
Agoopによる 
位置情報分析について

2017年10⽉27⽇ 
株式会社 Agoop 
営業企画本部 営業企画部 
セールスマネージャー 
福⽥ 純晴

Location-based big data 
for a world of change

1



株式会社Agoopについて

企業名 株式会社Agoop

設⽴時期 2009年4⽉

代表取締役 柴⼭ 和久
株主 ソフトバンク株式会社(100%)

資本⾦ 3億7,200万円

従業員数 61名

住所 〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-3

事業内容

 位置情報ビッグデータ事業 
  ・位置情報ビッグデータ収集/解析 
  ・位置情報関連データ販売 
  ・位置情報サービス アプリ提供

※2017年4⽉1⽇現在

位置情報×ビッグデータ専⾨企業
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アジェンダ

1.位置情報ビッグデータのご紹介 

2.地域創⽣におけるデータ活⽤事例 

3.現状の課題 と 今後の展望
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スマートフォンアプリから 
世界のGPS位置情報データを取得

Agoopのビッグデータ

世界⽉間 数百億 件
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最新アプリ 混雑マップ 

・流動⼈⼝データをコンシューマー向けに公開 
・20分前までの混雑状況を地図上に表⽰ 
・海外の混雑状況もチェック可能
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位置情報ビッグデータの提供

メッシュ型 流動⼈⼝データポイント型 流動⼈⼝データ

 ⼈流を「点」の状態で細やかに把握 
 マルチキャリアから位置情報ログを収集 

 （ソフトバンクユーザー以外のデータも取得）

 アプリユーザーを⽇本の総⼈⼝規模に換算 
 地域メッシュ＋独⾃のメッシュサイズで⽣成 

  （500m/250m/100mメッシュ）

アプリユーザーを基にしたGPSデータ メッシュ集計された統計データ
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導⼊事例のご紹介
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オープンプラットフォーム 公開レポート DMC団体への個別協⼒

RESAS 近畿経済産業局 くまもとDMC



導⼊事例：RESASへのデータ提供
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地域経済分析システム「RESAS」に搭載 
特定地域の⽉別・時間別で⼈⼝推移を表⽰



導⼊事例：近畿経済産業局へのレポート提供

流動⼈⼝データを活⽤し 
サービス産業事業者の 

⽣産性向上への課題を調査
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1.滞在⼈⼝の年次⽐較 
2.宿泊先エリアの分析 
3.⽴ち寄りエリアの分析 
4.From-Toの分析



導⼊事例：くまもとDMCでのデータ活⽤
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熊本県への観光客増を⽬指す 
マーケティングにデータ活⽤

ツール提供企業 
（分析サポート）

データホルダー

分析ツール 運⽤

熊本県・地⽅地域⾃治体・観光事業者

提供

コンサル
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Agoopの課題

情報取得がアプリのユーザー数に限られる

年代や性別といった属性情報が付与できない

「どうするべきか」という施策提案ができない

現状のAgoopデータでは・・・
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アプリユーザ数増への取り組み

位置情報ログを取得する 
SDKモジュールを無償提供

アプリを搭載した端末から 
ピンポイントのGPS位置情報を集積

Android/iPhone

ユーザーID/緯度・経度/移動速度/移動⽅向 
時間(年・⽉・⽇・時・分・秒)を含む

SDKモジュール

■両社のメリット 
Agoop：位置情報ビッグデータの増加 
お客様：売上増加の施策に活⽤

Agoopと 
お客様で共有

お客様の 
アプリ

アプリホルダーと連携し、共同で情報を収集
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年代・性別などの属性付与への取り組み

位置情報から解析した 
ユーザーの趣味嗜好を情報付与

・推定居住地 
・推定勤務地 
・職務体系（パート or フルタイム） 
・労働時間 
・交通⼿段 など

主な追加属性

統計、居住特性データと 
組み合わせた多⾓的な分析
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各分野の専⾨企業との積極的なアライアンス

調査・分析を専⾨とする企業と協⼒し解決策を提案
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分析ツールとコラボレーション紹介：AGPackege

可 
視 
化

新規出店・既存店分析・エリア販促などマーケィングに特化

時間別の 
⼈⼝の変化

100mメッシュ 
単位の⼈⼝推移

分析コンテンツ

クラウド型商圏分析GIS 
（地図情報システム）
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各分野の専⾨企業との積極的なアライアンス

位置情報で世界を変える！！

Location-based big data 
for a world of change
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