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あらまし  近年，観光による経済の活性化や交流人口の増加といった効果に注目が集まり，各地域が観光客誘致

に力を注いでいるが，観光マーケティングにおいてプロモーション以外で SNS を活用した取り組みはごく僅かであ

る．しかし，国民生活における SNS の重要性は年々高まっており，今後観光地を発展させるためには SNS を活用

した取り組みが必要不可欠であると考えられる．そこで本研究では，観光マーケティングを支援する SNS の活用法

を示す．本論文では，Twitter のユーザプロフィールを用いた観光地の類型化手法を提案し，さらに観光地同士の関

連性を可視化した観光地ポジショニングマップを作成する． 

キーワード  Twitter，観光，マーケティング，類型化，可視化 

 

1. はじめに  

インターネットやスマートフォンの普及により，

Facebook や Twitter に代表されるソーシャルメディア

による情報の収集・発信が一般化してきている．特に

SNS（Social Networking Service）の利用率は年々増加

しており，2015 年現在，国民の 30%以上が利用するメ

デ ィ ア と な っ て い る [1] ． ま た ， こ う し た ICT

（ Information and Communication Technology）の普及・

発展は観光分野にも多くの影響を与えている．インタ

ーネットの普及により観光客は観光情報を収集するこ

とが容易となったため，ツアー等で有名観光地を巡る

団体旅行から，各個人で趣味嗜好に合った観光地を巡

る個人旅行へと旅行のスタイルは変化している [2]．さ

らに， ICT の発展に伴い，観光協会等の観光客を誘致

する組織は，従来のような公式 Web サイトによる情報

発信だけではなく，多様な形態での観光情報の発信，

観光客のニーズの把握，新たな観光資源の発掘などが

可能となった．しかし，現状としては京都などの限ら

れた地域で先進的な取り組み [3]が行われる一方で，観

光分野におけるステークホルダの多くは小規模組織で

あり， ICT を活用するための資源が不足している [4]．

鈴木らの調査 [5]でも，全国の市町村観光協会の約半数

が SNS を使って地域に関する情報を発信しているが，

実際には，多くの観光協会がアカウントを持っている

だけの状態であり，観光客誘致には貢献できていない

と指摘している．また，日本観光振興協会が全国の観

光協会に対して行ったアンケート調査 [6]でも，市町村

観光協会の取り組みは現地での観光案内やプロモーシ

ョンに偏っており，地域に関する調査や分析はあまり

行われておらず，今後も重点的に取り組む予定はない

と さ れ て い る ． 海 外 の NTO （ National Tourism 

Organization）によるソーシャルメディア利用に着目し

ても，ソーシャルメディアはマーケティングツールと

して重要度が低く，効果的に活用されていないことが

指摘されている [7]．以上のことから， ICT の発展によ

って膨大な量の情報の収集・分析が可能となり，より

緻密な観光地のマーケティングを行う機会が訪れてい

るにもかかわらず，多くの地域はその機会を活かせて

いないと言える．しかし，人口の自然減少が続く日本

において，観光によってもたらされる経済効果や交流

人口の増加は重要な要素であると言える．特に，人口

の自然減少に加えて社会減少も深刻な問題となってい

る地方部の市町村では，魅力的な観光地を形成するた

めのマーケティング活動が必要不可欠であると考えら

れる．  

そこで本研究では，魅力的な観光地を形成するため

の観光マーケティングにおける，内部分析の支援を目

的とした研究を行う．まず，観光協会が情報発信の際

に利用している Twitter アカウントに対し，その全フォ

ロワのユーザプロフィールを分析することで，彼らの

興味や関心を把握する．そしてこの興味・関心の傾向

によって観光地間の類似度を算出し，観光地の類型化

を行う．さらに，観光地同士の関連性を可視化した観

光地ポジショニングマップを作成する．  

本研究により期待できる効果としては，当該地域に

対して関心を寄せるユーザの興味・関心の傾向を把握

することで，地域の魅力や課題，潜在的観光客の探索

の支援が可能になることが考えられる．加えて，観光

地ポジショニングマップを作成することで，当該地域

が現在位置する市場を感覚的に見つけることができる



 

 

ため，差別化を図るべき競合地域や，模倣して追随す

べき地域を把握することが容易になると考えられる．  

 

2. 先行研究  

本章では，本研究に関連する先行研究について述べ，

それらの研究と本研究との違いについて説明する．  

まず，Web 上の情報を使用しない観光地類型化の試

みとしては外村らの研究 [9]が挙げられる．外村らは，

各市町村の入込観光客数や宿泊率，観光施設数などの

観光に関わる統計データを用いることで，観光都市と

非観光都市を分類し，観光都市を更に五つのタイプに

類型化している．  

次に，Web 上の情報を基づき観光地を類型化する試

みとしては杉本らの研究 [8]が挙げられる．杉本らは，

観光口コミサイトの口コミを分析し，抽出される感情

語の分類を行い，その出現率を観光地ごとにまとめる

ことで観光地を類型化することが可能であると示唆し

ている．  

また，観光地類型化の試みではないが，Web 上の情

報を用いて観光地のマーケティングを支援する試みと

して奥村らの研究 [10]がある．奥村らは，対象地域名を

含むブログの文章を抽出し，さらにその中でも長所情

報の書かれた文だけを抽出し分析することで，観光地

開発の支援が可能であるとしている．  

これらの研究によって示された手法は，都市の規模

や観光資源の分類が類似した地域同士が同じ類型とな

るものである．これに対して本研究は，Twitter プロフ

ィールに記載されている，観光と直接関わりのない，

各個人の趣味等の情報を用いるため，都市の規模や観

光資源からは予測することができない，ファン側の特

性によって決定される潜在的な共通性を見つけ出すこ

とが可能である．  

 

3. 研究対象  

本研究では，便宜上，行政分類上の市町村を観光地

の範囲として取り扱う．  

観光地には多くのステークホルダが存在し，観光マ

ーケティングは観光に携わる様々な組織によって行わ

れている．本研究では，それらの組織の中でも，観光

協会を観光客誘致の中心であると考え，観光協会の

Twitter アカウントを対象としてフォロワ情報を用い

た分析を行う．また，観光協会は所属するエリアに応

じて多様な規模の組織が存在するが，前述の通り本研

究では市町村を観光地の範囲としているため，各市町

村に所属する市町村観光協会を分析の対象とする．  

さらに，全国の市町村の中でも，①市町村単位で入

込観光客数を公表している，②観光協会が Twitter を利

用している，という二つの条件を満たしている地域を

対象地域として選定した．その結果，条件①に該当す

るのは，北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，

茨城県，群馬県，千葉県，神奈川県，新潟県，山梨県，

岐阜県，静岡県，三重県，滋賀県，和歌山県，島根県，

広島県，山口県，長崎県，宮崎県の 1 道 20 県に所属す

る 858 市町村となった．さらに，その中で条件②に該

当するのは，196 市町村であった．次章以降ではこれ

らの市町村に所属する市町村観光協会の Twitter アカ

ウントの分析手法やその結果について述べる．  

 

4. 分析手法  

本章では，Twitter のユーザプロフィールを用いた観

光地類型化の手法について述べる．類型化の流れはデ

ータの収集から最後の可視化までの 7 段階に分かれて

いる．以下では，各手順で行う内容やその目的，使用

する手法やツールについて具体的に説明する．  

①  フォロワとユーザプロフィールの抽出  

はじめに，対象となる各観光協会の Twitter アカウン

トのフォロワの抽出を行い，観光協会ごとにフォロワ

集合を作成する．次に，各フォロワのユーザプロフィ

ールを抽出し，観光協会ごとにプロフィール集合を作

成する．なお，フォロワとユーザプロフィールの抽出

は TwitterAPI を用いて行う．  

②  ユーザプロフィールの形態素解析・頻出語の抽出  

手順①で作成したプロフィール集合に対し形態素

解析を行い，各プロフィール集合における頻出語を抽

出する．形態素解析にはオープンソース形態素解析エ

ンジンの MeCab を使用する．なお，本研究では MeCab

で使用される辞書に対して，オンライン辞書サービス

の Wikipedia とはてなキーワードに登録されている単

語を登録する処理を事前に行っている．  

③  頻出語のクラスタリング  

手順②で抽出された頻出語に対し，共起関係に基づ

く Jaccard 距離を用いてクラスタ分析を行い，出現傾

向が類似した単語同士のグループ化を行う．本研究で

は，抽出されたクラスタを「頻出語クラスタ」と呼び，

類型化のための変数項目として使用する．頻出語のク

ラスタ分析は Ward 法で行う．  

④  頻出語出現率の算出  

観光地ごとに，プロフィール集合に含まれる頻出語

を頻出語クラスタ単位で集計し，各プロフィール集合

の文書数に占める割合を算出する．算出された数値は

「頻出語出現率」とし，分析のための変数として使用

する．なお，頻出語出現率を変数として類型化を行う

際に，変数間に相関があり類型化に影響を与える可能

性が考えられる．その場合，類似した変数項目を因子

分析によりまとめることで変数間の相関をなくす作業

を行う（次の⑤）．  



 

 

⑤  頻出語出現率の因子分析  

手順⑤は手順④において変数間に相関が見られた

場合に行う．まず，頻出語クラスタを相関のない変数

に要約するため因子分析を行い，因子分析によって頻

出語に潜む互いに相関のない因子を抽出する．そして，

因子と各観光地の相関である因子得点を算出し，類型

化のための変数として使用する．なお，因子分析にお

ける因子抽出方法は主因子法，回転法はプロマックス

法，因子得点の計算方法は回帰法を用いる．  

⑥  観光地のクラスタリング  

手順④で算出した頻出語出現率，もしくは手順⑤で

算出した因子得点を変数としてクラスタ分析を行うこ

とで，観光地を類型化する．クラスタ分析は平方ユー

クリッド距離を用いて，Ward 法で行う．  

⑦  ポジショニングマップの作成  

観光地同士の関連性を可視化したポジショニング

マップを作成する．これにあたっては，Twitter の情報

を用いて対象同士の関係を可視化する先行研究として，

西村らの研究 [11]を参考とする．西村らは，有名人に関

するツイートによって有名人同士の人物関係を主成分

分析，多次元尺度構成法，自己組織化写像によって可

視化し，それぞれの手法の妥当性と発見性について比

較している．本研究では，その中でも最も可視化手法

として優れていると判断された多次元尺度構成法を用

いて観光地間の距離を算出し，ポジショニングマップ

を作成する．なお，可視化のための変数には手順④で

算出した頻出語出現率，もしくは手順⑤で算出した各

観光地の因子得点を使用する．  

 

5. 分析結果  

本章では，4 章の手法により行った観光地の類型化

の結果について，手順に沿って説明する．なお今回の

類型化に使用した Twitter データは全て 2015 年 11 月 1

日に取得したものである．  

①  フォロワとユーザプロフィールの抽出  

まず，調査対象とした 196 市町村に所属する各観光

協会のフォロワの抽出を行った．その結果，各観光協

会のフォロワ数の総計はのべ 319,933 人（複数の観光

協会をフォローしている重複ユーザを 1 ユーザとした

ユーザ数は 188,006 人）であった．  

観光協会アカウントの現状として，フォロワ数の分

布を図  1 に示す．今回調査対象としたアカウントの約

半数がフォロワ数 1,000 人以下であり，90%以上がフ

ォロワ数 5,000 人以下である．また，フォロワ数の最

多は札幌市の 27,042 人，ついで横浜市の 11,187 人と

なり，最少は夕張市と下仁田市の 4 人となった．  

 

 

図  1 観光協会 Twitter アカウントのフォロワ数の

分布  

 

②  ユーザプロフィールの形態素解析・頻出語の抽出  

今回の分析では，日本語辞書による解析を行うため，

外国語ユーザの 22,817 人は分析対象外とした．なお，

外国語ユーザの判定は，Twitter アカウントに登録され

ている言語情報を TwitterAPI によって取得し，言語情

報が “ja”以外のユーザを外国語ユーザとした．また，ユ

ーザプロフィールが非公開である，あるいは空欄であ

る 2,457 人も分析の対象外とし，これらを除いた

162,732 人のユニークなユーザプロフィールの分析を

行った．その結果，7,251,177 語（1 人あたり平均 44 語）

が抽出され，重複して使用されている単語を 1 語とし

た異なり語数は 172,257 語であった．  

③  頻出語のクラスタリング  

本研究では 172,257 語のうち頻出上位 100 語をクラ

スタ分析し，10 の頻出語クラスタを抽出した．10 のク

ラスタにはそれぞれのクラスタに含まれる単語の特徴

を考慮し，「公式」「情報発信」「アニメ・ゲーム」「飲

食」「趣味」「出身・在住」「所属・形態」「Twitter」「ス

ポーツ」「日常」と命名した．表  1 は各クラスタの頻

出上位単語を示したものである．  

各頻出語クラスタには，それぞれユーザの特徴を表

す単語が含まれているため，観光地ごとに各クラスタ

の単語出現数を集計することで，各観光地のフォロワ

の特徴を把握することが可能である．  

④  頻出語出現率の算出  

分析のための変数を用意するため，プロフィール集

合中の各頻出語クラスタに含まれる単語の出現率を算

出した．算出結果の例として，フォロワ数上位 10 地域

の結果を表  2 に示す．  
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表  1 頻出語クラスタ  

クラスタ名  公式  
情報  

発信  

アニメ・

ゲーム  
飲食  趣味  

出身・  

在住  

所属・  

形態  
Twitter  スポーツ  日常  

頻出  

上位  

単語  

アカウン

ト  
情報  アニメ  酒  好き  在住  活動  フォロー  応援  仕事  

公式  イベント  ゲーム  食べる  大好き  出身  中心  

よろしく  

お願い  

します  

ファン  人  

 発信   料理  趣味  現在  地域  TWITTER サッカー  日々  

   美味しい  音楽  東京  紹介  ツイート  野球  日本  

    旅行  生まれ  ブログ  気軽  ファン  思う  

 

表  2 頻出語クラスタの出現率  

 
フォロワ数  公式  情報発信  

アニメ・

ゲーム  
飲食  趣味  

出身・  

在住  

所属・  

形態  
Twitter  スポーツ  日常  

札幌市  27,042 1.0% 1.9% 0.5% 1.1% 6.0% 4.9% 3.7% 3.9% 1.1% 5.4% 

横浜市  11,187 1.2% 2.8% 0.4% 2.0% 9.0% 6.2% 5.3% 4.5% 1.6% 7.5% 

尾道市  8,549 1.5% 3.0% 0.8% 1.4% 8.6% 2.9% 6.1% 5.3% 4.1% 7.2% 

北斗市  8,051 0.9% 1.9% 0.2% 0.7% 4.0% 2.7% 3.8% 3.3% 0.6% 4.1% 

大洗町  6,150 1.6% 3.0% 2.8% 1.5% 10.0% 2.8% 7.6% 6.0% 1.6% 7.6% 

美瑛町  5,435 1.5% 3.6% 0.3% 1.8% 9.9% 7.4% 7.0% 5.4% 1.6% 8.1% 

笠間市  5,410 2.0% 4.5% 0.4% 1.7% 8.2% 3.1% 10.8% 6.5% 1.5% 8.8% 

出雲市  5,383 1.6% 3.4% 0.5% 1.4% 9.0% 3.1% 6.5% 5.4% 1.6% 7.8% 

黒石市  5,315 2.2% 4.9% 0.4% 1.6% 7.8% 3.8% 9.6% 6.6% 1.3% 8.9% 

福島町  5,201 2.4% 3.3% 0.9% 1.6% 10.1% 5.5% 7.3% 7.5% 2.6% 8.5% 

なお，本研究では頻出語出現率によってフォロワの

傾向を把握し観光地の類型化を行うため，出現率に極

端な偏りを生じかねない一定数以下のフォロワ数の地

域を分析の対象外とした．具体的には，フォロワ数が

100 人未満の 18 地域を対象外とした．  

なお，10 変数の相関係数を求めた結果，変数間に最

大で 0.84 の強い相関が見られたため，分析手順⑤を実

施し変数の要約を行った．  

⑤  頻出語出現率の因子分析  

互いに相関のない潜在因子を抽出するため，頻出語

出現率を用いて因子分析を行った．その結果，固有値

1 以上の因子が三つ抽出されたが，「スポーツ」はどの

因子に対する負荷量も低かったため，「スポーツ」を除

いた九つの頻出語出現率を用いて再度因子分析を行っ

た．その結果，一回目と同様に固有値 1 以上の因子が

三つ抽出されたため，これら三つの因子を，解釈を行

った上で分析に使用した．因子負荷量は表  3 の通りで

ある．  

まず第 1 因子は，公式，情報発信，所属・形態の因

子負荷量が高い．そのため，個人の趣味などではなく，

組織による公式な情報発信に関連が強いと考え，本研

究では第 1 因子を「組織性」と解釈した．  

次に第 2 因子は，アニメ・ゲームの因子負荷量が特

に高く，次いで趣味の因子負荷量が高いことから，特

定の趣味への関連が強いと考えられる．Twitter プロフ

ィールに特定の趣味を記載するユーザは，その趣味へ

の思い入れが特に強いユーザである可能性が高い．し

たがって本研究では，第 2 因子を「オタク性」と解釈

した．  

最後に第 3 因子は，飲食，日常，出身・在住の因子

負荷量が高い．これらの頻出語クラスタには，ユーザ

自身の意思や詳細な個人情報に関する単語が含まれて

いるため，本研究では第 3 因子を「自己開示性」と解

釈した．  

⑥  観光地のクラスタリング  

因子分析の際に算出した各観光地の因子得点に基

づきクラスタ分析を行った．今回の類型化では先行研

究 [9]と作成したデンドログラムをもとに，観光地を六

つのクラスタに分類した．各クラスタに所属する市町

村数とそれらの市町村の平均因子得点は表  4 の通り

である．また，表  4 には代表的な市町村として，各ク

ラスタにおけるフォロワ数上位 3 市町村を記載してい

る．以下では，各クラスタに所属する市町村の因子得

点の傾向を踏まえて，クラスタ分析の結果の解釈につ

いて述べる．  

 



 

 

表  3 因子負荷量  

 組織性  オタク性  自己開示性  

情報発信  .919 -.197 -.085 

公式  .850 -.024 -.363 

所属形態  .786 -.055 -.003 

Twitter  .656 .269 .227 

日常  .644 .069 .520 

アニメ・ゲーム  .022 .948 -.362 

趣味  -.130 .446 .328 

飲食  -.068 -.030 .644 

出身・在住  -.017 -.161 .420 

 

クラスタ 1 はフォロワの組織性が高い観光地のクラ

スタである．これは，フォロワに，観光地に関心を持

つ個人ではなく，企業や協会などの組織ユーザが多い

ことを表している．また，その他の因子には特に偏り

が見られないことから，クラスタ 1 を「組織フォロワ

型観光地」とした．  

クラスタ 2 はフォロワのオタク性が高い観光地のク

ラスタである．そのため，本研究ではクラスタ 2 を「オ

タクフォロワ型観光地」と名付けた．このような地域

は観光分野において，「聖地巡礼」，「コンテンツツーリ

ズム」の対象として注目されている．  

クラスタ 3 はフォロワの自己開示性が高い観光地の

クラスタであることからクラスタ 3 を「自己開示フォ

ロワ型観光地」とした．自己開示性の高いユーザは，

Twitter 上で自らの情報発信や，収集した情報の拡散に

積極的であると考えられる．そのため，より多くの人

に観光情報を伝えるにはこうしたフォロワの存在が重

要であると考えられ，クラスタ 3 は観光協会のアカウ

ントとして望ましい特徴を有していると考えられる．  

クラスタ 4 にはフォロワの組織性が高い観光地が集

まっている．この傾向はクラスタ 1 の組織フォロワ型

観光地と類似しているが，クラスタ 4 の観光地は，フ

ォロワの組織性が高いことに加え，オタク性と自己開

示性が低い地域である．したがって，クラスタ 4 を「寡

黙フォロワ型観光地」とした．これは，自己開示フォ

ロワ型観光地とは対照的なクラスタであると言え，観

光協会のアカウントとして望ましくない可能性が考え

られる．  

クラスタ 5 には，Twitter プロフィールをもとに抽出

した三つの因子得点が低い市町村が集まっている．因

子得点が低くなった要因として，分析の際に用いた頻

出上位 100 単語をプロフィール中に含まないユーザが

多く，頻出語の出現率が低くなったことが考えられる．

つまりこのクラスタは，プロフィールに典型的な単語

を含まない多種多様なフォロワを有している地域と考

えられる．したがって本研究ではクラスタ 5 を「多様

フォロワ型観光地」とした．  

クラスタ 6 は，他のクラスタに比べて因子得点に偏

りが見られない．これは，クラスタ 6 に所属する地域

のフォロワの傾向が，全地域のフォロワの傾向と類似

していることが要因であると考えられる．つまり，ク

ラスタ 6 のフォロワ傾向は観光地として特筆すべき個

性がないと言える．このことからクラスタ 6 を「無個

性フォロワ型観光地」とした．  

 

表  4 フォロワの傾向によるクラスタ  

クラスタ名  
市町

村数  

代表的

市町村  

平均因子得点  

組織性  
オタク

性  

自己  

開示性  

組織フォロワ型  

観光地  
54 

柏崎  

延岡  

海津  

0.83 -0.19 -0.04 

オタクフォロワ型  

観光地  
4 

大洗  

関ケ原  

豊郷  

-0.43 4.95 -0.87 

自己開示フォロワ型  

観光地  
23 

小樽  

伊東  

ニセコ  

0.49 0.21 1.24 

寡黙フォロワ型  

観光地  
11 

都城  

弘前  

美濃  

1.05 -0.92 -1.36 

多様フォロワ型  

観光地  
22 

札幌  

北斗  

尾道  

-1.42 -0.32 -1.01 

無個性フォロワ型  

観光地  
64 

横浜  

美瑛  

笠間  

-0.54 0.04 0.22 

 

⑦  ポジショニングマップの作成  

多次元尺度構成法により観光地間の距離を算出し，

図  2 の様に観光地のポジショニングマップを作成し

た．図  2 には各クラスタのフォロワ数上位 3 地域のみ

をマッピングしている．なお．このように可視化をす

ることで，観光地同士の類似性に加え，クラスタ間の

類似性の把握も容易になった．また本研究では，ポジ

ショニングマップにおける縦軸と横軸の持つ意味の解

釈を行った．横軸は，フォロワの組織性が高い地域の

値が高くなり，組織性が低い地域の値が低いことから，

組織性を表していると考えられる．縦軸は，オタク性



 

 

が高い地域ほど値が高いことから，フォロワのオタク

性を表していると考えられる．  

 

 

図  2 フォロワプロフィールに基づく  

観光地ポジショニングマップ  

 

6. 考察  

本章では，本研究で行った類型化が観光マーケティ

ングにおける内部分析を支援することができるか考察

する．  

まず，ユーザプロフィールを抽出し頻出語の因子分

析を行ったことによって，観光協会の Twitter アカウン

トをフォローするユーザを，組織の情報を公式に発信

するユーザと，アニメやゲームを好むオタク気質なユ

ーザ，詳細な個人情報や目標などを公表するユーザに

大別することができた．これにより，各観光地側は，

当該地域に対して関心を寄せるユーザにどのようなユ

ーザが多いか把握可能となることから，当該地域の魅

力や課題，潜在観光客の発見の一助となると考えられ

る．  

次に，前章で抽出した六つのクラスタごとに，各ク

ラスタに所属する観光地に関する情報を比較し，分類

の妥当性や発見性，各クラスタのマーケティング戦略

について考察する．考察には，所属する観光地の規模

を把握するための人口と入込観光客数，SNS の活用状

況を把握するためのフォロワ数と 2 次フォロワ数（各

フォロワのフォロワ数の累計）を用いる（表  5）．また，

これらのデータはクラスタ内でのばらつきが大きいた

め，代表値として中央値を使用する．  

組織フォロワ型観光地は，前述したようにフォロワ

の組織性が高い観光地である．これは，観光客向けの

観光情報や，住民向けのイベント情報を発信する観光

協会のアカウントとしては望ましくない傾向であると

考える．実際に，このクラスタは他のクラスタに比べ

てフォロワ数や観光客数が少ない傾向にあり，フォロ

ワの組織性と観光客数には負の相関がある．したがっ

て，組織フォロワ型観光地はフォロワの傾向を変化さ

せるため，Twitter の活用方法を改善する必要があると

考えられる．  

オタクフォロワ型観光地のフォロワのオタク性が

高い要因としては，このクラスタに所属する四つの観

光地が人気アニメやゲームの舞台となっており，それ

らの作品のファンがフォロワとなっていることが考え

られる．このクラスタに所属する四つの観光地は，そ

れぞれ観光客数に差があり，口コミサイトに掲載され

ている観光資源の種類も様々である．このことから，

先行研究の手法による類型化では，これらの観光地は

同じクラスタには分類されないと考えられる．しかし，

これらの観光地には人気作品の「聖地」という共通性

がはっきりと存在しており，この様なクラスタを発見

できたことは，類型化に Twitter プロフィールを用いた

成果であると考えられる．また，オタクフォロワ型観

光地は人口に対して観光客数が非常に多く，観光地と

して成功していると考えられる（表  5）．ただし，コン

テンツツーリズムに関する先行研究 [12][13]では，この

ような観光地における課題として，地域住民の意思が

軽視されていることや，ステークホルダ間での利害調

整が困難であること，地域社会の歴史性や地域性が考

慮されていないことなどが指摘されている．そのため，

オタクフォロワ型観光地が持続的に観光客を誘致する

には，これらの課題を一つ一つ解決していく必要があ

ると言える．  

自己開示フォロワ型観光地のフォロワは，詳細な個

人情報を公開していることから，Twitter の利活用にも

積極的であると考えられる．実際にこのクラスタのフ

ォロワは 1 人あたりの拡散力が高く，より多くの人に

観光情報を発信したい観光協会のアカウントとしては，

フォロワの傾向が望ましいと言える．また，他のクラ

スタと観光客数を比較しても，人口あたりの観光客数

は，特異な存在であるオタクフォロワ型観光地に次い

で多く，規模に対して多くの観光客が訪れていること

がわかる（表  5）．ゆえに，フォロワの自己開示性は観

光地の中でも，特に規模の小さい観光地にとって重要

な指標の一つであると考えられる．  



 

 

表  5 各クラスタの特徴  

クラスタ名  

中央値  

（標準偏差）  

人口  観光客数  
人口あたり  

観光客数  
フォロワ  2 次フォロワ  

フォロワ 1 人  

あたり拡散力  

組織  

フォロワ型  

32,676 

(73,099) 

1,091,650 

(1,222,535) 

29 

(47) 
689 

(905) 

1,631,005 

(12,531,891) 

2,307 

(8,685) 

オタク  

フォロワ型  

13,212 

(19,276) 

867,390 

(1,637,425) 

55 
(91) 

4,024 

(2,125) 

23,536,129 

(16,762,901) 

5,606 

(3,788) 

自己開示  

フォロワ型  

15,855 

(36,708) 

809,100 

(2,584,716) 

45 
(70) 

2,006 

(1,287) 

35,114,210 

(21,625,931) 

15,799 

(20,653) 

寡黙  

フォロワ型  

22,629 

(68,156) 

832,099 

(12,096,253) 

30 
(70) 

897 

(956) 

1,608,726 

(6,811,717) 

2,222 

(3,223) 

多様  

フォロワ型  

87,130 

(437,666) 

2,173,091 

(4,341,083) 

20 
(104) 

603 

(5,801) 

801,264 

(16,954,370) 

942 

(1,261) 

無個性  

フォロワ型  

46,997 

(494,795) 

1,428,408 

(7,398,968) 

31 

(77) 
1,460 

(1,821) 

2,386,459 

(32,112,733) 

1,894 

(10,470) 

寡黙フォロワ型観光地は 5 章で述べた通り，オタク

性と自己開示性が低いため，積極的な情報発信，情報

拡散が期待できるフォロワが少ないと考えられる．し

たがって，組織フォロワ型観光地と同様に，Twitter の

活用法の改善が必要であると考えられる．また，この

クラスタは観光客数が少ない傾向にあるにもかかわら

ず，今回の分析対象地で二番目に観光客数の多い浦安

市が含まれている．このような分類が行われた要因と

して，浦安市の観光客数が多いのは日本有数の集客力

を誇る東京ディズニーリゾートが所在しているからで

あり，浦安市という地域自体に対する興味・関心の傾

向は，集客力の低いその他の観光地と類似していると

いうことが考えられる．  

多様フォロワ型観光地のようにフォロワの多様性

が高くなる要因として，人口の多さが考えられる（表  

5）．このクラスタは人口が全クラスタの中で最多であ

り，地域住民のフォロワが多く存在することが考えら

れる．これにより，観光地全体のフォロワ傾向とこの

クラスタのフォロワ傾向が一致していないことが考え

られる．また，フォロワ数が多いことで多様性が生ま

れていることも考えられるが，フォロワ数の中央値は

全クラスタで最少であり，ばらつきも大きいことから，

フォロワ数の多さが多様性に影響を与えているとは言

えない．以上のことから，多様フォロワ型観光地のフ

ォロワは地域住民の比率が高いと考えられる．そのた

め，ツイートは地域内への情報発信の手段としても期

待されている可能性がある．  

無個性フォロワ型観光地には，横浜市や川崎市とい

った都市型観光地，出雲市や伊勢市といった有名神社

を持つ観光地，妙高市や草津町といった温泉地など

様々な形態の観光地が含まれている．これは，観光資

源の種類が異なっていても，観光地のフォロワの傾向

は類似するという新たな発見である．一方で，このク

ラスタには観光客の少ない観光地も含まれており，こ

れらの観光地が発展するためには，有名観光地との戦

略的な差別化が必要であると考えられる．  

そして最後に，ポジショニングマップを作成するこ

とによってクラスタ分析による分類では分かりづらい，

同クラスタに所属する地域間の距離や，他クラスタと

の距離を明示することができた．例えば，横浜市と尾

道市はクラスタ分析の結果では違うクラスタと分類さ

れたが，ポジショニングマップ上では類似した地域で

あることが分かる．その他にも，オタクフォロワ型観

光地は他のクラスタ距離が離れており，独立性の強い

クラスタであることが分かる．さらに，横軸と縦軸の

解釈を行うことで，競合地域との差別化や成功した観

光地を模倣するために必要な要素の抽出を簡略化する

ことができたと考えられる．  

以上のように，Twitter のユーザプロフィールを用い

て類型化を行うことで，既存の手法とは異なる新たな

発見が生まれたことに加え，Twitter を活用する上での

留意点を明らかにすることができた．また，可視化に

よって観光地間の関連性の把握が容易となったことか

らも，本研究で提案する手法により，各観光地の内部

分析を支援することが可能であると考えられる．  

 

7. おわりに  

本研究では，情報技術の発達により， ICT を活用し

た様々な分析が可能となる中で，観光客を誘致する組

織の多くはその機会を活かせていないという問題に着



 

 

目した．また，各観光地が魅力ある観光地づくりを行

うには，当該地域に対してどの様な人が関心を寄せて

いるか，どの様なイメージを持たれているかなどを把

握し，観光地としての位置づけを明確にする必要があ

ると考えた．そこで本研究では，利用者が年々増加し

ている Twitter の情報を分析することで，既存の類型化

手法とは異なる，新たな類型化の手法を提示し，実際

に類型化を行った．  

その結果，有名観光地には共通したフォロワの傾向

があることが明らかになった．さらに，先行研究では

発見することができない，オタクユーザに関心を寄せ

られているクラスタを新たに発見することができた．

また，フォロワの自己開示性が高い地域はフォロワの

拡散力が高く，フォロワの組織性が高い地域は人口あ

たりの観光客数が少ないという結果が得られた．これ

により，フォロワに占める自己開示ユーザ比率の上昇，

組織ユーザ比率の低下という，Twitter 活用時における

課題を導出することができた．  

また，多次元尺度構成により観光地同士の関連性を

可視化した観光地ポジショニングマップを作成したこ

とで，観光地間の関連性を把握することが容易となり，

クラスタに捉われることなく，より直感的に競合地域

を発見するこができた．  

本研究の今後の課題としては以下の三点が挙げら

れる．  

まず，今回のプロフィール分析には日本語ユーザの

プロフィールのみを使用したが，今後は外国語ユーザ

のプロフィールの分析も必要であると考えられる．現

在日本は，国や地域として積極的に訪日外国人旅行者

の誘客に取り組んでおり，訪日外国人旅行者数は今後

も増加していくと考えられる．既に今回調査した

Twitter アカウントのフォロワにも多くの英語ユーザ

が含まれており，英語ユーザへの対応は早急に行うべ

きであると考えられる．  

次に，使用言語が日本語のユーザは全て分析の対象

としたが，その中には一年以上投稿を行っていない，

あるいは一度も投稿が行われていないなど，実質的に

機能していないアカウントが多く含まれている．今後

は投稿状況などからアクティブユーザと非アクティブ

ユーザの選別を行った上で，各観光地のフォロワの傾

向を判別するといった試みも必要である．  

最後に，今回の類型化によって得られた知見をもと

に，Twitter の活用方法についてより詳細な分析を行う

必要がある．具体的には，観光地として望ましいフォ

ロワ傾向であると考えられる自己開示フォロワ型観光

地の Twitter 活用方法を分析し，その特徴を明らかにす

ることで，観光地の Twitter アカウントにとって重要な

要素を導出する必要があると考えられる．  
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