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LocationMind会社概要 3

商号 n LocationMind株式会社 / LocationMind Inc. （英表記）

拠点 n 東京都千代田区岩本町3-5-2 東京合人社ビル 701号

創立 n 2019年2月4日

資本金 n 4.5億円（2020年5月現在）

従業員 n 13名（2020年10月現在）

取引銀行 n 三井住友銀行、みずほ銀行

法律事務所 n 西村あさひ

ホームページ n https://locationmind.com

開発体制

柴崎研究室には30名以上の世界トップレベルの
技術者が在籍し当社開発に携わる

当社は東京大学柴崎研究室の技術の社会実装を目指す東大発ベンチャーです。
AIアルゴリズム開発・ビッグデータ処理・位置情報認証をはじめとする最先端技術開
発を通じて主要科学誌への論文掲載や企業案件開発で数多くの実績があります。



人流集計SaaSプロダクト LocationMind xPop

https://locationmind.com/products/xpop/

*LocationMind xPopのデータは、NTTドコモが提供するアプリケーション
サービス「ドコモ地図ナビ」のオートGPS機能利⽤者より、許諾を得た上で
送信される携帯電話の位置情報を、NTTドコモが総体的かつ統計的に加
⼯を⾏ったデータを使⽤。位置情報は最短5分ごとに測位されるGPSデー
タ(緯度経度情報)であり、個⼈を特定する情報は含まれない。

Locationmind xpopの利用画面イメージ
（新型コロナウイルス専用ダッシュボード）

https://locationmind.com/products/xpop/


内閣官房 新型コロナウィルス感染症対策ウェブサイト

https://corona.go.jp/dashboard/

5

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）デジタルアーキテクチャ・
デザインセンターとともに分析レポートを公開（毎週更新）

https://corona.go.jp/dashboard/
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感染拡大防止：都道府県間移動の状況 7

感染拡⼤前（1/18~2/14）⽐
の都道府県間流出⼊の増減率
（％）を計算
1. 隣接都道府県への流出
2. 隣接都道府県からの流⼊
3. ⼤都市圏への流出
4. ⼤都市圏からの流⼊

隣接都道府県のリストは国⼟交通省の定義を利⽤
https://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/hattyu/rinsetu.pdf
⼤都市圏は東京都・千葉県・神奈川県・埼⽟県、⼤阪府・京都府・兵庫県・奈良県、愛知県、福岡県からなるとしています。

緊急事態宣言中の
人流の減少

連休による通勤トリップ
の減少

各都道府県の長期的なトレンド

コロナ禍における各都道府県
の人流の特徴的なパターンを
時系列に分析

https://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/hattyu/rinsetu.pdf


感染拡大防止：都道府県間移動の状況（対象都道府県の例） 8

秋での隣接都道府県との流出入は感染拡大前の水準まで戻ったものの、大都市圏との人
の移動はまだ戻っていない。



感染拡大防止：都道府県間移動の状況（対象都道府県の例） 9

隣接都道府県・大都市圏との人流は概ね感染拡大前の水準まで回復。連休時には多くの
人手に。



感染拡大防止：都道府県間移動の状況（対象都道府県の例） 10

大都市圏との人の流れは感染拡大前の水準まで戻らず。



感染拡大防止：陽性者の流入する可能性に着目した感染拡大リスクの指標化 11

陽性者の流⼊する可能性に着⽬し、感染拡⼤のリスクを「流⼊リスク指標」として表現しました。
（⻑崎⼤学熱帯医学研究所⽣態疫学分野（主任教授︓⾦⼦ 聰）と共同開発）
今回の流⼊リスクの計算は、現在の陽性者報告数に基づいていることから、実際に感染性のある流⼊者の流⼊は、
⼆週間から数⽇早いと推察されます。

都道府県ごとの陽性者数データは東洋経済オンライン公開データをもとにESRIジャパン株式会社が作成 (CC BY 4.0)
https://coronavirus-esrijapan-
ej.hub.arcgis.com/datasets/%E5%85%A8%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%83%BB%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E9%99%BD%E6%80
%A7%E8%80%85%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81%E5%88%A5%E9%9B%86%E8%A8%88%EF%BC%88%E9%83%BD%E9
%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E5%88%A5%EF%BC%89?geometry=82.210%2C22.088%2C-165.290%2C47.027

https://coronavirus-esrijapan-ej.hub.arcgis.com/datasets/%E5%85%A8%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%83%BB%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E9%99%BD%E6%80%A7%E8%80%85%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81%E5%88%A5%E9%9B%86%E8%A8%88%EF%BC%88%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E5%88%A5%EF%BC%89?geometry=82.210%2C22.088%2C-165.290%2C47.027


感染拡大防止：流入リスク（対象都道府県の例） 12

• 緊急事態宣言前に流入人数が減ったものの、春は感染が拡大した。

• その後流入人数が増え、それによる流入リスク指標も増加した。

• 夏以降も感染が収束していない



感染拡大防止：流入リスク（対象都道府県の例） 13

• 緊急事態宣言前に流入人数が減ったものの、春は感染が拡大した。

• ７月以降で流入人数はあまり変化は無いが、陽性者数は増加した。



感染拡大防止：流入リスク（対象都道府県の例） 14

• 緊急事態宣言前に流入人数が減ったものの、春は感染が拡大した。

• ７月以降で流入人数はあまり変化は無いが、陽性者数は増加した。

• ９月の連休時に流入量が大幅増加した。



感染拡大防止：流入リスク（対象都道府県の例） 15

• ７月以降で流入人数が増え始め、陽性者数は増加した。
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新たな生活様式：都心に勤務する首都圏在住者（「都心通勤者」）の行動パターンの変化17

都⼼に勤務する⾸都圏在住者の⾏動パターンの
変化 〜緊急事態宣⾔等の外出⾃粛、休業要請
等が⼈々の⽣活や⾏動パターンをどのように変
えてきたか︖〜

東京都市圏注1（東京都・神奈川県・埼⽟県・千
葉県・茨城県南部）に居住地があり、東京都都
⼼5区（新宿区、渋⾕区、千代⽥区、中央区、
港区）に勤務地がある⼈（ここでは都⼼通勤者
と呼びます）を対象として、 以下の指標を求
めました。

1. 都⼼通勤者１⼈・１週間あたりの通勤頻度
とその変化

2. 都⼼通勤者１⼈・1⽇の移動（トリップ）
のうち、居住する市区町村内で完結するト
リップの割合（週平均）とその変化

3. 都⼼通勤者１⼈・１⽇あたりの代表移動⼿
段別（徒歩・⾃動⾞・鉄道）の平均移動距
離の変化

注：第6回東京都市圏パーソントリップ調査範囲 https://www.tokyo-pt.jp/person/01

「都⼼通勤者」の勤務地（都⼼5区）

https://www.tokyo-pt.jp/person/01


18都⼼通勤者１⼈・１週間あたりの通勤頻度とその変化

■ 都心通勤者１人・１週間あたりの通勤頻度を居住都県別に算定しました。感染拡大前の4回
程度に比べ、緊急事態宣言期間中は大幅に減少しています。一方、6月以降は感染拡大前と
ほぼ同じ水準まで戻しつつあります。



19都⼼通勤者１⼈・１⽇あたりの代表移動⼿段別（徒歩・⾃動⾞・鉄道）の平均移動距離の変化

注）代表移動手段の定義；
滞留地点（15分以上滞在）から次の
滞留地点までの移動（1トリップ）の
中でもっとも移動距離の長い移動交
通手段（徒歩・自動車・鉄道）を代表
交通手段としました。

鉄道で長距離移動するために駅ま
で徒歩というケースは、代表移動手
段としてみると、鉄道移動に含まれ
るため、徒歩による移動は実際の
移動距離よりも短くなる傾向があり
ます。

■ 通勤者１人・１日あたりの代表移動手段別（徒歩・自動車・鉄道）の平均移動距離は、人々
がどの交通手段を用いてどの程度移動しているかを算定したものです。

■ 徒歩での移動距離は緊急事態宣言中僅かに増加しているように見えますが、7月に入ってや
や減少しているようにも見えます。



20都⼼通勤者１⼈・１⽇あたりの代表移動⼿段別（徒歩・⾃動⾞・鉄道）の平均移動距離の変化

注）代表移動手段の定義；
滞留地点（15分以上滞在）から次の
滞留地点までの移動（1トリップ）の
中でもっとも移動距離の長い移動交
通手段（徒歩・自動車・鉄道）を代表
交通手段としました。

鉄道で長距離移動するために駅ま
で自動車（バス等も含む）というケー
スは、代表移動手段としてみると、
鉄道移動に含まれるため、自動車
による移動は実際の移動距離より
も短くなる傾向があります。

■ 通勤者１人・１日あたりの代表移動手段別（徒歩・自動車・鉄道）の平均移動距離は、人々がどの交通手
段を用いてどの程度移動しているかを算定したものです。

■ 自動車での移動距離は緊急事態宣言中あまり変化していません。しかし、お盆期間に大幅に増加しました。



21都⼼通勤者１⼈・１⽇あたりの代表移動⼿段別（徒歩・⾃動⾞・鉄道）の平均移動距離の変化

注）代表移動手段の定義；
滞留地点（15分以上滞在）から次の
滞留地点までの移動（1トリップ）の
中でもっとも移動距離の長い移動交
通手段（徒歩・自動車・鉄道）を代表
交通手段としました。
通勤のために遠距離を鉄道で移動
するケースでも、 １人・１日あたりに
平均化しているため、1回の通勤に
よる移動距離よりも短くなる傾向が
あります。

■ 通勤者１人・１日あたりの代表移動手段別（徒歩・自動車・鉄道）の平均移動距離は、人々
がどの交通手段を用いてどの程度移動しているかを算定したものです。

■ 鉄道での移動距離は緊急事態宣言中大幅に減少しています。また7月になってもまだ戻りは
緩やかです。



22新たな⽣活様式︓ 3⼤都市圏における居住・勤務以外での滞在時間の変化

３⼤都市圏について、標準地域メッシュ注1における、居住・勤務以外の滞在時間
（1⽇あたり。全ユーザーの合計値）を推定しました。（今回は東京都市圏注2を
紹介）

1. 感染拡⼤前の代表値として1、2⽉の⼀⽇あたりの居住・勤務以外での全ユー
ザーの合計滞在時間を計算

2. 3⽉以降について、⽉単位での滞在時間の対感染拡⼤前⽐の増減率（%）を計
算

3. 標準地域メッシュのうち⼈⼝集中地区注3に含まれる地域を抽出し可視化

⼈⼝集中地区における居住・勤務以外での滞在時間は、都市における訪問を伴う
消費活動に関連すると考えられ、店舗・飲⾷店への経済インパクトを空間的に明
らかにすることにつながります。

注1：標準地域メッシュ(1 km) https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html
注2：第6回東京都市圏パーソントリップ調査範囲 https://www.tokyo-pt.jp/person/01
注3：人口集中地区データ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A16-v2_3.html

https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html
https://www.tokyo-pt.jp/person/01
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A16-v2_3.html


23東京都市圏 ３⽉

■ 感染拡大前に比べ、３月は東京都心において滞在時間が僅かに減少しています。

成田空港

東京ディズニーリゾート

羽田空港



24東京都市圏 ４⽉

■ 感染拡大前に比べ、４月は広域にわたり滞在時間が減少しています。

■ 緊急事態宣言期間であり、人々が外出時間を短縮していることがわかります。

■ 都心部に加え、大規模交通施設やレジャー施設での減少が目立ちます。



25東京都市圏 ５⽉

■ 4月に比べ、５月は広域にわたりさらに滞在時間が減少しています。



26東京都市圏 ６⽉

■ 感染拡大前に比べ、６月は都心において滞在時間の落ち込みはかなり回復しています。

■ 緊急事態宣言解除後、人々の外出時間が増加し始めたことがわかります。



27東京都市圏 ７⽉

■ ６月に比べ、７月は東京都心において滞在時間が僅かに減少しています。

■ 全体として、人々の外出時間が再びやや減少しています。



28東京都市圏 8⽉

■ 7月に比べ、8月は東京都心において滞在時間が僅かに増加しています。
■ 全体として、人々の外出時間が再びやや増加しています。



29東京都市圏 9⽉

■ 8月に比べ、9月は東京都心での滞在時間がほぼ感染拡大前の水準まで戻りました。
■ 全体として、人々の外出時間が再びやや増加しています。



まとめ 30

n大学との共同研究・共同開発をすすめることで、様々な分野で
適用可能な分析結果・提言につながる

n対策の検討、政策や仮説の検証のためには継続的なモニタリ
ング＋分析が重要。弊社でもその支援を進めていきたい

nより実践的な政策や仮説の検証には、人流のみならず分野横
断的な連携を通じて、よりリッチな分析にニーズがあると感じる。
挑戦を継続していきたい



31お問い合わせ

この資料を二次利用される際には、出典と注記の明記をお願い致します。

グラフを編集・加工して利用される場合は、下記アドレスまでお問い合わせください。

この資料に関するお問い合わせ先

info@locationmind.com

現在多くのお問い合わせを頂いております。
回答にお時間をいただく可能性がありますが、予めご了承くださいますよう

宜しくお願い申し上げます。

データ出所： LocationMind xPop

注記： LocationMind xPopのデータは、NTTドコモが提供するアプリケーションサービス
「ドコモ地図ナビ」のオートGPS機能利用者より、許諾を得た上で送信される携帯電話の位
置情報を、NTTドコモが総体的かつ統計的に加工を行ったデータを使用。位置情報は最短
5分ごとに測位されるGPSデータ(緯度経度情報)であり、個人を特定する情報は含まれな
い。

mailto:info@locationmind.com

