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 GPSデータを用いた来場者人流特性統計分析手法とシステムツール

Visitors’ Flow Statistical Analysis Method and System Tool using GPS data

白 林＊・卯月 盛夫＊* 

Lin Bai*･Morio Uzuki** 

The article is to develop a method and system tool for statistical analysis of visitor flow by using mobile phone GPS 

location data. The MySQL database were developed and QGIS tool were implemented. By the combination of the 

two systems, we developed a tool to provide the geographical visibility of visitors' stay and movement, which is 

aimed to provide the applicability and mythology of GPS big data technology in architecture and urban planning. 
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1. はじめに

近年，ICT(Information and Communication Technology,

情報通信技術) の急速な進歩により多様なビッグデータが

登場している。これらのビッグデータの活用は様々な分野で

検討されており，総務省は統計データとして利活用を推進し，

地方公共団体に活用する課題解決の支援を行っている注 1)。

国土交通省もビッグデータの特徴を踏まえ，総合都市交通体

系調査におけるビッグデータと PT(Person Trip, パーソン

トリップ) 調査データの組み合わせによる新たな分析方法

を示す運用手引きを発行し，活用を推進している注 2)。

都市計画分野においても，「人の動き」に着目する

GPS(Global Positioning System, 全地球測位システム) 等

による位置情報が取得できるビッグデータがあり，これらの

データの活用への期待が高まっている。 

しかしながら，ビッグデータは元々コンピュータ・サイエ

ンスの研究主題のひとつであり，建築や都市分野の従来の物

的空間を扱うアプローチの領域ではない。昨今の感染症対策

と with コロナの新しい生活様式の取入れにより，ビッグデ

ータやスマートフォンアプリに基づく人の行動や人流特性

の分析手法の都市計画分野における防災対応、避難行動及び

スマート・プランニングの重要性が益々高くなっている。

携帯電話基地局データ、GPS データ、Wi-Fi アクセスポ

イントデータは一般的に人の移動を関連するビッグデータ

として扱う。筆者は，先行研究として 5 台の Wi-Fi パッケト

センサを用いて，横浜みなとみらい２１（以下 MM21 とい

う）地域における人々が携帯する Wi-Fi 機器の管理パケッ

トデート収集をもとに，人の移動、滞留状況の分析を試みた

1)。しかし，Wi-Fi パケットセンサのデータ収集は設置箇所

に限定されており，一定範囲のみの人の滞留特性を解析する

ことが可能である。また，設置位置をもとに人の移動を推定

するため，緯度経度による高精度の位置を把握することは困

難である。 

 そこで，本研究は Wi-Fi パッケトセンサによる人流特性

の先行研究を踏まえ，通信事業者やアプリ提供事業者の携帯

電話等の GPS 機能による広い範囲で取得できる緯度経度の

ある正確な位置情報を提供する携帯電話 GPS データに基づ

く人流特性の分析システムを構築する。また、建築と都市計

画分野における GPS ビッグデータの解析と結果の地理空間

への掲示と連携に新たなプロセスの検討、構築する手法と参

照事例の提供を目的とする。 

２．既往研究と本研究の位置づけ 

三菱総合研究所は平成 31 年までの観光、防災、産業振興、

農林水産業振興、インフラまちづくり等分野にビッグデータ

を活用する際のポイントや事例，統計データとビッグデータ

を組み合わせて活用することによるメリットや課題につい

て整理したところ，その多くは都市交通分野において実施さ

れていたことが分かった注 1)。その内，森尾らは都市交通分野

におけるビッグデータの応用に関して，携帯電話基地局デー

タ、携帯電話 GPS データ、Wi-Fi アクセスポイントデータ

等 3 種類のデータを用いて，都市圏内、地区内の集中量と流

動量をパーソントリップ調査結果と検証し，概ねこれらビッ

グデータによる人の都市圏、地区内の流動と集中量を把握す

ることができると論じた 2)。

建築・都市計画分野におけるビッグデータの活用研究に関

しては，馬場らが ICT 技術を活用し市民参加を促す計画支

援ツール，収集されたシビック・ビッグデータの性質及びア

プリ開発やデータ活用時における一連のプロセスを整理し

た上，都市計画の様々な側面にデータを共有・活用，及びガ

バナンス型ツールとしての発展が望まれると結論している

3)。

瀧澤は現在建築分野で用いられているデータマイニング
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 方法を整理した上，建築分野の応用に新たな分析手法の開発

の必要性と今後の課題について論じている 4)。武田らはビッ

グデータを活用するため GIS(Geographic Information 

System, 地理情報システム) と連携し，都市の現状と将来予

測に関する携帯電話 GPS 情報・センシング技術の都市解析

における更なる可能性について報告をしている 5)。 

菊地らは GPS データの他，ロケーションベースのソーシ

ャルネットワークデータ（Twitter 等）による都市計画分野

の活用を検討し，Twitter 利用者投稿した文書から特定単語

やジオタグから人の動きや流れ分析と都市計画分野で実行

可能性を検討した 6)。また，川除は都市における人流のビッ

クデータの分析例とデータ利活用型都市マネジメントの方

向性を紹介し，今後データを利活用するまちを効率よく徹底

的に使いこなすアプローチが重要となると論じた 7)。 

これら建築・都市計画分野での研究は，ビッグデータ技術

を活用する重要性を提示し，データを処理するための分析手

法やツールの重要性が共通の課題と挙げられたが、データ解

析プロセスを構築する手法には及びなかった。 

そこで本研究は昨今の感染症対策のニューノーマルに取

り入れたリモートワークやスマートフォンアプリに基づく

人流調査をふまえて、MM21 地域 Wi-Fi パッケトセンサの

人流特性測定の先行研究に加え，携帯電話 GPS データの人

の滞在、移動特性の解析と結果を地理空間に掲示する新たな

プロセスの検討した上、データ分析と表示システムを構築す

る手法及び MM21 全区域の来訪者滞在、移動特性の解析を

検証する。 

３．GPS データ概要 

GPS データとは，スマートフォン等の GPS 機能で取得さ

れる位置情報をもとに，通信事業者やアプリ提供事業者が提

供する移動データである。収集頻度はサービス提供事業者に

より異なり，アプリ起動時のみ収集するもの（現在地測位）

と定期的に移動履歴を収集するもの（定期測位）がある注 2)。 

携帯電話基地局データと比較すると，緯度経度を正確かつ

高頻度で把握できる特徴がある。ただし，GPS は見通しの

良い屋外の位置情報を測位する機能であるため，地下や建物

内では位置情報が取得できない場合がある。地下街、アーケ

ード街、ペデストリアンデッキの下部などの分析には留意が

必要である。 

各事業者が提供している GPS データは，サンプル数、形

式などが異なるが，内容はほぼ同じである。ここでは A 社の

デ ー タ を 例 と し て 示 す 。 デ ー タ の 解 析 方 法 と

QGIS(Quantum GIS )地理情報システムへの掲示する手法

はほとんど同様である。また、GPS データの取得について

は、各事業者に問合せすることになるが、A 社の場合は、CSV

型式の圧縮ファイルで提供される。 

A社のGPSデータは現在地測位と定期測位両方を対応し，

メッシュ型とポイント型二種類として提供している。

(1) メッシュ型 GPS データ

メッシュ型 GPS データは日本全国を各サイズに仕切られ

たメッシュ単位で，GPS アプリユーザを日本総人口規模に

推計したデータである。メッシュサイズは 50m～1km であ

り，最小一時間単位の CSV(Comma Separated Variable)フ

ォーマットとして提供される。メッシュ型 GPS データの主

な項目を表-1 に示す。 

表-1 メッシュ型 GPS データ主な項目

項

番 

項目 データ

タイプ

単位 備考 

1 meshid int 1km メッシュ Id: 8 桁; 

500m メッシュ Id: 9 桁; 

100m メッシュ Id: 11 桁; 

50m メッシュ Id: 12 桁 

例 533905732013 

2 year int 年 4 桁, 例 2020 

3 month int 月 01~12 

4 day int 日 01~31 

5 hour int 時 00~23 

6 population double 人数 

(2) ポイント型 GPS データ

ポイント型は GPS アプリを搭載したスマートフォンから

収集した位置情報を元に推定した居住地周辺のログを秘匿

化処理した位置情報データである。 

携帯電話の OS と移動状態にもよるが，大体 1 分～数分程

度の頻度でデータが更新される。また，GPS 装置ごとにユニ

ックなデイリーID(DailyID)が付いているため，来訪者移動

の追跡が可能である。ただし，来訪者プライバシーを配慮す

るため，追跡は最大一日間である。加えて，データに移動速

度と移動方向も含まれるため，移動手段（歩行、車、電車）、

移動先の特定も可能である。ポイント型 GPS データの主な

項目を表-2 に示す。 

表-2 ポイント型 GPS データ主な項目 

項

番 

項目 データ

タイプ

単位 備考 

1 meshid int 100m メッシュ Id: 11 桁; 

2 dailyid Varchar GPS ユーザーを識別するため

の Id 

2 date date 日付 yyyy-mm-dd 

3 time time 時刻 hhmm 

4 latitude real degree 緯度,例: 35.465779 

5 longitude real degree 経度,例: 139.622190 

6 accuracy real m 
7 plmn int 通信網識別番号,例: 44020 

8 speed real m/s 移動速度 

9 direction real degree 北を 0 として時計回り角度 

４. GPS データの統計分析と地理空間表示する方法

GPS データを分析処理するにはまずデータベースの構築

が必要である。本研究はフリーウェアの MySQL を利用して

データベースとデータ解析システムを構築する注 3)。 

また、GPS データを導入するため SQLyog GUI ツールを

利用する注 4)。 

事業各社が提供する GPS データの構造は異なる場合があ

るが、来場者数、滞在位置、滞在時刻など基本データを含め

るのは一般的である。これら基本データの元にデータベース

のテーブルを構築する。A 社 GPS データの場合は、構築す
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 る各テーブルとテーブル間の関係を図-1 に示す。 

人流特性データ解析結果を地図上表示には QGIS を利用

する注 5)。2021 年 6 月 30 日の時点では 3.16.8 バージョンが

リリースされているが，本研究では安定実績のある 3.4 バー

ジョンを導入する。

図-1 MySQL データベースとテーブル構造 

本研究の GPS データ解析及び結果を地図上表示するのプ

ロセスを図-2 に示す。

図-2 GPS データ解析と可視化プロセス 

訪問者数、滞在時間、移動状況は都市計画の基本データで

あるため、以下 9 つの側面からこれらの基本データの分析ア

ルゴリズムを説明する。

(1) 来訪者数と時間帯別変化

構築されたデータベースから特定メッシュ ID と時間帯を

指定し、来訪者抽出する。複数メッシュ ID を含めるエリア

に対しては、来訪者数の合計を出力する。 

(2) 全来訪者の訪問痕跡

全来訪者の訪問痕跡は人が多く訪問する集客力が高い場

所を示す。本解析システムでは GPS データに含まれる経緯

度を QGIS のベクターレイヤーのジオメトリとして定義し，

QGISと連携により全来訪者の訪問痕跡を地図上に表示する。 

(3) 来訪者訪問のヒートマップ

来訪者がどの頻度で各エリアを訪問するかは来訪者訪問

のヒートマップにより表す。本解析システムは QGIS と連携

し、来訪者の位置、訪問頻度を QGIS の「Heatmap」シンボ

ルの入力データとして来訪者訪問のヒートマップを作成す

る。 

(4) 特定エリアの来訪者数と流入・流出先

今までの調査では調査データの収集と処理に時間がかか

ることに対し，本 GPS データ分析システムでは簡単かつ迅

速に特定エリアの来訪者数と流入・流出先を計算することが

できる。 

図-3 において，あるエリア（例メッシュ B）の特定時間の

来訪者の流入、流出の判断及び計算アルゴリズムは下記にな

る。 

a. 各来訪者（dailyid）の特定時間のデータレコード（デ

ータログ n）に対し，その前の位置情報（データレコ

ード(n-1)のメッシュ ID、meshid_pre）とその後の位

置情報（データレコード (n+1)のメッシュ ID、

meshid_post）を抽出する。

b. その前のメッシュ ID meshid_pre と現在のメッシュ

ID が異なる場合は流入と判断する。

c. その後のメッシュ ID meshid_post と現在のメッシュ

ID が異なる場合は流出と判断する。

また，流入・流出先の位置情報から，流入・流出先の傾向

を把握することが出来る。なお，関係者の同意を得て通信回

線申込者情報が分れば，主要駅及び駅周辺の来訪者の性別、

年齢層別の流入・流出先を集計することもできる。 

図-3 メッシュ B に出入りする人の判断 

(5) 来訪者の滞在時間分布

今までの調査では、調査員の事後アンケートによる調査す

るケースが多かったが，データ収集に時間がかかることと記

憶の不確定性に対し，本 GPS データ分析システムでは迅速

且つ正確に集計することができる。 

特定エリア内来訪者の滞在判断および滞在時間の計算は

下記のアルゴリズムに従って行う。 

a. 各来訪者（dailyid）のあるエリア内の特定時間現在の

データレコード（データログ n）の位置情報（メッシ
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 ュ ID、meshid）、タイムスタンプ（hour, minute）と

その前のデータレコード（n-1）の位置情報（メッシ

ュ ID、meshid_pre）、タイムスタンプ（hour_pre, 

minute_pre）を抽出する。 

b. 現在の位置情報 meshid とその前の位置情報

meshid_pre が同じである場合は滞在と判断する。

c. 両データレコードのタイムスタンプの差は滞在時間

になる。連続滞在する場合は各タイムスタンプ差の合

計を滞在時間にする。

(6) 来訪者移動手段別の人口分布

GPS データに収集された来訪者移動速度から，以下の速

度段階から移動手段判断する。 

0 ~ 10Km/h 歩行、10 ~ 20Km/h 自転車、20 ~ 40Km/h 、

40Km/h 以上は電車。 

もちろん，ここでの各速度段階に適用される交通手段は厳

密ではなく単なる推測である。 

(7) 来訪者移動の追跡

GPS データから特定来訪者の時間順位の位置情報を抽出

し，QGIS の“Time Manager”プラグインと併用により位

置情報を動的に表示させる。また，移動軌跡を記録するため，

QGIS の“Points to path” プロセッシングツールを利用し

て移動路線を描画と記録する。 

また、東京大学空間情報科学センターが提供する Mobmap

フリーアプリを利用して全来訪者(ディリーID から区別す

る)移動軌跡の動的表示をする注 6)。携帯電話の事業者を識別

するための公衆携帯電話網 (PLMN, public land mobile

network) を利用して移動軌跡を色分けることもできる。

(8) ある断面を通過する人数

本 GPS データ分析システムでは Mobmap と連携し，”

Gate dock”->”Line Gate”機能による任意両点間の連線を

横切る人数をカウントする。これにより主要断面における歩

行者の交通量を把握する。 

(9) 歩行者の移動状況

GPS データの移動速度、移動方向(北を 0°として時計回

りに 359.999°までの角度)から，移動速度を QGIS の SVG 

marker 矢印の長さ、移動方向は矢印の角度として変換し，

歩行者の移動経路、移動速度と移動方向を表示する。 

５. GPSデータの統計分析と地理空間表示のシステムツー

ル

以上各機能を実現される GPS データ分析と表示システム

のメインメニューは図-4 に示す。 

これら全てのメニューとプロセスは Windows10 の 64 ビ

ット OS、Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU 及び 16.0GB 

RAM を搭載した Dell 社製 Latitude E7450 モーデルノート

パソコンで実現する。 

図-5 は平日の各時間帯の平均来場者数(人数/時間)をデー

タベースクエリするための連携画面である。図-6 は平均来場

者数(人数/時間)結果を QGIS の地理空間(メッシュ単位)に表

示画面例である。

図-4 GPS データ解析と表示するシステム 

** GPS データ解析メニュー ** 

[1] 来訪者数と時間帯別変化

[2] 全来訪者の訪問痕跡

[3] 来訪者訪問のヒートマップ

[4] 特定エリアの来訪者数、流入・流出と立寄り先

[5] 来訪者の滞在時間分布

[6] 来訪者移動手段別の人口分布

[7] 来訪者移動の追跡

[8] ある断面を通過する人数

[9] 歩行者の移動状況

[exit] 終了 

メニュー番号を入力又は”exit”で終了してください。

選択[1]: 

エリアメッシュ IDs(複数可):

訪問時間帯別(YYYY-MM-DD-HH): 

選択[2]: 

市区町村コード(複数可):(例：横浜市中区 14104): 

訪問時間帯又は訪問日(YYYY-MM-DD-HH、YYYY-MM-DD): 

選択[3]: 

市区町村コード(複数可):(例：横浜市中区 14104): 

訪問時間帯又は訪問日(YYYY-MM-DD-HH、YYYY-MM-DD): 

選択[4]: 

エリアメッシュ IDs(複数可):

訪問時間帯別(YYYY-MM-DD-HH): 

流出先結果を出力するファイル名(例 move-out.csv): 

流入先結果を出力するファイル名(例 move-out.csv): 

選択[5]: 

市区町村コード(複数可):(例：横浜市中区 14104。デフォルト:全て): 

滞在時間間隔(分。例 10,30,60,120,240) 

選択[6]: 

市区町村コード(複数可):(例：横浜市中区 14104。デフォルト:全て): 

移動速度間隔(Km/h,例 10,20,40) 

選択[7]: 

特定来訪者 (1)又は全て来訪者(0)に移動軌跡(1,0): 

特定来訪者のディリーId(): 

訪問時間帯又は訪問日(YYYY-MM-DD-HH、YYYY-MM-DD): 

選択[8]: 

Mobmap Web ツールに移動する。よろしいでしょうか(y or n)? 

選択[9]: 

市区町村コード(1)又はメッシュ IDs(0): 

市区町村コード(複数可)(例：横浜市中区 14104): 

エリアメッシュ IDs(複数可):

訪問時間帯又は訪問日(YYYY-MM-DD-HH、YYYY-MM-DD): 

歩行速度(Km/h,例 10): 
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図-5 連携された DB クエリシステム画面 

図-6 連携された来場者訪問の QGIS 地理位置表示画面 

６. おわりに

本稿では GPS 位置データの基に、MySQL データベース

と QGIS 地理情報システムを用いて、都市と建築計画の視点

から、以下の側面から来場者人流特性の統計分析方法及び分

析するツールを開発した。 

来訪者数と時間帯別変化 

全来訪者の訪問と滞在痕跡 

来訪者訪問のヒートマップ 

特定エリア来訪者の滞在、流入・流出と流出先の統計 

来訪者滞在時間分布 

来訪者移動手段別の人口分布 

来訪者移動の軌跡 

ある断面を通過する人数 

歩行者利用経路の移動状況 

これらのデータは従来の調査員の目測や事後アンケート

による調査は収集時間がかかることとデータの不確定性に

対し，本文の GPS 分析と表示するシステムでは，直観且つ

迅速に結果を地図上に掲示することが可能となる。 
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注 
注 1) 株式会社三菱総合研究所，ビッグデータを活用した
行政課題解決に関する調査研究，平成 31 年 3 月。 

注 2) 国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室，総合
都市交通体系調査におけるビッグデータ活用の手引き
【第１版】，平成 30 年 6 月。 
注 3) MySQL 製品：https://www.mysql.com/jp/products/ 
（アクセス：2020 年 12 月 1 日）。
注 4) SQLyog 製品：https://webyog.com/product/sqlyog/
（アクセス：2020 年 12 月 1 日）。
注 5) QGIS について：https://qgis.org/ja/site/ （アクセ
ス：2020 年 12 月 1 日）。

注 6) Mobmap, Visualization and Analysis of Movement 
Data: https://shiba.iis.u-
tokyo.ac.jp/member/ueyama/mm/ （アクセス：2020 年
12 月 20 日）。 

注 7) 行政管理庁, 統計に用いる標準地域メッシュおよび
標準メッシュコード, 行政管理庁告示第 143 号, 1973。 

注 8) 政府統計の総合窓口: https://www.e-
stat.go.jp/gis/statmap-search?type=1（アクセス：2021
年 1 月 1 日）。 

注 9) 国土数値情報ダウンロード: 
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html#koutsuu （アク
セス：2021 年 1 月 1 日）。
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