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この事業は、あらかじめ観光情報が取れるアプリをインストールした無料端末(スマートフォン)を宿泊施設にて希望者に貸出し、 
 
 ① 端末環境に依存しない情報提供の実現により、新潟県でのインバウンド増へつなげる。 
 
 ② バックグラウンドで端末の移動履歴を収集し、新潟を訪れる外国人観光客が、 
   実際にはどのような場所へ出かけているのか、実態把握可能なデータ取得。 
 
を目的として実施。 
 
 
 
 
★着想は、Hong Kong のホテル客室に備え付けられていた、 
 宿泊客用の無料端末(スマートフォン)。 
 

■事業の目的 
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（１）新規開発システム 
  
  (1) 端末在庫管理システム 
    端末の貸出・返却操作と在庫管理を行う。 
    ① 端末が正常な状態で返却されなかった場合、貸出し中でも「紛失」「故障」といったステータスに、強制的に変更し、 
      在庫から除外する機能を備えている。 
    ② 返却予定日を過ぎても未返却の場合、画面上にワーニングを表示する。  
    ③ MDMと連携し、端末があらかじめ設定した範囲外に移動すると、画面上にワーニングを表示する(端末位置は常時確認可能)。 
 
（２）市販製品等の活用 
  
  (1) 端末トレーサビリティ管理システム 
     今回は、市販されているMDM(デバイスマネジメントASP)のトライアル版導入により実現している。 
      製品：MOTEX・LanScopeAn 
           www.lanscope.jp/an/ 
     ※60日間無料体験の利用でコスト圧縮 
     ※貸出端末制御のため、他の管理機能と併せ導入 
      a. 貸出端末への新規アプリインストール禁止設定 
      b. 貸出端末上の既存アプリアンインストール禁止設定 
      c. 貸出端末上の既存アプリの一部利用禁止設定 
        ・端末の基本設定にかかわるもの 
        ・コミュニケーション系 
        ・マルチメディア系 
     ※動作環境はタブレット限定ではなく、web閲覧環境があればOK。PC上でも動作する。 
  
  (2) 新潟市観光情報アプリ 
    独自開発では、情報量とコスト、多言語対応などに難点があったため、今回は、新潟市公式観光情報サイト 
    「Welcome to Niigata city」をランチするショートカットを、貸出端末上に設置する方式にて提供している。 
     www.nvcb.or.jp/ 
  

■システム構成 
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●貸出端末管理用PAD：iPad Air2 WiFi model … 2台 

■機材構成 

●貸出端末：HUAWEI Ascend G620S (SIMフリー) … 10台 

ホテルフロントに設置し、以下の処理を行う。 
 ① 端末の貸出／返却操作 
 ② 端末の在庫確認 
 ③ 端末の位置情報確認 
  ※ネットワークはホテルの館内WiFiに接続 

利用者への貸出端末。 
 ※WiFi専用モデルではないので、事業者回線にてネット接続可能。 

●SIM：Yamada電機（UQcom） … 10枚 

データ通信専用・容量無制限 

充電器とともにクリアケース 
(100円ショップ製品)でパッケージ化。 
貸出・返却はパッケージ単位で行う。 

4 



貸出管理 
システム 

MDM 

フジミック新潟 

管理用 
タブレット 

■システム構成図・運用フロー 
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端末利用履歴抹消 

ご協力ホテル様 外国人観光客 
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新潟観光 
コンベンション

HP 

※貸出対象は宿泊者のみ 

専用SIM 

端末管理・追跡システムASP 
★既製品の活用 

※協力依頼 

今回は 
 ・ホテルイタリア軒様 
 ・万代シルバーホテル様 
に協力依頼 
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●採択～2015年12月末  
 (1) システム開発完了。 
 (2) 端末貸出しのフロント業務を行っていただくホテル様に、事業説明とご協力依頼実施。 
   ※今回は、ホテルイタリア軒様・万代シルバーホテル様にご協力いただき、なるべく業務負荷がかからないよう、 
    運用フローの組立てを行った。  【別紙1ご参照】 
  
●2016年1月第1週～第2週 
 (1) 在庫管理システムと貸出端末を連携させた、実稼動テスト実施。 
 (2) ホテルでの運用フロー構築と、館内で展開する告知チラシ(英語・中国語)の作成。  【別紙2ご参照】 
 (3) 新潟観光コンベンション協会様に、HP利用のお願いと事業説明実施。 
  
●1月第3週 
 (1) ホテルフロントスタッフ向け運用説明会実施。 
   ※取扱説明書を作成・配布。 
 (2) ホテル様へ機材搬入。 
 
●1月27日(水) 
 ホテル様にて、この日の宿泊者チェックインから端末の貸出しを開始。 
 ※告知チラシの館内展開もこの日から。 
  
●2月22日の週 
 端末貸出し実績や移動履歴の集計など、取得データの分析。 
  
●2月29日(月) 
 事業実施報告書提出 
  
●3月30日(水) 
 この日の宿泊者チェックアウトをもって、端末の貸出しを終了予定。 

■事業実施経過 
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■実績データ 

(1) 貸出期間：2016年2月13日(土) 16:20～22:30 
  
(2) 貸 出 先：宿泊客(中国籍・1泊2日) 
  
(3) 貸 出 元：ホテルイタリア軒様 (端末2号機) 
  
(4) 端末トレース及び操作状況  ※別紙3・4参照 
  
 【推定されるアクティビティ】 
 
 ① 貸出端末受取り後、しばらくホテル周辺を散策。 
 
 ② その後徒歩で移動しながら、日和山公園へ向かう。 
 
 ③ 日和山公園に到着後、およそ30分程度滞在(展望台にいたと推定)。 
 
 ④ 遊歩道を歩き、ホテルへ向いながら散策。 
 
 ⑤ 一旦ホテルへ戻る。 
 
 ⑥ ホテル周辺を回遊。途中で取った夕食は、昔ながらの日本ラーメンの可能性大。 
 
 ⑦ その後、路線バスでショッピングに向かう。途中、駅南のドンキホーテ前を経由しているが、立ち寄らず。 
 
 ⑧ 新潟駅南口直結の駅ビル(ビックカメラ)にてショッピング。 
 
 ⑨ ショッピング後ホテルに戻り、部屋に入る前に館内施設にしばらく滞留していた模様。 
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(青線は実際の移動経路とは異なります) 

■端末I-002移動履歴プロット図 － 2016年2月13日(土) 16:20～22:30 －  全景 

ピンが重なっているところ 
⇒①日和山公園 

ピンが重なっているところ 
⇒②ホテル周辺 

ピンが重なっているところ
⇒③新潟駅南口周辺 
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(青線は実際の移動経路とは異なります) 

■端末I-002移動履歴プロット図   ①日和山公園 

展望台にいた(推定) 

遊歩道 
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(青線は実際の移動経路とは異なります) 

■端末I-002移動履歴プロット図   ②ホテル周辺 

ここにラーメン屋あり 

実際にはホテルのロビーにいた? 
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(青線は実際の移動経路とは異なります) 

■端末I-002移動履歴プロット図   ③新潟駅南口周辺 

家電量販店で 
ショッピング 
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■実績データから見えてくるもの 

（１）利用者が、事前に情報を得ていたと思われない、「日和山公園」を訪問した動機付けが疑問。 
    訪問は、既に暗くなった17時台後半に30分程度の滞在。 
    ※雨交じりで寒い中、徒歩(推定)で向かうには、何となくではなく特別な関心があったため？ 
     新潟市観光協会のオフィシャルサイト(以下nvcb)で宝山酒造の記事も閲覧しているが、訪問には至っていない。 
    【仮説】 
     利用者が中国の海のないエリアからの来訪だったとして、海そのものに関心があり、夕日や砂浜、漁火といったものに動機付けされたのではないか？ 
    【提案】 
     地元在住者は特別なものと認識していない一般的な公園などは、視点の異なる海外からの観光客には、刺さるものがあるかもしれない。 
     ビューポイントなどと組合せてPRを強化した結果、どのような変化があるかを検証する取組みも、インバウンド増には有望な方策ではないかと推察。 
 
（２）日和山公園から戻り、ホテル周辺を回遊していたと思われる時間帯に、ラーメン店に近接して20分程度移動していない位置が記録されている。 
    【仮説】 
     新潟での夕食は古町で日本のラーメンを食べたのではないか？ 
    【提案】 
     「新潟ラーメン」は、最近海外への進出も多くなってきているが、海外からの来訪者を迎える、 
     “新たな和食”としてさらにPRすることで、認知度の向上も可能ではないか？ 
     ※日本のラーメンは、中華の本場である中国では、ほとんど食する機会がないと聞いている。 
 
（３）夕食後と思われる時間帯に、ショッピング情報収集のためと思われるサイト閲覧記録がある。 
     ① nvcb掲載のショップリスト(Shopping) 
     ② 新潟駅直結のCoCoLoに入っている「ビックカメラ」 
     ③ 貸出端末のメーカー(HUAWEI・中国)の公式サイト ・・・ 頻々とアクセス 
      ⇒その後、駅南に移動し「ビックカメラ」に40分程度滞在している。 
    【仮説】 
     新潟でのショッピングは事前に決めていなかったのではないか?そのため、たまたま手にしたスマートフォンに動機付けされて、 
     家電量販店に向かったのではないか？ 
    【提案】 
     きめ細かいタウン情報の提供で、ショッピングでもより多くの選択肢を提供できるのではないか？ 
     普段から、ショッピングでも回遊してもらうことを意識した広報展開について、検討の余地はあると推察される。 
 
（４）短時間の滞在ながら、ショッピングへの往路は路線バスを利用した模様。状況に応じて、徒歩と交通機関を上手く組合せている印象。 
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■まとめ 

（１） 今回の事業実施期間で得られたデータは、量としては不足だが、質という点で想定していなかった行動を捕捉できた点が収穫。 
 
 
（２） トレースデータを多数収集することができれば、さらに有為な行動パターンの把握につながると考えられる。 
 
 
（３） MDMの仕様上、トレースルートが正確に取得できないところが課題。この点は目的にマッチする開発が必要。 
 
 
（４） 貸出し実績が思うように作れなかった原因として、以下が考えられる。 
 
     ① 開始直後では認知度がなく、無料端末の存在自体に気づいてもらいにくい。 
       ⇒1ヵ月に満たない期間で認知されるのは困難。ある程度長期のランニングが必要。 
 
     ② 事業実施期間は、時季的に新潟には外国人観光客自体がいないタイミング。 
       ⇒各種の祭りなどで盛り上がる夏場であれば、異なった状況になっていた可能性あり。 
 
     ③ 実態として、新潟は東京方面への経由地点となっていて、新潟でのアクティビティはあまり高くない。(ホテル様談) 
 
     ④ ツアー利用者が多く、単独で行動する流れになりにくい。 (ホテル様談) 
 
     ⑤ 多少使い勝手が悪くても、手持ちしている端末を使用する人が多い。 (ホテル様談) 
 
     ★行動モニターを募るなどの対応で、一定数の稼働は確保できるのではないかと思われる。 
 
 
（５） システム全体としては全く問題なく稼働した。デポジットの預かり・返金など、運用フロー上の問題もなかった。 
 13 



ありがとうございました！ 


