東アジアを

除く）、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニア、その他に区

分している。各国・地域の区分は、法務省「出入国管理統計表」での分類に準拠して

おり、アジアについては東アジア（韓国、中国、台湾、香港）とアジア（東アジアを

除く）に分類している。 

訪日経験 

訪日回数のアンケート結果より、訪日経験なし、もしくは初めての日本旅行の回答を

初訪日客、2 回目以降の回答をリピーターとして集計している。 

滞在日数 

滞在された日数。1 日のうちに一度でも滞在がされていれば、その日に滞在があった

ものとみなす。 

旅行者数 

訪日旅行者のサンプル数。同じ場所に複数回滞在された場合も 1 人としてカウントさ

れる。同一ユーザーで複数回日本に訪れている場合には、旅行ごとに別のユーザーと

して集計を行う。日本国内で GPS データが 7 日以上測位されない場合に、一度帰国

して再度日本を訪れたものとして、1 回の旅行を定義している。 

滞在回数 

対象エリアに滞在した回数。同一旅行者が同じ市区町村内に留まり続けている限り滞

在回数は 1 回となるが、他の場所に滞在後、再び同じ場所に戻ってきて滞在した場合

には別の滞在とみなす。また 1 日の切り替えである午前 3 時を跨いで滞在があった場

合には、別の滞在とみなす。時間帯別に集計を行う際には、時間帯の境界になる時間

を跨いで滞在があった場合に別の滞在とみなす。 
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宿泊回数 

対象エリアに宿泊した回数。日別に回数をカウントしており、連日宿泊した場合もそ

れぞれ別の宿泊とみなす。 

前後滞在地 

3 時から翌 3 時を 1 日として、1 日のうち対象の市区町村及び都道府県に滞在する直

前、直後に滞在されていた市区町村を集計したデータ。前後の滞在地が判定できたデ

ータのみを集計対象としている。 

周遊ルート 

3 時から翌 3 時を 1 日として 24 時間以内に滞在された市区町村を順番につないだも

の。1 日 24 時間以内の滞在場所を数珠繋ぎに把握することができる。 

 

図 周遊ルートの集計イメージ 
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ダッシュボードについて 

統計データサイトの「訪日旅行の動態を調べる」では、都道府県や市区町村など訪問地

域別のデータや具体的な訪問場所を把握するためのメッシュデータを表示するダッシュボ

ードを掲載しています。 

 

掲載中のダッシュボード 

1. 訪日旅行の動態を調べる 

① 訪日旅行の動態概要 

➢ 都道府県別の動態概要 

✓ 選択した都道府県における来訪者の訪問時期や属性、訪問した市区町村

がわかります 

➢ 市区町村ごとの動態比較 

✓ 選択した都道府県において市区町村ごとの来訪者の訪問時期や属性の比

較ができます 

② 訪日旅行者の滞在/宿泊場所 

➢ 市区町村別の滞在ヒートマップ 

✓ 市区町村ごとの滞在状況を把握できます 

➢ メッシュ別の滞在ヒートマップ 

✓ 1km メッシュごとの滞在状況を把握できます 

③ 市区町村間の周遊状況 

➢ 市区町村別の流入出状況 

✓ 選択した市区町村の直前、直後に滞在された市区町村がわかります 

➢ 1 日の訪日旅行ルート 

✓ 24 時間以内（3:00～翌 3:00）の市区町村間の移動状況が把握できます 

 

データ更新頻度 

毎月月末までに前月までに取得したデータを取り込んで更新を行っています。ユーザー

からのデータ削除依頼に対応するため、過去データについても情報が更新される可能性が

あります。 
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基本的な使い方とマニュアルの構成 

各ダッシュボードにはフィルターを用意しており、都道府県や市区町村、世界の地域区

分、属性を絞り込んだデータの閲覧が可能です。フィルターはダッシュボード内のすべて

のデータに反映されます。 

 

 

本マニュアルではダッシュボードごとに、各グラフの見方と、設定可能なフィルターにつ

いてまとめています。 

  

フィルター

データ

クレジット

注釈
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訪日旅行の動態概要 

都道府県別の動態概要 

選択した都道府県における来訪者の訪問時期や属性、訪問した市区町村がわかります。 

 

 

グラフの見方 

1. 滞在/宿泊回数の推移 

➢ 選択した国・地域の旅行者における、都道府県内月別の滞在/宿泊回数の推移です。 

➢ 年間を通してどの時期に来訪者が多いのかトレンドがわかります。 

2. 訪日経験 

➢ 選択した国・地域の旅行者かつ選択した都道府県に滞在した旅行者の、訪日経験（初

訪日客/リピーター）の内訳です。 

➢ 日本への来訪経験を集計したもので、選択した都道府県への来訪経験ではありませ

ん。 

フィルター

1

2 3

4

5
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➢ 同一ユーザーが複数回滞在した場合でも、ユーザーの重複を除いた旅行者数で集計

を行っています。 

3. 滞在日数 

➢ 選択した国・地域の旅行者が選択した都道府県内に何日滞在していたかの内訳で

す。 

➢ 同一ユーザーが複数回滞在した場合でも、ユーザーの重複を除いた旅行者数で集

計を行っています。 

4. 市区町村別訪問率 

➢ 各市区町村の滞在回数の総数を 100 とした場合の、各市区町村の滞在回数が占め

る割合が多い順にランキングで掲載しています。 

➢ 一人の利用者が複数の市区町村で滞在した場合にはそれぞれの市区町村でカウン

トされるため、各市区町村の滞在回数の合計は現実の訪日者数よりも多い場合が

あります。 

5. 市区町村別宿泊率 

➢ 各市区町村の宿泊回数の総数を 100 とした場合の、各市区町村の宿泊回数が占め

る割合が多い順にランキングで掲載しています。 

➢ 一人の利用者が複数の市区町村で宿泊した場合にはそれぞれの市区町村でカウン

トされるため、各市区町村の宿泊回数の合計は現実の訪日者数よりも多い場合が

あります。 

 

フィルターによる絞り込み 

都道府県 

47 都道府県から表示させたい都道府県を 1 つ選択できます。初期表示時は「北海道」が

選択されています。 

 

北海道 東京都 滋賀県 香川県 

青森県 神奈川県 京都府 愛媛県 

岩手県 新潟県 大阪府 高知県 

宮城県 富山県 兵庫県 福岡県 

秋田県 石川県 奈良県 佐賀県 

山形県 福井県 和歌山県 長崎県 

福島県 山梨県 鳥取県 熊本県 

茨城県 長野県 島根県 大分県 

栃木県 岐阜県 岡山県 宮崎県 
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群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県 

埼玉県 愛知県 山口県 沖縄県 

千葉県 三重県 徳島県  

 

世界の地域区分 

国籍を世界の地域区分ごとに表示/非表示の切り替えができます。複数選択が可能で、「す

べて」にチェックを入れると、すべての地域区分の国籍のユーザーを対象にしたデータが表

示されます。初期表示時は「すべて」が選択されています。データがない場合には選択肢に

表示されません。 

 

東アジア 

アジア（東アジアを除く） 

ヨーロッパ 

アフリカ 

北アメリカ 

南アメリカ 

オセアニア 

その他 
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市区町村ごとの動態比較 

選択した都道府県において市区町村ごとの来訪者の訪問時期や属性の比較ができます。 

  

 

グラフの見方 

1. 市区町村別滞在回数の推移 

➢ 選択した国・地域の旅行者における、市区町村内月別の滞在回数の推移です。 

➢ 年間を通してどの時期に来訪者が多いのかトレンドがわかります。 

2. 市区町村別宿泊回数の推移 

➢ 選択した国・地域の旅行者における、市区町村内月別の宿泊回数の推移です。 

➢ 年間を通してどの時期に宿泊者が多いのかトレンドがわかります。 

3. 訪日経験 

➢ 選択した国・地域の旅行者かつ選択した市区町村に滞在した旅行者の、訪日経験（初

訪日客/リピーター）の内訳です。 

➢ 日本への来訪経験を集計したもので、選択した都道府県への来訪経験ではありませ

ん。 

フィルター

1

2

3 4
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➢ 同一ユーザーが複数回滞在した場合でも、ユーザーの重複を除いた旅行者数で集計

を行っています。 

4. 滞在日数 

➢ 選択した国・地域の旅行者が市区町村内に何日滞在していたかの内訳です。 

➢ 同一ユーザーが複数回滞在した場合でも、ユーザーの重複を除いた旅行者数で集

計を行っています。 

 

 

フィルターによる絞り込み 

都道府県 

47 都道府県から表示させたい都道府県を 1 つ選択できます。初期表示時は「北海道」が

選択されています。 

 

北海道 東京都 滋賀県 香川県 

青森県 神奈川県 京都府 愛媛県 

岩手県 新潟県 大阪府 高知県 

宮城県 富山県 兵庫県 福岡県 

秋田県 石川県 奈良県 佐賀県 

山形県 福井県 和歌山県 長崎県 

福島県 山梨県 鳥取県 熊本県 

茨城県 長野県 島根県 大分県 

栃木県 岐阜県 岡山県 宮崎県 

群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県 

埼玉県 愛知県 山口県 沖縄県 

千葉県 三重県 徳島県  

 

 

市区町村 

選択した都道府県内の市区町村が表示されます。複数選択が可能です。初期表示時は、「す

べて」が選択されています。データがない場合には選択肢に表示されません。 

 

 

世界の地域区分 

国籍を世界の地域区分ごとに表示/非表示の切り替えができます。複数選択が可能で、「す
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べて」にチェックを入れると、すべての地域区分の国籍のユーザーを対象にしたデータが表

示されます。初期表示時は「すべて」が選択されています。データがない場合には選択肢に

表示されません。 

 

東アジア 

アジア（東アジアを除く） 

ヨーロッパ 

アフリカ 

北アメリカ 

南アメリカ 

オセアニア 

その他 
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旅行者の滞在/宿泊場所 

市区町村別の滞在ヒートマップ 

市区町村ごとの滞在状況を把握できます。 

 

 

グラフの見方 

1. 市区町村別滞在ヒートマップ 

➢ 市区町村ごとに滞在回数を集計したヒートマップです。 

➢ 表示対象内でのサンプル数に応じて色のグラデーションが設定され、色が濃いほど

滞在回数が多くなります。 

➢ 日中（6:00～17:59）または、夜間（18:00～5:59）別にデータを閲覧可能で、日中

の観光地、夜の宿泊地を把握することができます。 

 

フィルター

1
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フィルターによる絞り込み 

都道府県 

47 都道府県から表示させたい都道府県を複数選択できます。初期表示時は「北海道」が

選択されています。 

 

北海道 東京都 滋賀県 香川県 

青森県 神奈川県 京都府 愛媛県 

岩手県 新潟県 大阪府 高知県 

宮城県 富山県 兵庫県 福岡県 

秋田県 石川県 奈良県 佐賀県 

山形県 福井県 和歌山県 長崎県 

福島県 山梨県 鳥取県 熊本県 

茨城県 長野県 島根県 大分県 

栃木県 岐阜県 岡山県 宮崎県 

群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県 

埼玉県 愛知県 山口県 沖縄県 

千葉県 三重県 徳島県  

 

 

世界の地域区分 

国籍を世界の地域区分ごとに表示/非表示の切り替えができます。複数選択が可能で、「す

べて」にチェックを入れると、すべての地域区分の国籍のユーザーを対象にしたデータが表

示されます。初期表示時は「すべて」が選択されています。データがない場合には選択肢に

表示されません。 

 

東アジア 

アジア（東アジアを除く） 

ヨーロッパ 

アフリカ 

北アメリカ 

南アメリカ 

オセアニア 

その他 
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訪日経験 

初訪日客またはリピーターに絞り込んだデータを表示できます。初期表示時はすべてが

選択されています。データがない場合は選択肢に表示されません。 

 

初訪日 

リピーター 

 

時間帯 

滞在した時間帯別にデータを表示できます。初期表示時は全日が選択されています。 

 

全日 

日中（10:00～17:59） 

夜間（18:00～5:59） 
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メッシュ別の滞在ヒートマップ 

1km メッシュごとの滞在状況を把握できます。 

 

 

グラフの見方 

1. 1km メッシュ別滞在ヒートマップ 

➢ 1km メッシュごとに滞在回数を集計したヒートマップです。 

➢ 表示対象内でのサンプル数に応じて色のグラデーションが設定され、色が濃いほど

滞在回数が多くなります。 

➢ 日中（6:00～17:59）または、夜間（18:00～5:59）別にデータを閲覧可能で、日中

の観光地、夜の宿泊地を把握することができます。 

 

フィルターによる絞り込み 

都道府県 

フィルター

1
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47 都道府県から表示させたい都道府県を複数選択できます。初期表示時は「北海道」が

選択されています。 

 

北海道 東京都 滋賀県 香川県 

青森県 神奈川県 京都府 愛媛県 

岩手県 新潟県 大阪府 高知県 

宮城県 富山県 兵庫県 福岡県 

秋田県 石川県 奈良県 佐賀県 

山形県 福井県 和歌山県 長崎県 

福島県 山梨県 鳥取県 熊本県 

茨城県 長野県 島根県 大分県 

栃木県 岐阜県 岡山県 宮崎県 

群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県 

埼玉県 愛知県 山口県 沖縄県 

千葉県 三重県 徳島県  

 

市区町村 

選択した都道府県内の市区町村が表示されます。複数選択が可能です。初期表示時は、「す

べて」が選択されています。データがない場合には選択肢に表示されません。 

 

世界の地域区分 

国籍を世界の地域区分ごとに表示/非表示の切り替えができます。複数選択が可能で、「す

べて」にチェックを入れると、すべての地域区分の国籍のユーザーを対象にしたデータが表

示されます。初期表示時は「すべて」が選択されています。データがない場合には選択肢に

表示されません。 

 

東アジア 

アジア（東アジアを除く） 

ヨーロッパ 

アフリカ 

北アメリカ 

南アメリカ 

オセアニア 

その他 
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訪日経験 

初訪日客またはリピーターに絞り込んだデータを表示できます。初期表示時は「すべて」

が選択されています。データがない場合は選択肢に表示されません。 

 

初訪日 

リピーター 

 

時間帯 

滞在した時間帯別にデータを表示できます。初期表示時は「全日」が選択されています。 

 

全日 

日中（10:00～17:59） 

夜間（18:00～5:59） 

 

  



23 

 

市区町村間の周遊状況 

市区町村別の流入出状況 

選択した市区町村の直前、直後に滞在された市区町村がわかります。 

 

 

 

グラフの見方 

1. 市区町村別流入出状況 

➢ 基準となる市区町村に対して前後の滞在地を集計したデータで、流入出状況がわか

ります。 

➢ 基準となる市区町村の前後の滞在地が判定可能であったデータのみを掲載してい

ます。 

➢ 前後の滞在地での絞り込みも可能で、A 市→B 市と移動をした人が、その後、どの

フィルター

1



24 

 

市区町村に滞在したのかを把握することができます。 

 

フィルターによる絞り込み 

世界の地域区分 

国籍を世界の地域区分ごとに表示/非表示の切り替えができます。複数選択が可能で、「す

べて」にチェックを入れると、すべての地域区分の国籍のユーザーを対象にしたデータが表

示されます。初期表示時は「すべて」が選択されています。データがない場合には選択肢に

表示されません。 

 

東アジア 

アジア（東アジアを除く） 

ヨーロッパ 

アフリカ 

北アメリカ 

南アメリカ 

オセアニア 

その他 

 

 

基準：都道府県 

47 都道府県から表示させたい都道府県を 1 つ選択できます。初期表示時は「北海道」が

選択されています。 

 

北海道 東京都 滋賀県 香川県 

青森県 神奈川県 京都府 愛媛県 

岩手県 新潟県 大阪府 高知県 

宮城県 富山県 兵庫県 福岡県 

秋田県 石川県 奈良県 佐賀県 

山形県 福井県 和歌山県 長崎県 

福島県 山梨県 鳥取県 熊本県 

茨城県 長野県 島根県 大分県 

栃木県 岐阜県 岡山県 宮崎県 

群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県 



25 

 

埼玉県 愛知県 山口県 沖縄県 

千葉県 三重県 徳島県  

 

基準：市区町村 

選択した都道府県内の市区町村が表示されます。複数選択が可能です。初期表示時は、「す

べて」が選択されています。データがない場合には選択肢に表示されません。 

 

直前/直後：都道府県 

直前/直後に滞在された都道府県で絞り込んだデータが表示できます。複数選択が可能で

す。初期表示時は、「すべて」が選択されています。データがない場合には選択肢に表示さ

れません。 

 

直前/直後：市区町村 

直前/直後に滞在された市区町村で絞り込んだデータを表示できます。複数選択が可能で

す。初期表示時は、「すべて」が選択されています。データがない場合には選択肢に表示さ

れません。 
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直前の滞在先での絞り込みを行った例 

      

 

 

 

  

奈良県奈良市への流出先（大阪から流入）

大阪から流入した人の大半は
大阪に戻る

流入元を
大阪に限定

奈良県奈良市への流入出

大阪/京都への流入出が約半々

基準のみ指定

奈良県奈良市への流出先（京都から流入）

京都から流入した人の大半は
京都に戻る

流入元を
京都に限定
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1 日の訪日旅行ルート 

24 時間以内（3:00～翌 3:00）の市区町村間の移動状況が把握できます。 

 

 

 

グラフの見方 

① 24 時間以内の周遊ルート 

➢ 選択した都道府県を含む滞在地間の移動のデータです。 

➢ 3 時～翌 3 時を 1 日とし、24 時間以内の移動の動線を知ることができます。 

 

フィルターによる絞り込み 

 

世界の地域区分 

国籍を世界の地域区分ごとに表示/非表示の切り替えができます。複数選択が可能で、「す

フィルター

1
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べて」にチェックを入れると、すべての地域区分の国籍のユーザーを対象にしたデータが表

示されます。初期表示時はすべてが選択されています。データがない場合には選択肢に表示

されません。 

 

東アジア 

アジア（東アジアを除く） 

ヨーロッパ 

アフリカ 

北アメリカ 

南アメリカ 

オセアニア 

その他 

 

 

都道府県 

選択した都道府県を含むルートのみを表示します。初期表示時は「北海道」が選択されて

います。 

 

北海道 東京都 滋賀県 香川県 

青森県 神奈川県 京都府 愛媛県 

岩手県 新潟県 大阪府 高知県 

宮城県 富山県 兵庫県 福岡県 

秋田県 石川県 奈良県 佐賀県 

山形県 福井県 和歌山県 長崎県 

福島県 山梨県 鳥取県 熊本県 

茨城県 長野県 島根県 大分県 

栃木県 岐阜県 岡山県 宮崎県 

群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県 

埼玉県 愛知県 山口県 沖縄県 

千葉県 三重県 徳島県  
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周遊パターン 

表示する周遊ルートについて、県内での周遊ルートまたは他県との周遊ルートに限定し

て表示することができます。初期表示時は「すべて」が選択されています。 

 

すべて 

県内周遊ルート 

他県との周遊ルート 
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よくあるご質問 

地図の移動ができない 

地図上でマウスをドラッグして、地図上のデータが選択される場合は、カーソルが選択

モードになっています。 

 

ビューツールバーの でメニューを展開し、 を選択しましょう。カーソルが選択モ

ードの状態でも、Shift キーを押しながら地図上をドラッグすると地図の移動が可能です。 
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データが表示されない 

フィルターを変更した後など、地図は表示されているのに、データが何も表示されてい

ない場合は、データの表示エリアと表示している地図がずれている可能性があります。ビ

ューツールバーの を押すと、データの表示領域に移動が可能です。 

※地図が表示されない場合は表示できるデータがないため、フィルターを見直してくださ

い。 
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お問い合わせ先 

本マニュアルでは解決できない問題が発生した場合のお問い合わせ、また、本マニュア

ルやダッシュボード、位置情報に関するお問い合わせは以下よりご連絡ください。 

 

 

日本の観光統計データサイト お問い合わせフォーム 

https://statistics.jnto.go.jp/inquiry/ 
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更新履歴 

2021/02/25 初版作成 

 

 


