
1 はじめに 

我が国では、1960年代に総理府統計局（当時）が
空間統計を作成するための集計単位（グリッドまた
はメッシュ）の定義について省庁横断的な研究を行
い、地域メッシュコードと呼ばれる緯度と経度に基
づく集計単位とコード付与体系を日本の標準として
提唱した。さらに、このコード体系は日本工業規格
として1974年に地域メッシュコード(JIS X0410)とし
て標準化され現在に至っている[1,2]。これにより、
政府統計を空間統計として公表する場合には、地域
メッシュコードに従って公開することが現在に至る
まで行われている。総務省統計局はe-Stat内「地図
で見る統計」を通じて国勢調査や経済センサスに基
づく地域メッシュ統計を公開している[3]。また、
国土交通省国土政策局国土政策課は国土交通省が有
する国土数値情報や輸送、観光に関する位置情報を
含む政府統計を地域メッシュ統計化して公開してきた
[4]。地域メッシュコードは、我が国で40年以上利用
され続け、様々な種類の地域メッシュ統計が産業界お
よび行政の分野で作成されている実績を有する。地域
メッシュ統計は異なる統計を空間で連結し、統合分析
を行うことができ、更に、任意の形状にメッシュ近似
ではあるが再集計することが可能である。地域メッシ
ュ統計は緯度経度を用いて統計を作成するため、行政
区画の合併や変更など時間的変化に対して影響を受け
ないという長所を有する。 

測量法の「測量の基準」が日本測地系から世界標準
である世界測地系(ISO 6709)に改正され、2002年4月1

日から施行されたことにより、基準測量や公共測量は
世界測地系で表示されなければならなくなった。これ
を受け、2002年にJIS X 0410についても、10年間の移
行期間を設けて1974年の地域メッシュコードの日本工
業規格での定義を世界測地系に改め(JIS  

X0410:2002)、2012年から世界測地系による地域メッ
シュコードの定義のみが標準とされるようになった。
そのため、現在は世界測地系に従った地域メッシュ統
計のみが公表されるようになっている。このような背
景から、現在我が国で研究され利用されてきた地域メ
ッシュコード(JIS X0410)は日本以外の他国においても
利用可能な状況となっている。 

本稿では、この地域メッシュ統計を世界メッシュ統

計として拡張し、これを全世界レベルで可視化定量化
することができる多言語の分析基盤について報告する
とともに、グローバル観光デザインへの応用方法につ
いて議論する。 

2 世界メッシュコード 

発表者（佐藤・椿）は、世界測地系に従う地域メッ
シュコードの上位に2桁のコードを付加することによ
って、世界メッシュコード体系を構成できることを示
した。この世界メッシュコードは地域メッシュコード
(JIS X0410)の上位互換性を有する全世界を覆うこと
ができるメッシュコード体系[5, 6, 7]であり、Fig.1
に示すように、JIS X0410と同様に1次メッシュコード
から6次メッシュコードまでの6階層の階層性を有し、
全世界を網羅する形で緯度と経度から一意にメッシュ
コードが決まる。逆に世界メッシュコードが与えられ
ている場合、そのメッシュの北西の緯度と経度は以下
の式で与えられる。 

世界メッシュコードは地域メッシュコード(JIS 
X0410)に対して上位互換性を有するため、地域メッシ
ュコード(JIS X0410)の上位に20を追加することによ
り、現状で国内において整備されている地域メッシュ
統計をそのまま世界メッシュ統計として取り込むこと
が可能である。 
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Fig. 1: A conceptual illustration of world grid squares 



ブラリはプロジェクトページである世界メッシュ研究
所 [8]のWebページから公開している。R言語, PHP言
語, Javascript言語, Python言語の4種類の言語によ
り、WGS84に基づく位置情報（緯度経度）から6階層の
世界メッシュコードを算出する関数および、6階層の
世界メッシュコードから各メッシュの代表位置（北
端、南端の緯度、西端、東端の経度）を算出する関数
を提供している。 

更に、総務省統計局国勢調査人口メッシュ統計、行
政界メッシュデータ[9]、ならびに国土交通省国土政
策局国土情報課国土数値情報標高傾斜角メッシュ統計
[10]を参考として、全世界規模の人口メッシュ統計、
行政界メッシュデータ、標高メッシュ統計を作成し、
オープンデータとして世界メッシュ統計データの公開
を行っている[11]。 

3 統計情報可視化システム MESHSTATS 

本節では, 世界メッシュデータ可視化・分析基盤で
ある[12]統計情報可視化システム MESHSTATSについて
解説する。MESHSTATSはビッグデータ参照モデル (Big 
Data Reference Architecture; BDRA)[13,14]に基づ
く分析・可視化基盤であり、クラウドコンピュータ上
に構築しており、クラウドコンピュータ上に構築した
仮想サーバー（データベースサーバー、Webサーバー、
データ収集サーバー）を用いて分析基盤の実装を行っ
ている。HTML形式による Webブラウザでの閲覧を前提
とした N種類の機能と機械判読可能な形で出力を得る
M 種類の API 出力機能を有している。この MESHSTATS
の概念図を Fig.2に示す。 

Fig. 2: A conceptual illustration of Cloud-based Data Ana-

lytics Platform MESHSTATS 

 

世界メッシュ統計データは個別にデータベースとし
て格納されており、更に、国ごとに異なるテーブルと
して保管されている。世界メッシュ統計統合・成形管
理部はこれらの世界メッシュ統計データを対応する機
能と選択された場所と領域（緯度経度および区画の大
きさ）に応じて選別し統合してデータ配列として取り
出す。HTML 出力の場合、これらを統合、成形したメ
ッシュ統計データを機能ごとに峻別して出力する。
API 出力の場合は指定された API 形式出力形式に変換
後、機能ごとに峻別して機械判読可能な形で世界メッ
シュ統計データを出力する。現在 12 か国語（英語、日
本語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、韓国語、
ベトナム語、繁体中国語、簡体中国語、ポーランド語、

タイ語、トルコ語）をサポートしている。Fig.3 は Fig.2

で示した世界メッシュ統計データ可視化分析基盤のス
ナップショットである。左側に存在する、地図を用い
て世界メッシュコードを基準としてエリアを選択（ま
たは、対象とする位置座標をカテゴリごとに選択）し、
その周辺距離を指定することにより、矩形状に複数の
世界メッシュデータをデータベースから抜き出す。抜
き出された世界メッシュデータを空間上にヒートマッ
プとして表示することにより、可視化し、かつ、２種
類の異なる世界メッシュデータに対する散布図の作成、
線形回帰分析の機能を有する。機能ごとに選び出され
る世界メッシュデータの組み合わせを変え、または、
指定された領域で再集計することにより希望する統計
量の算出を行える機能を有する。 

Fig. 3: Screenshots of MESHSTATS.（Top）Grid square sta-

tistics of 2016 population census in Australia（Bottom）Grid 

square statistics of land-cover in Butuan (forest area). 

4 グローバル観光デザインへの利用 

観光とは需要側である観光客が異なるセクターに存
在する産業（輸送、飲食、小売り、ツアーオペレータ
ー、観光ガイド、地方公共団体サービスなど）を相互
に自らの目的のために接続して行われる消費活動であ
り、これら観光に関連する産業（観光関連産業）の各
産業セクターに対してある一定の需要寄与を与えると
いう特徴がある。 

需要側から観光を観た場合は、大きくアウトバウン



ド観光(outbound tourism)、インバウンド観光(in-
bound tourism)、国内観光(domestic tourism)の３つ
に分類される[15]。アウトバンド観光とは、ある国ま
たは地域に居留権を有する旅行者が自らの国籍以外の
国や地域で行う観光消費を送り出し側で見た場合の呼
称である。インバウンド観光とは、ある国または地域
に居留権を有する旅行者が自らの国籍以外の国や地域
で行う観光消費を受け入れ側で見た場合の呼称である。
国内観光とは、ある国または地域に居留権を有する旅
行者が自らの国や地域で行う観光消費を指す。内部観
光(internal tourism)とは国内観光とインバウンド観
光の和である。国民観光(national tourism)とは国内
観光とアウトバウンド観光の和である。国際観光
(international tourism)とはインバウンド観光とア
ウトバウンド観光の和である。 

例えば、日本からイタリアへのアウトバウンド観光
とイタリアにおける日本人のインバウンド観光とは同
じ観光活動を別の観点から指している。そのため、一
般に国または地域 Aから国または地域 Bへのアウトバ
ウンド観光と国または地域 B における国または地域 A
からのインバウンド観光は同じ活動を示す。 

Fig.4: Classification of tourism demands 

観光消費を含む体験型消費におけるユーザー体験
(UX)デザイン[16]の文脈において、体験型消費には、
体験前、体験中、体験後の 3つの大きな区分が存在す
ることが指摘されている。観光消費では、この３つの
区分において、以下の典型的な行動を想定することが
できる。 

・体験前（計画、準備、移動） 

・体験中（ホテルチェック・イン、移動、観光体験、
飲食、ホテル滞在、ホテルチェック・アウト） 

・体験後（移動、帰宅、片付け、振り返り） 

グローバル観光消費においては航空機による移動が
ほぼ必須となる。OAG社が提供する 2017年 1年間での
タイムテーブルを用いた移動時間別の分析を行ったと
ころ、国際線における移動では 2 時間～4 時間の移動
が全世界における総座席数の約 75%を占めていること
が分かった。空港間のアクセスも含めると往復 12 時
間以上は移動に利用していと推察される。更に、陸上
移動においては、鉄道やバスを用いた公共交通機関に
よる移動が主となる。更に、観光地内における活動は
ホテルやコンドミニアムなどの短期型滞在設備を利用
する。そのため、各地域における宿泊施設の稼働状況
は重要な指標となる。また、観光体験消費の地域経済
への波及効果を理解するためには地域の雇用や産業の
状況について理解が必要である。 

観光とは供給側と需要側とで意味や定義が異なるた

め、MESHSTATS の利用ユースケースについても供給側
と需要側とは異なる目的と異なるサービスを目指すべ
きである。 

供給側としては地域に宿泊容量がどの程度存在して
おり、宿泊容量の充足率（稼働率）がどのような時間
推移を示すかを理解することが宿泊サービスの供給計
画の策定と価格設定に効果的である。また、輸送容量
についても充足率（利用率）がどのような時間推移を
示すかを理解することが輸送サービスのタイムテーブ
ル策定と輸送計画の策定に有効である。飲食業や小売
業についても、地域の飲食業や小売業の供給能力がど
の程度存在しているかを見積もることは出店計画や供
給計画の策定に有効である。また、地方自治体として
は地域における観光関連サービスの過剰供給や労働環
境、周辺環境への影響を見積もることは持続的に地域
の観光活動が継続していくために必要な措置である。
また、地域住民が過剰な観光商業活動の結果居住する
意思を失い、地域住民が周辺へ拡散する現象（スプロ
ール現象）が発生した場合、地域住民を消失すること
による公共サービス提供ニーズの急激な変化に直面す
ることになる。そのため、地域住民の日常生活と観光
関連産業の活動との間でバランスをとるために都市計
画設計の観点からの利用ユースケースが存在する。 

需要側から見た場合、各地域に存在する観光関連産
業の供給能力と移動可能な経路を探索し、実行可能な
旅行計画を世界規模で策定することは骨の折れる作業
である。また、自らの観光行動の興味関心を自らが理
解できていないこともあることから、宿泊容量、移動
容量、地域の魅力等を定量的に評価し組み合わせるこ
とによりグローバル観光を実現できる観光プランを簡
単に設計、提案することができるシステムの構築に
MESHSTATSが利用できるユースケースが存在する。 

5 まとめと今後の課題 

本稿では地域メッシュ統計(JIS X0410)を全世界拡
張した世界メッシュコードについて述べるとともに、
この世界メッシュコードに基づいた世界メッシュ統計
と世界メッシュ統計に基づく、統計情報可視化システ
ム MESHSTATS について説明した。MESHSTATS をグロー
バル観光に利用するための利用シーンについて共有側
と需要側についてユースケースの概念について述べた。 

今後の課題として、グローバル観光が持続可能な活
動となっていることを調べるために、持続的にデータ
を収集し、時系列的に長期間のトレンドを把握するこ
とができるようにする必要がある。更に、地域の観光
供給に関する質的なデータを収集し、メッシュ統計と
して表現することにより、グローバル観光の様子をコ
ンテンツの観点から理解し、観光予定を自動生成する
ためのプラットフォームの開発に利用することが可能
である。このようなプラットフォームを利用すること
により、全世界規模での観光消費の状況を計量し、持
続可能なグローバル観光の状態について設計する必要
がある。 
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