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沖縄県観光２次交通機能強化事業

那覇空港のレンタカー送迎場所
（通称︓中ノ島）の混雑状況等
の調査・改善案の検討

❏2016-
2017年

沖縄県観光２次交通機能強化事
業（オープンデータ整備事業）

❏2018年-

沖縄県⽂化観光スポーツ部観光振興課事業
・当社は、調査や委員会事務局の⽴場で
・沖縄オープンラボラトリにてオープンデータ整備
・沖縄観光コンベンションビューローも2020年より参画



平成28年8月撮影



平成28年8月撮影

【平成28年度沖縄県実態調査結果より】

■夏季ピーク期のピーク時間帯は、那覇空港のレンタカー送迎⾞待
ちスペース（通称︓中ノ島）に470⼈程度の観光客が滞留

■夏季ピーク期のピーク時間帯は、「那覇空港到着」から「レンタカー
を借りるまで」、最⼤で120分、平均的に60分程度要する

■夏季ピーク期はレンタカー貸渡に関して４割が不満
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（当時の）沖縄県の観光動向

❏沖縄県の観光は好調に推移
・観光⼊込客2018年度︓999.9万⼈と過去最⾼。
・10年前と⽐較すると400万⼈以上増加

❏世界⽔準の観光リゾート地を⽬指し、 2021年
度︓観光収⼊1.1兆円、観光⼊込1200万⼈
の⽬標に向け官⺠⼀体となった観光施策を推進

❏2020年3⽉︓那覇空港の第２滑⾛路の供⽤
開始が予定



移動⼿段は・・・︖



沖縄滞在中に利用した交通手段

・６割がレンタカー（夏季は７割）



沖縄県内の公共交通の情報（特にバス）は
インターネットでの検索が難しい

斎場御嶽
入口

那覇バス
ターミナル

路線バスでの検索
結果は表⽰されない

バス情報をインターネットの経路検索サービス等で得ていると答えた⼈の割合は
若い世代では70%以上、全世代でも40%以上と他の検索⽅法に⽐べ最多だが…



沖縄県内の公共交通の情報（特にバス）は
インターネットでの検索が難しい

路線バスでの検索
結果は表⽰されない

バス情報をインターネットの経路検索サービス等で得ていると答えた⼈の割合は
若い世代では70%以上、全世代でも40%以上と他の検索⽅法に⽐べ最多だが…

斎場御嶽
入口

那覇バス
ターミナル

実際のバスルート
東陽バス38番系統・志喜屋線
１⽇ / 約15往復



観光地の交通アクセス情報



観光地の交通アクセス情報



検索

仮説：観光地には、公共交通機関が活用でき
ないという誤解があるのではないか？

旅前

レンタカー

SNS拡散

バス等利用

SNS拡散

検索

旅前
レンタカ

ー利用

渋滞緩和満足度向上負から正への
スパイラル



沖縄観光２次交通機能強
化事業・オープンデータ整

備事業

■沖縄に来る前に観光地から観光地への移動が
事前検索できることで観光２次交通の満⾜度向上
及び観光２次交通の分散化による交通渋滞の
緩和に繋げることを⽬的に事業スタート。



データ加工

仕様書作成
インプット：データ整備

データ加工・蓄積・編集 アウトプット：データ
利活用

交通事業者保有データ

委託事業（仕様書作成）

仕様書に基づき交通事業
者等保有データの棚卸し
・時刻表
・路線情報
・乗換案内
・観光情報

・ランドマーク

交通事業者保有データ

データ蓄積・オープンデータ

民間がオープンデータを活用してアプ
リケーションを作成

主要観光地（観光地から観光地
の経路検索、時刻表等を検索

委託事業 補助事業 ゴールイメージ



これまでの取組内容

公共
交通
情報

観光
情報

各種利活⽤促進の取組、観光客への周知・広報、効果検証等
（WEB、リーフレット、メディア、モデルコース、ハッカソン、アンケート、各種調査等）

レンタカーGPS等による観
光客の動態データの取得・
分析

H30年度 R1年度 R2年度

観光２次交
通オープン
データ整備
に向けた検
討（仕様や
⼿法等）

市町村・観光協会の観光情
報のデータ化

全県の公共交通情報
がGoogleMapsで検
索可能に

OTTOP開設
（R1.8⽉）

オープデータとして
公開（53/55事業者）

沖縄オープ
ンラボラト
リによる
OTTOPの
運営開始
（⾃⾛化）

宮古・⼋重⼭の時
刻表等のGTFS
データ整備完了

観光地検索のAPI提供

本島圏域の
時刻表等のGTFS
データ整備

動的データ
（リアルタイ
ム情報）の整
備・実証
（観光系路線
バス5社）

オープデータ
として公開

遅れ等を加味
した検索が可
能に
※Google社と調整中

動態データの
分析結果を踏
まえた提案が
可能に

❖公共交通による観光地アクセスの不案内を改善するため、時刻表等の公共交通情報を汎⽤性の
ある標準的なフォーマット（Google等の検索サイトが取込やすいGTFSと呼ばれる形式）で整
備。

❖H30年度に宮古・⼋重⼭圏域、R1年度に本島圏域と２年かけて全県のデータ整備を完了。
⇒Googleマップでは県内の50を超える全公共交通情報（路線バス、コミュニティバス、離島
船舶＋由布島⽔⽜⾞）が検索可能に。

⇒R１年度にデータを提供するプラットフォームとして公開を開始したOTTOP（沖縄観光2次
交通オープンデータプラットフォーム）においてオープンデータとして公開。





調査時期 地域 Googleマップ Yahoo!/
駅すぱあと ジョルダン NAVITIME

事前
平成31年1⽉時点

⼋重⼭ 1/10事業者 2/10事業者 5/10事業者 4/10事業者

宮古 0/6事業者 2/6事業者 2/6事業者 2/6事業者

本島・
その他離島 3/33事業者 17/33事業者 16/33事業者 14/33事業者

計 4/49事業者
（8%）

21/49事業者
（43%）

23/49事業者
（47%）

20/49事業者
（41%）

事後
令和3年10⽉時点

⼋重⼭ 10/10事業者 5/10事業者 5/10事業者 6/10事業者

宮古 7/7事業者 4/7事業者 6/7事業者 4/7事業者

本島・
その他離島 37/37事業者 20/37事業者 23/37事業者 31/37事業者

計 54/54事業者
（100%）

29/54事業者
（54%）

34/54事業者
（63%）

41/54事業者
（76%）

掲載状況の割合の変化
（事後-事前） +92pt +11pt +16pt +25pt

▼⼤⼿検索サイト等における路線検索の可否状況の事前・事後の⽐較



観光２次交通オープンデータプラットフォーム
・整備したGTFS形式のデータ等の観光２次交通関連データは、
Okinawa Transit and Tourism Opendatabed Platform 
(OTTOP) で公開

uこのサイトを訪れれば

県内の観光2次交通に

関するデータが入手す

ることができたり、入手

方法がわかる



交通事業者との関係構築（コミュニティづくり）
・沖縄オープンラボラトリを中⼼に交通事業者等との勉強会を開催

・ITによる効率的な更新体制の構築
（台⾵等による運休情報のアラート含む）

・交通事業者が補助事業者等のサポートのもと⾃分たちでデータを
更新できるような体制構築

・圏域ごと、事業者個別など様々な単位でのハンズオンの勉強会



レンタカーを利⽤しない観光モデルルートの構築
約500名へのアンケート結果では、ゆったりした、⾞窓を楽しめる、⽣活体験や
現地交流ができる、お酒も楽しめるようなルートがニーズの⾼い傾向にあった
➔レンタカーを利⽤しない公共交通による観光の魅⼒をPRする際の参考に



現在、今後・・・



周知・利活⽤促進



動的データ整備実証
◆主に空港を発着する観光客の利⽤が多い路線バス（観光系路線
バス、5事業者）において、OTTOP（Okinawa Transit Tourism 
OpenData Platform）を活⽤し、動的データ整備（リアルタイムの
運⾏情報提供）に関する実証実験を実施。

【取組イメージ】

⾞載装置等の設置
（GPS取得機器）

バスの位置情報・
動態データを取得

GTFS
realtime

OTTOP
（静的なGTFSは過年度整備済）

バスの出発時に
運転⼿による
運⾏情報の⼊⼒

OTTOPでの公開



利活⽤イメージ
◆ホテルや観光施設等において、リアルタイムの運⾏状況や接近情報を
サイネージ等にて⽐較的容易に表⽰することが可能に。

Aホテル

OAS
10:35着予定

KKB
10:45着予定

code ルート 定刻 運⾏状況

OAS 美ら海⽔族館⽅⾯ 10:30 約5分遅れ

KKB 美ら海⽔族館⽅⾯ 10:45 通常運⾏

OKB 美ら海⽔族館⽅⾯ 11:10 通常運⾏

OKB 那覇空港⽅⾯ 11:45 通常運⾏

KKB 那覇空港⽅⾯ 12:10 通常運⾏

YKB 美ら海⽔族館⽅⾯ 12:30 通常運⾏

事例：南城市のサイネージ

▼イメージ：ホテルでのサイネージ表示 （リアルタイムの運行状況や接近情報を表示）

ü バス会社や施設側が案内した
いバスや、利⽤者が乗りたい
バスがどこを⾛⾏中か、遅れ
情報含めおよそ何分後につく
か確認することが可能



コンタクトレス決済導⼊実証
◆国内観光客のニーズは10カード
⇒インバウンドは︖
⇒事業者がランニングコストを負担できるか︖

◆様々な電⼦マネーやQR決済等があるが・・

◆沖縄ではOKICAが流通
⇒観光客が利⽤できる環境を構築できるか︖

◆海外で普及しており、かつ国内でも普及が進みつつある、クレジット
カードのタッチ決済を主軸に実証へ



コンタクトレス決済導⼊実証
◆ウィズコロナ・アフターコロナの新たな⽣活様式への対応及びインバウン
ド需要回復を⾒据え、観光系路線バスにおいて、コンタクトレス決済
（⾮接触型決済）の導⼊に関する実証実験を実施

◆主に那覇空港を発着⼜は経由する観光客の利⽤が多い５事業者
をまずは対象に

◆本事業ではクレジットカードのタッチ決済から実施。

◆⾞両の乗降⼝付近に決済端末を設
置。2022年2⽉頃からの実証開始
を予定

※今回導⼊する端末は、QRコード決済や電⼦マネーで
の決済に対応しており、クレジットカードのタッチ決済以
外も、⼀部各社ごとに対応



コンタクトレス決済導⼊実証

【参考：コンタクトレス決済のUI（画⾯イメージ）】



コンタクトレス決済導⼊実証

【参考：コンタクトレス決済のUI（画⾯イメージ）】



観光情報のオープンデータ化（イメージ）

OTTOP

各地域の観光情報WEBサイト ①各地域の観光協会、⾃治体等の
HPから観光情報を⾃動取得
（クローリング）

②全県統⼀の情報項⽬（フォーマッ
ト）に各地域の観光情報を整理

③統⼀のフォーマットに整理した観
光情報をOTTOPにおいて公開（オ
ープンデータ化）

④各観光情報が検索されやすくなる
ような（検索に応じて、嗜好に沿
った、類似の観光情報が多く結果
として表⽰されるような）タグ付
けを実施（構造化マークアップ）

⑤OTTOP側で実施したタグ付けに
ついては、各地域のHPにも反映
※初回反映時には、地域HP側で設定が必要
以降の更新時は原則的に⾃動化技術により⾃動反映可能

⑥観光情報を検索エンジンや各種サ
ービスが利活⽤

各種検索エンジン（Google等）、
県内外観光関連等各種ネットサービス



観光情報のオープンデータ化（イメージ）

情報の集積
•許諾の頂けた⾃治体・観光協会からホームページにて既に
掲載されている情報をOTTOPに収集

検索されやすく、更新しやすく
•OTTOPで、構造化データに変換した上で許可を得た情報を公開
•構造化データを活⽤することで検索エンジンに適切な情報提供が
可能になる
•構造化データを活⽤すると協会ホームページの内容がそのまま⾃
動でOTTOPでも更新される。
•古いデータに関しては警告を出す等を⾏う

さらに観光客の利便性、満⾜度の向上
•動態データによるマーケティング・旅
⾏商品企画
•ジオターゲティング広告
•観光動態予測
•予約・決済連携



観光情報のオープンデータ化（イメージ）

項⽬名 参 考

名 称 ・施設名、観光地名

カテゴリ ・取得元サイトのカテゴリ

サブカテ
ゴリ ・上記の下位カテゴリ

住 所 ・観光地の住所

緯度経度 ・観光地の緯度経度
・ジオフェンス

観光地の
概要 ・観光地の紹介⽂や記事

画 像 ・画像の取得先URL

URL ・取得先のURL

開園情報 ・観光地の利⽤可能時間等

各地域の観光情報WEBサイトにおける観光地の公開状況例 取得した観光情報の整理項⽬（案）

※各WEBサイト
より⾃動取得



観光客の動態データの分析

【レンタカーのGPSデータを用いた分析結果の例】

美浜アメリカンビレッジ（20.3％）

海中道路（5.6％）

果報バンタ（1.5％）

伊計ビーチ（1.3％）

斎場御嶽（4.3％）

おきなわワールド（5.6％）

平和祈念公園（2.0％）

道の駅おおぎみ（1.5％）

道の駅「ゆいゆい国頭」（2.1％）

辺戸岬（1.8％）

海洋博公園（17.5％）

道の駅「許田」（7.4％）

古宇利ビーチ（9.1％）

残波岬（4.6％）

琉球ガラス村（1.9％）

国際通り（11.2％）

P arco &  C ity（4.4％）

沖縄アウトレットモールあしびなー（11.5％）

イーアス沖縄豊崎（8.2％）

万座毛（8.0％）

イオン名護ショッピングセンター（3.5％）

おんなの駅なかゆくい市場（6.8％）

イオンモール沖縄ライカム（5.5％）

ブセナビーチ（4.4％）

やむちんの里（2.7％）

今帰仁城跡（1.6％）

ひめゆりの塔（1.4％）

勝連城跡（1.1％）イオン具志川ショッピングセンター（1.2％）

中城城跡（0.7％）

大石林山（0.1％）

凡例

5.6％～21％

4.2％～5.5％

2.5％～4.1％

1.6％～2.4％

1.0％～1.5％

0.3％～0.9％

国頭村森林公園（0.1％）

ター滝（0.2％）

真栄田岬・青の洞窟（4.7％）

奥武島いまいゆ市場（0.9％）

那覇市⇔名護市
（35.0%）

那覇市⇔豊見城市
（37.0%）

那覇市⇔恩納村
（32.4%）

那覇市⇔北谷町
（31.7%）

那覇市⇔本部町（29.0%）

名護市⇔本部町（26.9%）

那覇市⇔うるま市
（20.0%）

那覇市⇔南城市
（18.7%）

那覇市⇔沖縄市
（12.9%）

うるま市⇔恩納村
（12.5%）

名護市⇔うるま市
（12.0%）

豊見城市⇔うるま市
（11.4%）

メッシュごとのサンプル数積上げ
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ブセナビーチ（4.4％）

やむちんの里（2.7％）

今帰仁城跡（1.6％）

ひめゆりの塔（1.4％）

勝連城跡（1.1％）イオン具志川ショッピングセンター（1.2％）

中城城跡（0.7％）

大石林山（0.1％）

凡例

5.6％～21％

4.2％～5.5％

2.5％～4.1％

1.6％～2.4％

1.0％～1.5％

0.3％～0.9％

国頭村森林公園（0.1％）

ター滝（0.2％）

真栄田岬・青の洞窟（4.7％）

奥武島いまいゆ市場（0.9％）

メッシュ別の滞在状況

施設単位の主な周遊パターン

エリア別
周遊パターン
②

エリア別
周遊パターン
①

◆観光２次交通に係る課題解決、利便性向上等に資する基礎的デー
タの取得を⽬的



Photos︓OCVB Okinawa Story photo library

持続可能な観光交通
責任ある観光・レスポンシブルツーリズムの推進へ

ご清聴有り難うございました。


