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3
調査概要
大分県ニーズ調査・報告書

▪ 調査の目的・分析の方針

大分県を訪れる旅行者がSNSで発信する情報を横断的に収集して定性的・定量的な側面から分析を行い、大分県に関して旅行者が関心を
持ったコンテンツや周遊状況などを明らかにして、今後の大分県における観光プロモーションの強化や受け入れ環境改善につながる示唆を提供する。

▪ SNS調査言語

日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）

▪ SNS調査対象地域

日本（日本語）

イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア（英語）

韓国（韓国語）

中国（中国語簡体字）

台湾、香港（中国語繁体字）

▪ SNS調査対象メディア

Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等のグローバルSNS、各国の主要ニュースメディア、ブログメディア、フォーラムサイト、その他各地域
のローカルメディアなど

▪ SNS調査対象（データ取得）期間

2018年11月1日〜2019年10月31日（1年間）



2. 大分県に関する話題量分析
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各国・各地域・総件数表
大分県ニーズ調査・報告書

• 今回調査対象の各国別に、大分県の18市町村に関する話題を収集した（「大分」は県全体に関する話題も含む、キーワードは別紙1参照）

• いずれの国でも共通して「大分」「別府」「由布」に関する話題量が他の地域に比べて突出して多く、その他の地域は件数が少なくなっている

• 「別府」と「由布」を比較すると日本と欧米豪・東南アジア地域では「別府」の件数が、東アジアの各国では「由布」の件数が多くなっている

※「全体」の件数は、複数の市町村名で収集できる投稿も1件としてカウントしたものになるため、18市町村合計の数より少なくなる場合がある
（例：「臼杵から別府に移動した」→このような投稿の場合、臼杵・別府で1件ずつカウントされるため合計では2件になるが、全体では1件とみなしてカウント）
（次のページ以降の各国別・月別件数表も同様）
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件数表・エリア別集計結果
大分県ニーズ調査・報告書

• 前ページに掲載した18市町村別の投稿件数をもとに、大分県を7エリアに区分し、各エリアに含まれる市町村の投稿件数の合計を算出した。

• 市町村別の傾向同様「大分」「別府」「由布」の投稿件数が突出している以外は、ほとんどの国において「山間部」エリアの投稿件数が他エリアと比較し
てやや多くなっている傾向が見られる。

• 「由布」エリアは特に日本以外の投稿件数が占める割合が高く、観光地としての国際的な認知度の高さがうかがえる。

（エリアの定義）

• 大分／別府／由布は各市で1エリア

• 北部…中津市、宇佐市 ／ 南部…佐伯市、津久見市、臼杵市 ／ 国東半島…国東市、豊後高田市、杵築市、日出町、姫島村 ／ 山間部…日田市、豊後大野市、竹田市、玖珠町、九重町
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日本・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• 全体的には、日韓関係の悪化を受けて韓国人観光客の減少が顕著になった2019年夏頃に話題量が増加している。

• RWC2019によるものと見られる投稿件数の大きな変動は確認できなかった。

2019年8月「大分」（12,418件）

日韓関係悪化の影響を受けて、大分県の観光客数が
20%以上減少したことが掲示板などで話題になる。
(https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/newsplus/1566393610/)

2 2019年8月「由布」（1,051件）

湯布院・湯の坪街道近くに「みっふぃー森のきっちん」が開
業するニュースが拡散し話題になる。
（https://twitter.com/livedoornews/status/1162245613339025410）

32018年12月「別府」（2,877件）

別府市がタトゥーがある旅行者でも入れる温泉をまとめた
マップを公開したニュースが拡散し話題になる。
(https://twitter.com/livedoornews/status/1073859351654281216)

1
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イギリス・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• RWC2019に関連する投稿や、RWC2019観戦のために大分を訪れた旅行者による投稿が見られたことから、2019年9月〜10月にかけて「大分」
「別府」で投稿件数が大幅に増加している。

2019年10月「大分」（6,858件）

RWC関連の話題が多く、中でも10/19に大分で行われ
た決勝トーナメントのイングランド対オーストラリア戦に関
する話題が最も件数を伸ばしている。

1

大分の試合はフルタイムを迎
え、イングランドがRWC2019
の準決勝に進むことが決まった
(https://twitter.com/EnglandRugby
/status/1185482365394739201)
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アメリカ・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• RWC2019に関連する投稿や、RWC2019観戦のために大分を訪れた旅行者による投稿が見られたことから、2019年9月〜10月にかけて「大分」
で投稿件数が大幅に増加している。

• 「別府」に関しては、2019年9月に投稿件数が盛り上がっており、新日本プロレスの別府興行 “Distruction Beppu” がプロレスファンの間で話題に
なっていたことが件数増加の要因となっていた。

• 「由布」に関しては時期による大きな投稿件数の変動は見られず、年間を通して一定の話題が投稿されている。

2019年9月「大分」（995件）

RWC2019の取材で訪れたラグビー記事のライターが、
大分空港のバゲージクレームに寿司が流れている様子を
撮影した動画を投稿し、話題になる。

2

大分空港のバゲージクレームで見
かけた、ちょっとした日本のジョーク。
(https://twitter.com/JamieWall2/status/
1176396983835095041)

2019年9月「別府」（1,131件）

9月15,16日に行われた新日本プロレスの別府興行
“Distruction Beppu” がプロレスファンの間で話題に
なる。

3

別府での熱い夜が迫っている！

ファンにNJPWworld.comでの再
生を見る機会を残すため、日本
時間明日の正午まで全世界の
SNSでネタバレはしない！

情報に追いつけたら、明日鹿児島
で待ってるぜ！
(https://twitter.com/njpwglobal/status/
1173198830579388418)

2019年10月「大分」（6,159件）

イギリス同様、10/19に大分で行われた決勝トーナメン
トのイングランド対オーストラリア戦に関する話題が最も件
数を伸ばしている。

1

大分の試合はフルタイムを迎
え、イングランドがRWC2019
の準決勝に進むことが決まった
(https://twitter.com/EnglandRugby
/status/1185482365394739201)
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カナダ・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• RWC2019に関連する投稿や、RWC2019観戦のために大分を訪れた旅行者による投稿が見られたことから、2019年9月〜10月にかけて「大分」
で投稿件数が大幅に増加している。

• その他の時期・地域ではほとんど話題になっている様子が見られない。

2019年10月「大分」（279件）

RWC2019関連の話題が盛り上がっているが、中でも話
題量が多かったのは10/2に行われたカナダ対ニュージー
ランド戦に関する話題であった。

3

オールブラックスに善
戦してピッチを離れた
後、大分の人々に感
謝を告げに行くカナダ
代表チーム。素晴らし
いRWC2019の一瞬
(https://twitter.com/Rugb
yCanada/status/1179372
284055900160)

2019年7月「大分」（38件）

話題は全体的に分散しているものの、東京在住のオース
トラリア人ライターによる小鹿田焼の里を紹介した投稿が
わずかに盛り上がっている。

2

小鹿田焼の里は、唐臼で知られてい
ます。唐臼とは木で作られた土づくり装
置で、花月川の水を利用して動いて
います。唐臼が奏でる音は小さな村に
こだまし、その音色は「日本の音風景
100選」のひとつとされています。
(https://twitter.com/OonaMcGee/status/115
0949186226909186)

2019年3月「大分」（49件）

大分県出身で、旧県立大分図書館などの設計をした
磯崎新がプリツカー賞を受賞したことが話題になっている。

1

日本人建築家の磯崎新氏が、
建築界の国際的な権威とさ
れる今年のプリツカー賞を受
賞した。磯崎氏は東西の要
素を革新的な形で設計に取
り入れたことで知られている。
(https://apnews.com/8986fd432ca
a4969897807d7f64e1d45)



11
オーストラリア・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• RWC2019に関連する投稿や、RWC2019観戦のために大分を訪れた旅行者による投稿が見られたことから、2019年9月〜10月にかけて「大分」
「別府」で投稿件数が大幅に増加している。

• その他の時期・地域ではほとんど話題になっている様子が見られない。

2019年10月「大分」（1,013件）

対戦相手のイギリス同様、10/19に大分で行われた決
勝トーナメントのイングランド対オーストラリア戦に関する
話題が最も件数を伸ばしている。

1

大分の試合はフルタイムを迎
え、イングランドがRWC2019
の準決勝に進むことが決まった
(https://twitter.com/EnglandRugby
/status/1185482365394739201)
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ニュージーランド・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• RWC2019に関連する投稿や、RWC2019観戦のために大分を訪れた旅行者による投稿が見られたことから、2019年9月〜10月にかけて「大分」
「別府」で投稿件数が大幅に増加している。

• 特にニュージーランドではその他の時期ほぼ大分県に関する投稿が皆無であったにも関わらず件数が増加しており、RWC2019の開催を通じて同国内
での大分県の認知度が大きく高められたことが期待される。

• 大分に関する話題の盛り上がりは、いずれもオールブラックス公式アカウントの投稿が起点となっている。

2019年10月「大分」（321件）

10/2のニュージーランド対カナダ戦でオールブラックスが披
露したハカの様子を撮影した投稿がRTされ話題になる。

1

大分でのハカ！
(https://twitter.com/AllBlacks/status/
1179346651267424257)

2019年9月「別府」（83件）

オールブラックスの選手が別府で砂蒸し風呂を体験して
いる様子が公式Twitterより投稿され拡散する。

2

オールブラックスのメンバーの一
部は今日、別府の砂浜浴場で
日本の伝統的な回復法を体験
しました…熱い温泉の砂に覆わ
れるというのはハードなトレーニン
グの後には唯一無二の回復とリ
フレッシュの方法ですね！
(https://twitter.com/AllBlacks/status/
1177189832667189250)



13
シンガポール・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• RWC2019の影響で2019年の10月にやや「大分」の件数が増加したものの、それ以外は大きな件数の変動は見られなかった

• 「大分」「別府」「由布」以外の地域では、年間を通じてほとんど投稿が見られなかった。

※期間中に特定の投稿が大幅に拡散した事例が見られなかったことから、盛り上がった投稿例は省略。
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マレーシア・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• RWC2019に関連する投稿の影響で、2019年9月〜10月にかけて「大分」で投稿件数が大幅に増加している。

• 「大分」「別府」「由布」以外の地域では、年間を通じてほとんど投稿が見られなかった。

2019年2月「由布」（40件）

韓国のアイドルグループ「TWICE」の冬休みの過ごし方
で、メンバーの一人のジヒョが由布院を訪れたことが話題
になっている。

2

TWICEの先週の冬休み：

JY: チェジュ島

MM: 沖縄（宮古島）

JH: 由布院

MN: ハワイ

CY: バリ島と釜山
(https://twitter.com/misayeon/status/1
091718252609355776)

2019年10月「大分」（6,858件）

RWC関連の話題が多く、中でも10/19に大分で行われ
た決勝トーナメントのイングランド対オーストラリア戦に関
する話題が最も件数を伸ばしている。

1

大分の試合はフルタイムを迎
え、イングランドがRWC2019
の準決勝に進むことが決まった
(https://twitter.com/EnglandRugby
/status/1185482365394739201)
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韓国・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• 2019年7月以降の貿易問題に端を発する日韓関係の悪化に伴い、「由布」では話題量の漸減傾向が見られたり、「別府」では旅行の中止を呼びか
けるニュース記事の拡散が見られたり、SNS上の件数の推移にも観光客の反日・訪日自粛傾向が反映されている様子が読み取れる。

• RWC2019によるものと見られる投稿件数の大きな変動は確認できなかった。

2019年1月「由布」（868件）

由布院の「笑ねこの宿」を韓国語で紹介した投稿が
Twitterで拡散され話題になる。

1

由布院の旅館、笑ねこの宿。猫が
好きな人なら！旅館で日本の文
化を感じながらまったりしたい人な
ら！オススメします。民家を改造し
た形なんですが、すごく親切で、猫
がいっぱいだ。猫最高。温泉もよ
かった！一日泊まったけど本当に
本当によかった。
(https://twitter.com/RGForest/status/10
85100624885108736)

2019年7月「別府」（855件）

日韓関係の悪化を受けて、一番効果的な不買運動は
旅行をやめることという記事が拡散している。

2

一番効果的な日本不買は、別
府、福岡、長崎に行かないこと。
ジャンジョンウク教授曰く ”日本の
中小都市の観光客の30％が韓
国人…日本旅行中断が一番大
きい効果” 日本の小都市への旅
行計画があった人は今回を機に
国内か他の国にしましょう〜
(https://twitter.com/bleuchatte/status/1
150682054893301760)

2019年10月「由布」（316件）

別府や由布院の現状を取材した記事がTwitterで様々
なユーザーに引用されて拡散している（10月の「別府」
も同記事に関するコメントの影響で投稿が増加）

3

この記事をベースに日本人の情
緒を読み取ることができる。つま
り、安倍政権がマスコミと一緒に
緻密にマスコミ戦を通じて現状
を韓国政府のせいにしながら日
本はいい国だと自画自賛してい
る。
(https://twitter.com/social_eng/statu
s/1182553886575349760)
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中国・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• TV番組『月曜から夜ふかし』で大分市の公園にあるパンダ像が取り上げられたことが話題になり、2018年12月〜翌1月の投稿件数が突出している。

• RWC2019によるものと見られる投稿件数の大きな変動は確認できなかった。

• 「大分」「由布」「日出」の投稿件数が多く、その他の地域は「別府」も含めてあまり大量の投稿は見られない。

2018年12月「大分」（3,363件）

『月曜から夜ふかし』で大分市の公園にあるパンダの像が
取り上げられ、その奇妙さが中国のWeiboで話題になり
多数のコメントがつく。

1

【史上最も醜いパンダの
彫像】大分県の北下郡
公園に怪しいパンダの像
があり、どう見てもアシカ
に似ています。ただ市の
職員しかこれはパンダの
形に基づいて作ったと言
いません。その状況は番
組は凄いことをするまで
…おじさんあなた真面目
に冗談を言うのですか？
(https://www.weibo.com/5705142393/
HnP67ALg0?type=comment)

（参考）日出町の件数増加の要因

別府を紹介する百度百科を引用した投稿の中で、隣接
市町村として日出町に触れている。同様の投稿が継続
的に発信されていたことが件数増につながっている。

別府は日本の大分県中
部にある一つの都市で、大
分県第二の都市です。隣
接する都市としては大分
市や宇佐市、日出町があ
り、中でも大分市は山を
隔てて鉄道で15分でたど
り着けるところにあります。
(https://www.weibo.com/6452170846/Hp
5briyjO?type=comment#_rnd1579508738
809)
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台湾・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• 年間を通じて「別府」「由布」の投稿件数が多くなっている。

• RWC2019によるものと見られる投稿件数の大きな変動は確認できなかった。

2019年3月「由布」（486件）

九州旅行に関する掲示板が複数あり、それぞれ旅行に
関する質問と返信で件数が盛り上がっている（特定の
話題が盛り上がっているわけではない）。

1

10月の初旬に別
府・湯布院に行こう
と思ったのですが、
空いている宿の値
段がどれもべらぼう
に高いです。これが
普通なんですか？
(https://www.ptt.cc/bb
s/Japan_Travel/M.155
2879553.A.A0C.html)

2019年4月「由布」（470件）

九州旅行に関する掲示板が複数あり、それぞれ旅行に
関する質問と返信で件数が盛り上がっている（特定の
話題が盛り上がっているわけではない）。

2

北部九州5日間の自由旅行-

行き先はホテルを予約されてしまっ
たので変えられないのですが、それ
以外でおすすめなどがあれば教え
て欲しいです！

1日目：福岡空港からバスで由
布院に移動し、夜は別府の温泉
に泊まります。
(https://www.backpackers.com.tw/foru
m/showthread.php?t=10268350#post1
1019888)

2019年6月「別府」（297件）

九州旅行に関する掲示板が複数あり、それぞれ旅行に
関する質問と返信で件数が盛り上がっている（特定の
話題が盛り上がっているわけではない）。

3

9月に親子4人で5日
間旅行する予定です。

レンタカーを借りる予
定ですが、何かご意
見をいただけますで
しょうか？
(https://www.backpacker
s.com.tw/forum/showthre
ad.php?s=9a51320e8b44
51e84e4e55e72ef71bd3&
t=10297975#post111322
57)
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香港・月次件数表／盛り上がった話題例
大分県ニーズ調査・報告書

• 年間を通じて「別府」「由布」の投稿件数が多くなっている。

• RWC2019によるものと見られる投稿件数の大きな変動は確認できなかった。

2018年11月「由布」（299件）

九州旅行に関する掲示板でのやりとりが複数あり、いず
れも少しずつ話題が盛り上がっている。

1

JRパスを買うべきで
しょうか。3日間から
の発売ですが、各
地で1日以上滞在
する日があります。
(https://www.discuss.c
om.hk/viewthread.php
?tid=27872465&extra
=page%3D1#pid4911
56939)

2019年1月「由布」（381件）

福岡・別府・由布院を旅行した香港人旅行者による旅
行記が掲示板に投稿され、投稿とそれに対する反応が
盛り上がっている。

2

今回の旅行はとても満足のい
くものでした。金鱗湖は、私を
驚かせてくれました。
(https://www.discuss.com.hk/viewt
hread.php?tid=27968181&extra=p
age%3D2&page=1)

2019年5月「由布」（204件）

九州旅行に関する掲示板でのやりとりが複数あり、いず
れも少しずつ話題が盛り上がっている。

3

初めて福岡に行きます。5日
間の北部九州版JRパスを購
入し、中洲のAirbnbを拠点
に日帰りで旅行する予定です。
5日目の予定が決まっておらず
アドバイスをお願いします。
(https://www.discuss.com.hk/viewt
hread.php?tid=28226824&extra=p
age%3D1&page=1#table-
pid499556772)



19
各国・エリア別月次件数表（1/2）
大分県ニーズ調査・報告書

日本 イギリス アメリカ

カナダ オーストラリア ニュージーランド

（エリアの定義）

• 大分／別府／由布は各市で1エリア

• 北部…中津市、宇佐市 ／ 南部…佐伯市、津久見市、臼杵市 ／ 国東半島…国東市、豊後高田市、杵築市、日出町、姫島村 ／ 山間部…日田市、豊後大野市、竹田市、玖珠町、九重町
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各国・エリア別月次件数表（2/2）
大分県ニーズ調査・報告書

シンガポール マレーシア 韓国

中国 台湾 香港

（エリアの定義）

• 大分／別府／由布は各市で1エリア

• 北部…中津市、宇佐市 ／ 南部…佐伯市、津久見市、臼杵市 ／ 国東半島…国東市、豊後高田市、杵築市、日出町、姫島村 ／ 山間部…日田市、豊後大野市、竹田市、玖珠町、九重町
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RWC2019期間中の投稿状況（各国別日次件数表・他県との比較）

大分県ニーズ調査・報告書

• 全体では決勝トーナメントの2試合が行われた10/19,20に最も大分県に関する投稿量が増加している（要因例参照）

• ニュージーランドやカナダでは両国の試合が行われた10/2にの投稿量が最も多くなっているなど、国によっても盛り上がりの時期に違いが見られる。

• 日本を含む東アジア各国ではRWC期間中を通して大きな話題量の変動は見られず、話題量が増加した箇所もRWC2019とは関係のない内容で
あった（例：韓国の10/11→由布院・別府で不買運動の影響を取材した記事が拡散。詳細はp.15の盛り上がった投稿例「3」を参照）

• 欧米豪における観光関連の投稿件数を福岡・熊本と比較したところ、他2県では前年同時期と比較してやや盛り上がりが見られる程度にとどまったのに
対して大分ではRWC期間中の投稿件数が3倍以上に増えており、RWCが話題作りに大きく貢献したことがわかる（条件等は別紙3参照）

10月19日（イギリス・2889件）

10/19に大分で行われた決勝トーナメントのイングランド
対オーストラリア戦に関する話題が最も件数を伸ばしてい
る（既出）。

1

大分の試合はフルタイムを迎
え、イングランドがRWC2019
の準決勝に進むことが決まった
(https://twitter.com/EnglandRugby
/status/1185482365394739201)

件数増加の要因例
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3. 大分県に関する投稿内容の分析（国内）
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分析に用いるデータの抽出および分析の手順
大分県ニーズ調査・報告書

▪ 投稿内容の分析にあたっては、各国における大分県に関する話題の内容を網羅的に把握することを念頭に置きつつ、日本と他の各国における投稿件
数の差異を踏まえて、日本では投稿中の上位ワードに紐づいた投稿内容の読み込みを実施した。

▪ 抽出・分析の手順（日本）

• 大分県に関する旅行者の投稿のジャンルを「観光地」「食事」「宿泊」「お土産」「移動」の5種類に分類し、それぞれに関連した投稿を収集する
ためのキーワードを日本語で作成する（詳細は別紙2参照）

• Salesforce社のソーシャルリスニングツール “Social Studio” の分析機能を用いて、各キーワードで収集した投稿データを3ヶ月ごとに分割し、
期間中の投稿からランダムに1000件を抽出してその投稿の中に含まれる語句を分析し、上位の単語50個を抽出する

• 抽出した上位の単語50件の中から、テーマに沿った語句を目視で抽出する（ピックアップした語句は、次頁以降で色付けして表示している）

• 抽出した語句をもとに投稿データを参照し、実際の投稿例を抽出する。

居住地（10人以上の都道府県）

男性
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Twitterデータを対象としたデモグラフィック

• 大分県に関する投稿のうち、Twitterの投稿について投
稿者の性別／年代／居住地を分析ツール
（Salesforce社Social Studio）の機能を活用して
判定を行った結果を記載します。

• 調査に使用したデータは、本調査と同じく2018年11月
〜2019年10月のデータです。

• ツール内における判定のロジックは非公開となっている情
報のため、あくまで参考情報としてご活用ください。

参考
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日本語・18市町村／エリア別のポジネガ別投稿件数
大分県ニーズ調査・報告書

• 弊社で使用している分析ツール（Salesforce社 “Social Studio” ）の機能を利用して、大分県の18市町村に関する日本語投稿のポジティブ・ネ
ガティブなどのセンチメントを判定・分析し、集計結果を市町村別・エリア別に取りまとめた。

• ポジティブ／ネガティブの比率を比較すると全体的にポジティブな論調の投稿が多く、地域別では特に「由布」「国東半島」「山間部」でポジティブな反応
の投稿が多く見られる。

• （注意事項：投稿中に含まれる単語にに基づいた分析結果のため、含まれる単語によっては本来の内容と異なる判定結果となる場合があります）
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日本・観光ワード検索上位の単語分析（観光地）
大分県ニーズ調査・報告書

• 観光地に関する話題として「温泉」を含む投稿件数がすべてのシーズン
で上位50件以内に出現しており、「おんせん県」としての大分県の認知
度の高さがうかがえる結果となった。

• 具体的な観光地名としては「耶馬渓」「風連鍾乳洞」「地獄」などが上
位に出現している様子がみられる。

18年11月~19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月

# 単語 件数 単語 件数 単語 件数 単語 件数

1 観光 753 観光 721 観光 736 大分 763

2 大分 615 大分 666 大分 703 名所 576

3 別府 428 別府 389 別府 590 名物 491

4 名所 378 名所 380 名所 343 地味 465

5 温泉 342 温泉 268 温泉 287 観光 455

6 場所 241 場所 202 場所 259 別府 318

7 日本 208 臼杵 191 有名 239 投稿 230

8 紅葉 193 言う 158 東京 162 id 226

9 スポット 183 大分の 139 時間 160 途中 222

10 大分の 157 日本 130 高い 158 ちゃんねる 217

11 時間 133 スポット 129 乗っ 151 サイト 216

12 紹介 132 地獄 125 日本 151 ログ 216

13 耶馬 127 昨日 123 名前 143 sc 214

14 有名 126 紹介 121 熊本 135 温泉 210

15 かけ 122 ちなみ 119 グループ 134 番組 203

16 地獄 109 風景 119 大阪 133 アフィ 199

17 旅行 106 組み合わせ 115 写真 126 日本 143

18 撮影 102 旅行 114 かつて 125 人気 129

19 写真 100 デザイン 111 スポット 125 近く 110

20 中心 98 pr 109 地獄 125 湯布院 108

21 文化 97 ゆる 108 道中 120 大分の 96

22 湯布院 97 有名 108 なかなか 119 韓国 85

23 バス 96 描い 107 いただけ 117 有名 83

24 めぐり 93 変更 105 時計 116 オープン 80

25 多い 92 ゆかり 104 経営 115 場所 79

26 歴史 92 ハート 104 フェリー 114 ショップ 74

27 センター 90 マーク 104 旅行 114 旅行 74

28 楽しむ 90 キャラ 103 湯布 114 誕生 74

29 トンネル 89 変わり 103 行く 111 sage 73

30 情報 89 めぐり 102 花魁 108 街道 73

31 行く 89 ほっと 101 遊郭 108 きっ 72

32 思い 87 xhixmgo 100 irntobj 107 キッチン 70

33 多く 86 印影 100 ソー 107 コンセプト 70

34 地図 85 大胆 100 プランド 107 併設 70

35 tb 84 消印 100 借用 107 東京 70

36 東京 80 郵便 100 吉原 107 ちん 69

37 人気 79 ぐらい 98 絵葉書 107 みっふ 69

38 会社 78 大分県 95 行き 107 ミッフィー 69

39 出版 77 湯布院 95 術祭 107 grjp 68

40 同じ 77 おおいた 89 角海老 107 gys 68

41 なんだ 76 行く 86 多い 106 pufdxgrk 68

42 モミジ 76 みま 84 愛媛 105 ベーカリー 68

43 今回 76 乳洞 84 方面 103 今回 64

44 ロケーション 74 歴史 84 近く 101 行く 64

45 呼ば 74 レポ 82 高く 101 スポット 62

46 建物 74 涼み 82 阿蘇 99 福岡 57

47 穴場 74 野津町 82 アクセス 98 地獄 56

48 うち 73 uy 81 神戸 97 熊本 55

49 下旬 73 臼杵市 81 思い 96 時間 53

50 行き 73 風連 81 道路 95 写真 51

3.大分県耶馬渓(初夏) 常に紹介して
いるが、初夏のオススメスポットとして耶馬
渓も紹介しておこう。 耶馬渓は紅葉の
時期が大渋滞するほどの人気な景勝地
であるが、逆にこの時期は人が少なく静
か。新緑のトンネルと
花々を楽しめる
素敵な時期なのだ。
深耶馬渓で食べる
蕎麦がお気に入り。
https://twitter.com/
Taka_Carmilla/status/
1072513321188896769

耶馬渓

大分県臼杵市野津町にある観光
名所 「風連鍾乳洞」にいってきまし
た。 この場所、夏は15〜16度ぐら
い。 風連鍾乳洞に涼みに行ってみ
ませんか？
https://twitter.com/shojiend/status/109720297865
2532736

風連鍾乳洞

旅行者の投稿例（抜粋）

地味（19年8-10月・465件）

5ちゃんねるに『大分県って地味だけど
何が名所、名物なの』というスレッドが
立ち、話題が盛り上がる。
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1565869605/

2遊郭（19年5-7月・125件）

4/27〜5/6に開催
される「別府大分
藝術祭」で展示
される、「角海老
楼の花魁道中」の
絵葉書を紹介した
投稿が話題になる。
https://twitter.com/
Book_Genshisha/
status/1124653457003008001

1

件数増加の要因例

Positive Positive
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日本・観光ワード検索上位の単語分析（飲食）
大分県ニーズ調査・報告書

• 飲食に関する話題では、ネットニュースの記事で話題になった大分市の
メガ盛り弁当に関する単語や、NHKニュースで噴出量の低下が取り上
げられた地獄蒸しに関する単語が上位に出現している。

• 具体的な品名では「カボス」が上位に出現しており、実際のユーザーに
よる投稿では大分県のかぼす飲料を楽しんでいる投稿が見られる。

18年11月~19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月

# 単語 件数 単語 件数 単語 件数 単語 件数

1 大分 617 大分 684 大分 580 大分 528

2 別府 391 別府 482 別府 341 美味しい 387

3 美味しい 257 名物 342 美味しい 294 別府 356

4 ご飯 251 美味しい 272 入り 238 大分の 205

5 食べる 214 地獄 182 おいしい 224 食べ 199

6 温泉 193 蒸し 180 もらっ 194 ご飯 164

7 大分の 189 食べ 165 牛乳 184 時間 164

8 名物 168 大分の 154 応援 177 ブログ 161

9 食べ 167 ピンチ 152 大分の 176 今日 154

10 時間 155 今日 140 飲ん 175 食べる 150

11 料理 150 食べる 138 カボス 173 温泉 142

12 無料 143 nhk 136 みどり 167 ランチ 136

13 世界 138 温泉 132 love 166 思い 131

14 入り 131 時間 126 blve 165 記事 131

15 今日 127 毎日 125 rlb 165 行く 126

16 開催 126 ご飯 113 trinita 165 ホテル 120

17 中心 125 思い 109 めため 165 トップ 118

18 東京 124 news 108 トリスポ 165 日本 117

19 弁当 122 マラソン 106 勇者 165 食べた 114

20 スペース 112 自分 104 食べ 156 行き 112

21 盛り 112 頂き 103 ご飯 139 名物 111

22 食べた 112 入っ 102 温泉 136 画像 107

23 限定 111 料理 99 時間 121 自分 105

24 イベント 109 探し 97 食べる 113 とも 95

25 好き 108 xacrjdpqt 91 今日 105 今回 94

26 破壊 104 やり 86 思い 97 良い 94

27 将軍 103 少し 85 名物 96 好き 92

28 アベンジャーズ 102 連絡 85 ホテル 89 少し 91

29 ボルケーノ 102 いち 80 行き 88 料理 91

30 大将軍 102 日本 79 行く 82 朝食 91

31 メガ 101 送っ 78 ランチ 81 写真 90

32 寿司 101 ランチ 76 少し 80 場所 90

33 胃袋 101 ちなみ 75 日本 78 入っ 89

34 ランチ 99 年間 74 場所 76 行った 88

35 郷土 99 今回 71 令和 75 東京 86

36 日間 98 好き 71 夕食 75 無料 82

37 たっぷり 96 食べた 71 情報 73 見る 82

38 グルメ 96 ホテル 70 良い 73 おいしい 81

39 楽しめ 96 トレーニング 68 入っ 72 ビー 81

40 思い 94 行き 67 食べた 70 人気 81

41 たくさん 92 購入 66 好き 69 初めて 81

42 ラーメン 91 インスタ 65 料理 68 福岡 81

43 各地 91 ジム 65 自分 68 一番 79

44 良い 90 会長 65 行った 68 毎日 79

45 魅力 89 昨日 64 今回 67 願い 79

46 当地 86 コーチ 63 湯布院 65 入り 76

47 今回 85 多い 63 楽しみ 62 情報 76

48 日本 85 思う 63 朝食 60 まま 75

49 日程 85 行く 63 初めて 59 メニュー 75

50 足湯 84 とも 62 旅行 59 旅行 75

能登の焼酎と大分のカボスのコラボ。
うまい。
https://twitter.com/kuuronn/status/115478866021
1884035

カボス

別府明礬温泉の岡本屋の地獄蒸
しプリン🍮美味しい💕あまり冷えて
ないところをみるに、作りたてですね
✨
https://twitter.com/kanoka0105/status/115600949
7426460672

地獄蒸しプリン

旅行者の投稿例（抜粋）

地獄（19年2-4月・182件）

19年の2月に別府で蒸気が噴出する
量が減少し、「地獄蒸し」ができなくなっ
たことがニュースになり拡散。
https://twitter.com/nhk_seikatsu/status/1092711506095951872

2大将軍（18年10-1月・102件）

「メガ盛り大将軍」
南大分店の
メガ盛り弁当を
食べてみたロケット
ニュースの記事が
話題になる。
https://rocketnews24.com/

2018/11/03/1134252/

1

件数増加の要因例

Positive Positive
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日本・観光ワード検索上位の単語分析（宿泊）
大分県ニーズ調査・報告書

• 「杉乃井」や「インターコンチネンタル」、「新玉」などの旅館・ホテル名が
上位の単語として出現している。

• 特に「杉乃井」はほぼすべての時期で上位50件の中にランクインしてお
り、別府のホテルとして旅行者の間で高い認知度を誇っている様子がう
かがえる。

18年11月~19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月

# 単語 件数 単語 件数 単語 件数 単語 件数

1 ホテル 604 ホテル 559 別府 592 大分 595

2 大分 531 別府 537 ホテル 531 ホテル 575

3 別府 515 大分 527 大分 527 別府 518

4 温泉 390 温泉 330 温泉 298 温泉 324

5 旅館 273 旅館 261 旅館 245 旅館 197

6 宿泊 148 宿泊 120 宿泊 135 宿泊 125

7 日本 129 行く 119 atmugz 106 大分の 124

8 無料 122 大分の 106 わ荘 106 日本 118

9 時間 120 ビー 103 御幸 106 今日 112

10 ビジネス 105 日本 100 湯元 106 旅行 90

11 地獄 100 部屋 98 大分の 102 ビジネス 86

12 大分の 98 旅行 97 旅行 100 願い 84

13 風呂 97 風呂 92 時間 100 少し 83

14 情報 93 時間 90 今日 96 観光 82

15 杉乃井 86 情報 87 観光 93 時間 78

16 鉄輪 86 今日 81 聞い 90 杉乃井 75

17 徒歩 81 ビジネス 76 あたり 84 行く 74

18 旅行 80 泊まり 76 連休 81 食べ 74

19 料金 79 湯布院 76 風呂 80 本日 73

20 湯布院 79 思い 75 明日 79 熊本 73

21 ビー 74 観光 75 平成 76 ブログ 71

22 中心 74 女将 73 湯布院 74 湯布院 70

23 予約 74 バス 71 びっくり 73 情報 69

24 観光 74 東京 69 日本 73 風呂 67

25 km 73 保護 68 行き 73 行き 64

26 東京 70 自分 66 行く 73 思い 61

27 今日 68 良い 66 jh 72 部屋 61

28 japan 67 場所 65 バチ 72 朝食 60

29 公園 66 安定 65 vlqx 71 行った 60

30 思い 66 新玉 64 今回 71 女性 59

31 場所 64 暮らし 63 令和 71 東京 58

32 部屋 64 予約 62 予定 70 言う 58

33 とも 63 廃業 61 食べ 68 施設 57

34 会場 63 恩返し 61 杉乃井 66 興味 56

35 全国 63 行き 61 思い 65 駅前 56

36 写真 62 近く 61 ビジネス 61 シティ 54

37 浴場 62 付き 60 良い 60 トップ 54

38 バス 61 会える 60 自分 59 予約 54

39 人気 61 写真 60 部屋 58 場所 54

40 女性 60 浴場 60 lkruojcvhnh 56 インターコンチネンタル 53

41 駅前 60 wmyntiusti 59 ビー 56 大分県 53

42 今回 59 った旅 59 入り 56 徒歩 53

43 行く 58 寸前 59 場所 56 オープン 52

44 評価 57 業績 59 生き 55 大阪 52

45 露天 57 入り 58 写真 50 浴場 52

46 サービス 55 駅前 57 夕食 50 記事 52

47 価格 54 同じ 56 浴場 50 ビー 51

48 入り 53 帰っ 56 どこ 49 入っ 51

49 利用 53 無料 56 同じ 49 中国 49

50 大阪 53 食べ 56 情報 49 今回 49

旅行者の投稿例（抜粋）

猫好きにオススメなのが大分県にある『新
玉温泉』。旅館にいる68匹の猫ちゃんと
触れ合えます。看板猫のミルクちゃんは
人間にマッサージが出来るセラピー猫。引
き取り手探しや譲渡会も行われているそ
うです。宿泊は1泊
7560円〜。
温泉×猫に癒されたい
人は是非。
https://twitter.com/
tko_jun/status/
1102210751891070981

新玉旅館

Positive

1泊2日で 大分県別府市 温泉旅
行に行ってまいりました ホテルはあの
有名な 杉乃井ホテル 騒ぎまくってき
ました 心も身体もリフレッシュできま
すた。
#杉乃井ホテル
#別府
#地獄めぐり
https://twitter.com/
ojun19980913/status/
1176110446643777544

杉乃井ホテル

Positive

お宿は開業したてのインターコンチネンタ
ル別府。宿泊部長が「手探りのところも
経験を活かしたところも両方あります。た
とえばドライヤーは自分のこだわりを入れ
ました」と話していたのを思い出す。
彼女が才能と経験と
感性でホテルを育てる
作り手なら、次の滞在は
その成長ぶりを楽しみに
待つほかない。
https://twitter.com/kukkurr/
status/1162838056988135424

インターコンチネンタル

Positive
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日本・観光ワード検索上位の単語分析（お土産）
大分県ニーズ調査・報告書

• 上位の単語の中からは「菓子」「かぼす」「焼酎」などの具体的な品目が
抽出された。

• 実際の旅行者の投稿としては、「ざびえる」や「かぼすハイボール」などを
お土産に買って帰り自宅で楽しんでいる様子が投稿されている。

18年11月~19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月

# 単語 件数 単語 件数 単語 件数 単語 件数

1 お土産 748 お土産 728 お土産 837 お土産 774

2 大分 533 大分 565 大分 553 大分 547

3 別府 338 特産 317 大分の 329 別府 414

4 大分の 272 大分の 262 別府 291 温泉 330

5 特産 253 別府 236 時間 189 特産 230

6 温泉 179 湯布院 188 日本 172 大分の 223

7 時間 176 温泉 137 特産 164 んせん 199

8 世界 124 もらっ 133 食べ 137 日本 175

9 バス 118 今日 123 温泉 129 全国 162

10 紹介 118 食べ 123 販売 128 開始 158

11 思う 114 日本 119 今日 117 届け 155

12 食べ 111 時間 118 限定 117 観光 124

13 東京 108 博多 108 旅行 116 今日 121

14 菓子 99 観光 108 買っ 115 おみ 118

15 その他 95 料理 106 美味しい 113 時間 117

16 美味しい 95 職場 104 ニュース 109 ブログ 116

17 日本 94 すすめ 102 購入 109 購入 114

18 看板 94 遊ん 102 湯布院 107 食べ 113

19 販売 93 商品 99 行く 103 買っ 107

20 今日 92 rzpddnbci 96 市内 102 旅行 105

21 運転 91 限定 96 写真 100 まま 100

22 改めて 89 福岡 95 新聞 99 無料 95

23 旅行 89 かぼす 93 思い 98 行く 95

24 今回 84 購入 93 焼酎 97 記事 85

25 至る 83 美味しい 87 入っ 95 少し 84

26 英語 83 行き 85 今回 93 自分 81

27 イベント 82 買っ 84 良い 93 入っ 80

28 グローバル 81 入っ 83 合同 92 好き 80

29 言語 81 好き 79 国東 92 行った 80

30 頂い 81 旅行 77 自分 90 いただい 79

31 応対 80 本日 77 ライン 87 画像 78

32 買っ 80 由布 76 gate 86 美味しい 78

33 ビー 79 販売 76 行き 83 今回 77

34 思い 79 行った 75 いただい 82 行き 77

35 自分 78 開始 74 少し 82 トップ 75

36 ホテル 75 ギフト 73 好き 81 新た 75

37 地元 75 今回 73 観光 80 サービス 70

38 無料 75 生まれ 72 遺産 80 取り組み 70

39 入り 74 思い 71 プレミアムオン 78 写真 69

40 好き 74 写真 70 場所 76 帰り 69

41 是非 73 発売 70 菓子 76 料理 69

42 写真 72 ぶり 69 楽しみ 73 福岡 69

43 地獄 72 店舗 68 ラベル 72 自宅 67

44 情報 72 行く 68 到着 72 入り 65

45 入っ 71 良い 67 入り 71 有名 65

46 購入 69 自分 66 地獄 70 良い 65

47 湯布院 68 有名 64 昨日 69 思い 64

48 とも 67 キロ 63 有名 69 東京 64

49 行き 67 地区 63 近く 68 明日 63

50 限定 67 入り 61 初めて 67 情報 60

旅行者の投稿例（抜粋）

大分で自分用のお土産に買ったかぼす
ハイボール(Alc.8%)飲みつつスト生を
観てたら完全に寝落ちwww
…やってしまったぁぉぁ😵
かぼすハイボールは
飲みやすくて、めっちゃ
美味しかったです
https://twitter.com/
grgrpnk/status/
1119623751065169921

かぼす

Positive

お土産に持ってきた
大分の焼酎なんだけど
このデザインは秀逸だと
思うの。実物だと
金魚の泳いでる感が
スゴい。
https://twitter.com/
MaroDanSan/status/
1141775104399085568

焼酎

Positive

ざびえる美味しいですよね！
( *´ ▽ ` *)大分のお土産で大
好きなお菓子です♡それにしても
パッケージがベロア生地だし箔押しだ
し豪華すぎる…
パッケージに特殊
加工同人誌感を
感じます✍️
https://twitter.com/
tuchinokoko/status/
1084436701840269313

菓子（ざびえる）

Positive

自分お土産コーナーでお菓子を色々買っ
てお土産で渡したり、自分で食べたりしま
す。 他に大分県で気に入ってる物 ・や
せうま（左） ・ドンフランスシスコ（右）
やせうまはちょっと高めの商品ですが、非
常に美味しいです。
ドンフランスシスコは
良心的な価格なのに
めっちゃ美味しいです。
https://twitter.com/
wi4LtPnOCm8379n/status/
1082967873176317952

菓子

Positive
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日本・観光ワード検索上位の単語分析（移動）
大分県ニーズ調査・報告書

• いずれの時期でも「バス」の投稿量が「特急」や「電車」などより上位に
出現しており、大分県への移動手段や、県内移動の手段としてバスに
関する話題が多く投稿されている様子がうかがえる。

• 19年8-10月期には「ゆふいんの森」が上位の単語として出現している。
乗車した旅行者からは高い満足度を得ている様子が投稿されている。

18年11月~19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月

# 単語 件数 単語 件数 単語 件数 単語 件数

1 大分 520 別府 560 大分 561 大分 535

2 別府 493 大分 521 バス 478 バス 462

3 バス 467 バス 471 別府 473 別府 428

4 電車 210 時間 200 特急 182 特急 200

5 時間 170 特急 171 時間 178 電車 174

6 大分の 158 場所 168 電車 176 時間 169

7 特急 139 列車 161 今日 167 行き 167

8 自転 139 自転 155 行く 143 大分の 156

9 日本 135 電車 148 行き 137 今日 136

10 今日 132 行き 138 大分の 128 思い 135

11 温泉 120 大分の 137 日本 127 ブログ 133

12 行き 120 日本 135 温泉 126 jr 124

13 思い 112 思い 133 列車 122 自転 116

14 ホテル 110 毎日 132 場所 122 運転 112

15 場所 108 由布 121 昭和 120 午後 109

16 利用 107 マラソン 120 思い 118 行く 108

17 観光 106 今日 120 自転 105 列車 107

18 情報 101 温泉 117 近く 100 日本 106

19 東京 99 自分 115 乗る 98 博多 103

20 列車 98 博多 110 行わ 94 温泉 99

21 行く 97 大学 110 今回 92 記事 97

22 大阪 95 本線 110 行った 90 情報 93

23 jr 93 行く 93 考え 89 東京 93

24 とも 91 運転 91 博多 88 トップ 90

25 写真 87 ホテル 90 少し 88 場所 90

26 高速 86 事故 88 高速 88 近く 89

27 少し 85 発生 88 帰り 85 ホテル 88

28 今回 84 時刻 86 観光 85 福岡県 85

29 予定 83 行った 86 とも 84 とも 83

30 会社 83 とも 85 ホテル 83 利用 81

31 到着 83 一緒 85 自分 83 観光 81

32 乗っ 82 東京 83 乗っ 82 乗っ 80

33 無料 80 遅延 80 中津 81 写真 80

34 同じ 79 久大 78 時代 81 自分 80

35 旅行 78 写真 78 由布 80 ごろ 77

36 博多 75 観光 76 写真 79 乗る 77

37 帰り 74 今回 74 熊本 79 少し 76

38 運転 74 考え 74 ブログ 78 今回 75

39 考え 73 jr 72 初めて 78 由布 75

40 ブログ 72 乗っ 72 途中 78 中津 73

41 中央 71 少し 72 jr 77 交通 73

42 中津 71 高速 72 同じ 76 画像 73

43 世界 70 ビー 71 東京 76 考え 71

44 乗る 70 情報 71 見る 76 良い 71

45 自分 70 全国 70 まま 75 行った 71

46 良い 70 上下 69 平成 75 熊本 70

47 見た 70 利用 69 ビー 74 ゆふいんの森 69

48 交通 69 みんな 68 情報 74 会社 69

49 入っ 69 昨年 67 一緒 73 行わ 69

50 必要 68 状態 67 好き 73 開催 69

旅行者の投稿例（抜粋）

ゆふいん …までのバス！ 別府から足を
のばしました〜 駅メモで別府から由布院
だと大分まで出て久大本線かー… とお
考えでしょうが、別府駅西口からバスに
のってみてください〜！
どうです!?この霊峰
由布岳を望みつつ
走るバスからの車窓っ!?
走る美術館ですよ…!!
https://twitter.com/
Oedo_Hikari/status/
1145334786736545793

バス（路線バス）

Positive

そしてゆふいんの森、という観光特急に乗
り別府に舞い戻る サロン席にも座れ大
満足〜〜 その後別府でおひるごはんを
求めるも見つからず気づけば夕方に へろ
へろだったので駅のフードコートで名物のと
り天を買って食べ、
大分駅で
無事夜ごはんに
ありつけました
https://twitter.com/
kurakuranight/status/
1150720415288836096

特急ゆふいんの森

Positive

3日目は由布院。金燐湖へ行き、つかの
間のcoffee time☕欲しかった物が買
えたし、由布院駅で
足湯したし、バスから
由布岳も見たし、
言うことなしでした~😆
帰りのバスにも
ちゃんと乗れて
良かった✌️
https://twitter.com/
four_ssns/status/
1155703859135672320

バス（高速バス）

Positive

別府から「特急ソニック44号」に乗りまし
た。 「白いソニック」885系です。 青いソ
ニックのも乗りたかったし、787系のシック
な感じもいいんですけどね。 でもやっぱり
この白いのがいいかなあ。
https://twitter.com/orangekids217/status/1153569
781619941376

特急ソニック

Positive



30
日本・その他の話題
大分県ニーズ調査・報告書

• その他の大分県に関する日本語の話題として、マラソンやサイクリングなどのスポーツを楽しんでいる旅行者による投稿がみられた。

Facebookやtwitterではお知らせしていま
したが、先週は大分県日田市を中心とした
筑後川上流域をサイクリング♪
サイクリングコース設定のため、
あちこち視察と試走をしてきましたよ。
(https://cycle-concierge.jp/archives/2852)

サイクリング

Positive

別府大分毎日マラソン、昨年に続く2回目
の完走後、ラン仲間6名と昼食兼夕食。 翌
日は別府温泉&湯布院観光をしました。食
べまくり！ ^_^ みんな良く食べる！ 自分
もなんとか付いていきました(笑)
(https://twitter.com/ebato/status/1092383472025391104)

マラソン

Positive



4. 大分県に関する投稿内容の分析（海外）
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分析に用いるデータの抽出および分析の手順
大分県ニーズ調査・報告書

▪ 投稿内容の分析にあたっては、各国における大分県に関する話題の内容を網羅的に把握することを念頭に置きつつ、日本と他の各国における投稿件
数の差異を踏まえて、日本以外の各国ではキーワードに基づいて収集した投稿全件の読み込みを実施した。

▪ 抽出・分析の手順（海外）

• 大分市・別府市・由布市を除く3市町村に関する投稿は地名をベースにして作成したキーワードで収集された投稿を全件読み込み、その中か
ら訪問している旅行者の投稿を抽出する。

• 大分市・別府市・由布市に関する投稿は、そのままでは件数が多いことから 「観光地」「食事」「宿泊」「お土産」「移動」の5ジャンルに関する
キーワードを作成して旅行者に関する話題に限定した投稿データを収集した上で当該データを全件読み込み、実際の旅行者による投稿を抽
出する（キーワードは別紙2参照）

• 収集した投稿抜粋は18市町村別＋その他の19種類に整理する。

Twitterデータを対象としたデモグラフィック

• 各国の大分県に関する投稿のうち、Twitterの投稿につ
いて投稿者の性別を分析ツール（Salesforce社
Social Studio）の機能を活用して判定を行った結果
を記載します。

• 調査に使用したデータは、本調査と同じく2018年11月
〜2019年10月のデータです。

• ツール内における判定のロジックは非公開となっている情
報のため、あくまで参考情報としてご活用ください。

参考

男性

2160

66%

女性

1099

34% 男性

3102

63%

女性

1846

37%
男性

130

60%

女性

87

40% 男性

267

65%

女性

145

35%

男性

89

50%

女性

88

50%

男性

43

55%

女性

35

45%
男性

175

64%

女性

97

36%
男性

458

53%

女性

401

47%

男性

19

63%

女性

11

37% 男性

5

62%

女性

3

38%

イギリス アメリカ カナダ オーストラリア ニュージーランド

シンガポール マレーシア 韓国 台湾 香港
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投稿件数サマリー（18市町村別）
大分県ニーズ調査・報告書

▪ 読み込みの過程で合計149件の実
際の旅行者による投稿を抽出した。

▪ 市別では「由布市」を訪れた旅行者
の投稿が最も多く抽出される結果と
なり、次点の別府市とともに大分県
の二大観光地として認知・訪問され
ていることが改めて明らかになった。

▪ 一方、件数はそれに及ばないながら
も「日田」や「臼杵」を訪れている旅
行者による投稿もそれぞれ10件以
上抽出され、大分県の観光地として
旅行者による一定の訪問があること
がうかがえる。

▪ 国籍別では韓国・中国・台湾をはじ
めとしたアジア圏からの旅行者による
投稿が多かったものの、欧米豪地域
からの旅行者による投稿も一定数確
認することができた。

▪ 特に「臼杵」は欧米豪地域からの旅
行者による投稿例が抽出された投稿
数の半数以上を占めている。

センチメント別 話題のカテゴリー別

投稿者の国籍別
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投稿件数サマリー（エリア別）
大分県ニーズ調査・報告書

▪ エリア別の投稿件数では「由布」エリアの件数が突出しており、次いで「別府」エリア、その次に日田・九重などをはじめとした「山間部」エリアにおける投稿件数が続く形
となった。

▪ 「山間部」エリアや「国東半島」エリアでは好意的な旅行者の反応が抽出された割合が高く、地理的に近接しており話題量の多い「由布」エリア・「別府」エリアなどと
組み合わせた周遊ルートを提案することで地域の持つポテンシャルを引き出すことができるとみられる。

センチメント別 話題のカテゴリー別

投稿者の国籍別

（エリアの定義）

• 大分／別府／由布は各市で1エリア

• 北部…中津市、宇佐市

• 南部…佐伯市、津久見市、臼杵市

• 国東半島…国東市、豊後高田市、
杵築市、日出町、姫島村

• 山間部…日田市、豊後大野市、竹
田市、玖珠町、九重町
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海外旅行者の反応・大分市
大分県ニーズ調査・報告書

ショッピングはしてないけどスターバックスの日
本の地域限定のカップを一つ買った。
(http://twitter.com/51810484/statuses/118280377877006336
1)

韓国

スターバックスのカップ

日本旅行のショッピングリストの最初はキット
カットバナナ！ドンキホーテでクランキーの苺
味も初めて買った。でもまた食べたいのはキッ
トカットバナナだ。
(http://blog.naver.com/hyemin22c/221432078512)

韓国

キットカット

4. 土産品店

大分3日目！大分駅に自転車を借りれると
ころがあると聞いて行ってみた。値段は1日
200円電動は400円。安すぎる！
(https://blog.naver.com/parting0412/221551338302)

韓国

レンタサイクル

5. 移動手段

再びJR九州ホテルに宿泊したが、今回のホ
テルは新しくて全く基準が違った。とてもモダン
で、屋上露天風呂もあった。
(https://www.fodors.com/community/asia/notes-on-kyushu-
trip-rugby-in-oita-ohara-miho-museum-and-typhoon-hagibis-
1672776/#16999527)

イギリス

大分「ブラッサム大分」

3. 宿泊施設

• 観光スポット等に関する投稿は抽出されず、シティーホテルの利用や、チェーン店でのお土産
購入など、広域周遊の拠点として活用されている様子が読み取れる投稿がみられた

• レンタサイクルは好評を得ており、活用次第では市内周遊促進につなげられる可能性がある

Positive

Neutral Neutral

Positive
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海外旅行者の反応・別府市
大分県ニーズ調査・報告書

• 観光スポットに関する投稿では、地獄めぐりの様子を投稿している旅行者が複数見られた

• 特に写真としては海地獄を撮影したものが多く抽出され、人気があることがうかがえる

福岡旅行で検索するとかまど地獄の写真は
どこにも入っている気がする。それほど有名な
ところでもあるし、珍しいところだと思う。かまど
地獄は思ったより小さいけど見どころと食べる
ものや見物する場所が十分あったと思う。
(http://blog.naver.com/papamoni/221441724474)

韓国

地獄めぐり

1. 観光スポット

Positive

別府の地獄はかまど地獄と海地獄が一番
有名です。そんなに大きくはないけど、見どこ
ろ、楽しむものが多くて多く訪問し、パッケー
ジ旅行などで行くといつも含まれていることが
多いです。
(http://blog.naver.com/setakaz27/221519712502)

韓国

地獄めぐり

Positive

かまど地獄を見てからワニ地獄まで全部歩い
て行ける。かまど地獄は海地獄より人が多
かった。かまど地獄は体験するものも見るもの
も海地獄よりずっと多かった。何より韓国語
で全ての説明がよくできていて良かった。
(http://blog.naver.com/elena1210/221523817252)

韓国

地獄めぐり

Positive

今回の投稿は別府地獄めぐりの海地獄です。
海地獄はかまど地獄と比べて人は多くなかっ
たけどより余裕があって見るものも多い方でし
た。
(http://blog.naver.com/gkfffh/221433603462)

韓国

地獄めぐり

Positive

由布院の金鱗湖観光を終えて、由布岳を
超えて温泉地帯に行きます。明礬地獄は江
戸時代から続いている明礬採取の名所で
特有の硫黄の匂いを嗅ぎながら硫黄栽培の
様子をゆっくり見ることができます。
(http://blog.naver.com/sekjin1/221505382917)

韓国

湯の花小屋

Neutral
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海外旅行者の反応・別府市
大分県ニーズ調査・報告書

八幡神総宮の宇佐神宮から、日本の三大
温泉町の湯布院町、別府九大地獄の海地
獄温泉まで、九州の温泉はさすが有名です。
(https://www.weibo.com/1449451962/Hrj9UgrUp?type=comm
ent#_rnd1574756086845)

中国

地獄めぐり

日本の大分県は日本一の「温泉県」で、午
前中は別府市、午後は玖珠郡の九重町を
巡ります。温泉の水質は豊富かつ多様で、
酸性、硫黄、食塩、鉄、明礬泉などがありま
す。ここの田舎は静かです！
(https://www.weibo.com/1769490405/HA6pb7vtg?type=com
ment#_rnd1574756190201)

中国

地獄めぐり

別府温泉地獄に無事に到着しました。全部
で7つの一番有名な温泉地獄：白池、鬼
山、かまど、海、鬼石坊主、血池と竜巻地
獄。特に最後の竜巻地獄は、中に入る時
ちょうど5〜6分しかない噴火時間でした。そ
の後30分ぐらい噴き上がることはないので幸
運でした！最後に別府の夜景を添付します。
温泉に入って、おやすみなさい。
(https://www.weibo.com/3415356174/Hd1qHw8x7?type=com
ment#_rnd1574756815111)

中国

地獄めぐり

別府では温泉のある海辺のホテルに泊まると、
近くの砂浜浴に行って温泉の砂に埋もれる
体験ができます。施設は古いですが、体験
は特別です。おばさんは親切なので、いろい
ろな写真を撮ってくれます。
(https://www.weibo.com/2718255853/I8USVBaB2?type=com
ment#_rnd1574757085393)

中国

砂蒸し風呂

歩いて海地獄へ行った。青緑色の温泉って
本当に幻想的で癒された。竹瓦温泉の砂
湯を体験しに行こうと思ったけど、3時半から
なので、諦めた。
(https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1567311261.A.CE6.h
tml)

台湾

地獄めぐり

• 台湾の旅行者で海地獄の様子を「幻想的」と評価している投稿があり、海地獄のエメラルド
グリーンが与えるこうしたイメージを今後のプロモーションに活用することで旅行意欲の訴求に
つながる可能性が期待できる。

別府は小さい都市で、人が少なくて、観光
客も多くないようです。海地獄を見学しまし
た。
(https://www.weibo.com/1938876423/I1sSs8uJK?type=comm
ent#_rnd1574757988721)

中国

地獄めぐり

1. 観光スポット

Neutral Positive

Positive Positive

Positive Positive
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海外旅行者の反応・別府市
大分県ニーズ調査・報告書

トリップアドバイザーで見つけた甘味茶屋。言
葉通りデザートで有名なカフェだったけどコメン
トを見たら食事も多いと書いてあったので夕
食に行ってみることにした。
(http://blog.naver.com/qoalswl12/221453547470)

韓国

甘味茶屋

別府での初めてで最後の食事です。私が選
んだ別府のメニューは天丼です。別府で天
丼が有名なとよ常本店に行きました。
(http://blog.naver.com/mmllkbs/221522829520)

韓国

とよ常

大分別府のグルメ。とよ常。天丼が美味しい
と有名です。本当は日本料理はあまり好き
じゃなくてあまり期待してなかったけど、刺身
定食はすごく美味しかったです！
(http://blog.naver.com/28_byk/221484036462)

韓国

とよ常

別府のグルメで有名な六盛に行きました。冷
麺と中華そばが有名だそうです。
(http://blog.naver.com/liana3/221454619680)

韓国

六盛

2. 食事

岡本屋商店。地獄蒸しプリンが有名だそうで
寄ってみた。味は、日本の典型的なプリン…
蒸気で蒸した卵も食べるべき！
(http://blog.naver.com/leejieun78/221432725382)

韓国

岡本屋商店

• 冷麺や地獄蒸しプリン、だご汁などの名物以外にも、天丼やハヤシライスなど地元の名店を
訪れている旅行者も多く、いずれも高い評価を得ている

Neutral Neutral

Positive Neutral

Neutral
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海外旅行者の反応・別府市
大分県ニーズ調査・報告書

（あんかけかた焼きそばの写真に対しての返
事）私は別府で食べた！ 中華麺を使って
いるのかな？おいしくて、家の味がした。私の
母も昔残った食材を使ってこういう簡単で美
味しい麺を作ってくれた。これを食べて思い
出した。
(https://forums.hardwarezone.com.sg/japan-271/japan-
autumn-2018-a-5990215-23.html#post122431821)

シンガポール

店舗不詳

別府にはすごくおいしいハヤシライスがある。
たしか一日五食限定だったと思う。
(https://twitter.com/Mycstea/status/1143093394773663744)

シンガポール

そむり

2. 食事

Positive Positive

• ・別府には多くにアジア人が観光で訪れている。特に食事の受け入れ整備環境の充実は必
要である。外国語対応や、国ごとの食文化の違いも地域として理解できるとより、観光客の
満足度や、リピート・拡散のきっかけにつながる。
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海外旅行者の反応・別府市
大分県ニーズ調査・報告書

海辺にある古い畳のホテルです。部屋が広
いし、小さな応接間もあります。一目で海が
見えます。朝は日の出が見られます。写真を
撮ってもいいです。無料の浴衣があります。
無料で温泉に入ります。露天と室内の二つ
のところがあり、早起きしてお湯に浸かると気
分が良いです。
(URL)

中国

ニュー松実

別府温泉ホテルの懐石料理。懐石料理は
美しいですが、味は本当に普通です。
(https://www.weibo.com/1715108544/HxnP7rSPm?type=com
ment#_rnd1574760227326)

中国

ゆとりろ別府

湯布院で唯一六時まで空いている店で
熱々なそばを食べた後に、そのまま車で別府
にあるAirbnbへ向かった。
(https://www.backpackers.com.tw/forum/showthre
ad.php?s=7da22b78e6a234a4adbacbd41d434bba&t
=10304621#post11160771)

台湾

Airbnb

別府杉乃井ホテルは遠かったけど海も見える
し温泉施設もよかった。ビュッフェも良かったし。
雨の中の温泉も悪くない思い出だった。
(https://yogurt89.blog.me/221481039002)

韓国

杉乃井ホテル

3. 宿泊施設

別府の地獄温泉で買った。これは今まで
買ったお土産の中で一番のお気に入り。
(https://twitter.com/jinxland/status/1084436763014295552)

アメリカ

手ぬぐい

別府でショッピングするのにいいところ！それ
はゆめタウンです。大分に行ったらここには必
ず来ます。ユニクロ、ダイソーなどがあり、免税
ができます。食品館もあります！ときわ百貨
店とゆめタウンは歩いて3分の距離です！
(http://blog.naver.com/lovenyj1004/221538938167)

韓国

別府

4. 土産品店

• 宿泊に関する話題では、杉乃井ホテルをはじめとした温泉旅館に宿泊している旅行者の投
稿が複数件抽出されたほか、中にはAirbnbを活用している旅行者の投稿も見られた

Positive Neutral

Positive Positive

Positive Positive
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海外旅行者の反応・中津市
大分県ニーズ調査・報告書

小倉から中津までは30分しかかからず、しかも30
分ごとに特急があって、中津城も駅から近かった。
模擬天守はマイナスポイントだけど、建築は本当に
素敵で、さすがは日本三大水城の一つだと思った。
街は大分の他の城下町と比べたら一般住宅街の
感じがして、歴史感や特色はあまりなかった。そし
て駅周辺には古いお寺が沢山あるけど、まだそん
なに日本宗教の発展には興味ない。
(https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1562086942.A.B0C.h
tml)

台湾

中津城

1. 観光スポット

• 中津市に関する投稿は少なく、中津城に関する台湾人の旅行記1件のみであった

• 駅周辺の寺院に関しては興味を持てなかったとの記述があり、旅行者の興味・関心の醸成
につながるようなパンフレット・ホームページなどでの情報提供が重要であることが読み取れる

Positive
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海外旅行者の反応・日田市
大分県ニーズ調査・報告書

大分県日田市にあるいいちこ蒸留所。記念
写真用に作られた紙の酒瓶があって、作って
いる工程を外から見られるようになっている。
ここは貯蔵庫だ。日本はこうして小さな酒造
がまだ多く残っているそう。いろんな蒸留酒が
展示されているが、度数も包装も様々だ。
韓国の眞露のような希釈式ではない安東焼
酎ほどかと思ったらよくて、義理のお父さん用
に一つ買った。
(https://blog.naver.com/choingoo65/221393475386)

韓国

いいちこ日田蒸留所

福岡と大分の間に位置している日田市。大
きい川があって船遊びが有名な都市だそうで
す。私が行った時には冬だったので運休でし
た。由布院と日田の旅行をして食べたものは
特に覚えてなくて、行きづらい場所にある日
田サッポロビールの工場を訪問したことだけ覚
えています。
(https://bbs.ruliweb.com/hobby/board/300117/read/3060053
6)

韓国

サッポロビール日田工場

九州旅行の最後のコースは豆田町だった。豆田
町は小京都と呼ばれる400年の歴史を持つ小さ
な街です。閑散としていて、静かに散歩するにもよ
くて、可愛らしい小物屋さんから有名なうなぎ丼や、
日本人形の博物館、そして175年伝統の醤油屋
さんがあります。主婦には絶対寄りたいところです。
日田市は福岡と別府の間に位置していて江戸時
代の建物が多く残っていて、商店街のお店もその
風情を感じられます。
(https://blog.naver.com/riccobello/221533181460)

韓国

日田・豆田町

大分県日田市。日本の三大温泉地と呼ば
れるほど豊富な水質と綺麗な夕日。旅館で
は日本旅行ならではのいい景色と綺麗な雰
囲気が余裕のある休息ができて最高だと思
います。三隈川を眺めながらぼーっとしている
と癒される気分です。
(https://blog.naver.com/hautebijou/221396737775)

韓国

日田

1. 観光スポット

福岡、九州の小さい京都と呼ばれる伝統の
まち、豆田町。江戸幕府時代に九州地域
の政治、経済の中心だった日田天皇が統
治したという天領と呼ばれた。その中商人た
ちの街だという豆田町はその当時の建物は
残っていないけど、築100年以上の建物たち
は今もそのまま残っている。我々は福岡旅行
の最後の日の朝、歴史と伝統の後が残って
いる街を歩くことから始める
(http://blog.daum.net/ojyouk/8492781)

韓国

日田・豆田町

大分県は別府と由布院のようにすでに知ら
れているところ以外でも日本の小都市旅行
を楽しめるところが多くあります。今日は日田
市にある豆田町を紹介します。九州のほぼ
真ん中に位置している日田市、その中心に
ある豆田町！歴史が感じられる建物が並ん
でいる街で、日本人だけでなく外国人にも人
気のあるところです。
(https://blog.naver.com/only_tour/221504363160)

韓国

日田・豆田町

• 豆田町を中心に旅行者の投稿が多く、いずれも歴史ある街並みを高く評価している。特に
韓国人の方に歴史や文化が興味関心が高く、ガイドツアーや、レンタルサイクル、街歩きプラ
ン等が満足度の向上につながる。

Positive Negative

Positive Positive

Positive Positive
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海外旅行者の反応・日田市
大分県ニーズ調査・報告書

日田市にある豆田町は日本で一番暑いとこ
ろだそう。お店ごとにかわいいものがいっぱい
だった。醤油屋が多かった。伝統家屋も結
構あった。
(https://blog.naver.com/jwjhsw3/221425773767)

韓国

日田・豆田町

私は北九州が好きです。生活のリズムが遅く
て、純朴です。暇があれば、日田市に行くこ
とを勧めます。福岡からJRで1時間以上です。
豆田町観光で醤油を買います。三隈川の
近くで散歩するのは気持ちいいです。
観光スポットが点在していますので、自転車
に乗るのが一番いいです。JRの観光案内所
で借りられます。
(https://www.libaclub.com/t_13_10408492_2.htm#58163559
8)

中国

日田・豆田町

「九州小京都」と呼ばれる日田は、
静かで暖かい山中の町です。
かつての繁栄はここに歴史の跡を残し、水に
囲まれた山あいの町には、千年以上の移り
ゆく歴史が流れています。
私の好きなHITA、あなたは好きですか？
(https://www.weibo.com/1828595105/HDGOq4Ix1?type=com
ment)

中国

日田

日田の豆田町。日田で一番古い街の豆田
町は九州の小さい京都と呼ばれるところで、
個人的にここは本当に良かった。SNSでみた
京都と同じ感じ！京都も行きたいw
(https://blog.naver.com/lovinghyni/221541164839)

韓国

日田・豆田町

1. 観光スポット

Positive Positive

Positive Positive

• ・一部の投稿には、「小さい京都」と呼ばれるほど認知と興味が高い地域となっている。また
お醤油は日本らしい象徴となっており、今後観光資源を活用した商品開発が必要だいえ
る。
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海外旅行者の反応・日田市
大分県ニーズ調査・報告書

福岡旅行2日目の宿泊は天ヶ瀬温泉ホテ
ル水光園だ。大分県日田市に位置している
渓谷温泉で日本の現地人が多く訪れる有
名な温泉で、最近韓国の旅行会社が温泉
コースとして入れているところでもある。
(https://blog.naver.com/hotelonsen/221432761678)

韓国

日田「水光園」

1年前にもきていた豆田町。ここでは黒田屋
でうな丼を食べた。
(https://blog.naver.com/shadows2011/221396470459)

韓国

日田・うなぎ

2. 食事

日田の天ヶ瀬温泉は観光客があまりいなく
て静かな休息とヒーリングが可能な隠れた宝
石のような温泉地です。特に天ヶ瀬温泉に
は山荘天水という有名な旅館がありますが、
韓国人の間でもすでに噂になっています。
(https://blog.naver.com/hotelonsen/221432761678)

韓国

日田「山荘天水」

3. 宿泊施設

• 飲食に関しては、鰻丼を実際に楽しんでいる旅行者がいることが確認された

• 宿泊施設に関しては、天ヶ瀬温泉に関する韓国人旅行者の投稿が複数件見られた。韓
国内での評価についても言及されており、一定の評価を得られていることが読み取れる。

Neutral

Positive Positive
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海外旅行者の反応・由布市
大分県ニーズ調査・報告書

金鱗湖の周辺は誰がみても観光地の感じが
する。背景が綺麗wでも実物より写真の方
が綺麗な気がする。いざ行ったら一周して写
真撮って終わり、そんなところ…
(http://blog.naver.com/andcl0127/221439756131)

韓国

金鱗湖

金鱗湖は特に朝焼けの湖の霧が綺麗です。
湖には散策路がよく整備されていて、紅葉の
名所でもあります。美術館が好きですが、私
たちが通り過ぎたのがマルクシャガール美術
館だった…残念
(http://blog.naver.com/cathyshin/221453401800)

韓国

金鱗湖

由布院に到着してすぐに金鱗湖に行きまし
た。すごく綺麗でした。
(http://blog.naver.com/jth3824/221454398811)

韓国

金鱗湖

1. 観光スポット

金鱗湖には午後2時ごろ到着しました。白い
水蒸気は見られなかったけど写真撮るのにい
い名所もあって散歩するのにいいところで、特
に両親が喜んでいました。
(http://blog.naver.com/48wngml/221436649007)

韓国

金鱗湖

由布院に来る前からどんぐりの森に行くのを
楽しみにしていました。トトロが好きな人は絶
対行きたいところだと思います。
(http://blog.naver.com/gmlwn7946/221455065593)

韓国

どんぐりの森

由布院には湯の坪街道や金鱗湖など有名
な名所があるが、それらはみんなが知ってい
るところである。今回は由布院であまり知ら
れていない博物館2箇所を紹介する。金鱗
湖の隣にあるシャガールミュージアムと九州自
動車歴史館だ
(http://blog.naver.com/lsh5755/221494522374)

韓国

シャガール美術館

• 由布市の観光スポットに関する投稿21件のうち、金鱗湖を取り上げた投稿は9件にも上
り、由布院を代表する観光スポットとして認知されている様子がうかがえる

Positive Positive

Negative Positive

Neutral Positive
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海外旅行者の反応・由布市
大分県ニーズ調査・報告書

バスターミナルを基準で金鱗湖まで行く道を
湯の坪街道といいますがここにはいろんなグ
ルメ、食べ歩き、お土産屋さんがあります。ほ
とんのどお店の扉が開いたままなので、見るだ
けでも楽しめるんです。
(http://blog.naver.com/setakaz27/221515663616)

韓国

湯の坪街道

福岡旅行で何が一番良かったかと聞かれた
ら迷いもなく由布院と答える。私は旅行の時
にその国だけの感じ、自然的なのが好きな方
です。湯の坪街道が一番良かったけど、金
鱗湖も良かった
(http://blog.naver.com/hanmail8807/221469128404)

韓国

湯の坪街道

由布院は小さい町なので一日あれば全部
回れる。だが山の上のアルテジオ美術館まで
行くためには二日ほどは泊まらないといけない。
由布院は主に小さいショップやレストラン、カ
フェが多く、いろんな商品を売っていて見物す
る楽しみがある。
(http://blog.naver.com/bluekey1/221504758672)

韓国

湯の坪街道

金鱗湖に行く道はいろんな商店と見どころが
多いです。途中でたこ焼きを食べました。やっ
ぱりすごく美味しかった。
(http://blog.naver.com/mmmmii22/221432585647)

韓国

湯の坪街道

1. 観光スポット

空港まで行く時間が余ったので旅館の近くに
あったフローラルビレッジに行きました。人が多
かったですが思ったより小さくて早く終わったの
で4、5回は回った気がします。
(http://blog.naver.com/lhr288/221468342404)

韓国

フローラルビレッジ

• 湯の坪街道で食べ歩きや買い物・散策を楽しむ旅行者による投稿も数多く確認された

Positive Positive

Positive Neutral

Neutral
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海外旅行者の反応・由布市
大分県ニーズ調査・報告書

多分期待値が低すぎたので、由布院に行くといろ
んなサプライズがありました。アニメのお店は見どころ
があります。美味しいものがたくさんあります。フクロ
ウ館は本当に気に入りました。友達と遊んでいると、
たくさんいるフクロウが可愛すぎで死にそうです。
時間の問題かどうかは分かりませんが、韓国人観
光客がとても多かったです。日本人の店員が韓国
語を話していますが、日本語のように上手です。街
並みは適当に撮ってもとても綺麗で、写真を撮る
のにいいところです。
(https://www.weibo.com/5605817286/HdMhv7O1c?type=com
ment#_rnd1574754133135)

中国

湯の坪街道

午後は日本に留学していた友人と湯布院に
行った。食べ歩きを楽しんだが、とてもきれい
な道だった。
(https://www.weibo.com/1909294952/HeHen0gEI?type=com
ment#_rnd1574755037104)

中国

湯の坪街道

金鱗湖は湯布院の温泉の隣にある小さな
湖で、湖底に温泉と清水が湧き出ています。
秋冬の朝に朝霧が発生することで有名です。
湯ノ平の街は湯布院駅と金鱗湖を結ぶにぎ
やかなショッピング街で、いろいろなお店と喫
茶店が集まっています。人が行ったり来たりし
て、とてもにぎやかです。
(https://bbs.qyer.com/thread-3037301-1.html)

中国

金鱗湖

由布院：十何年くらい前はユニークなお店
がたくさんあったけど、今はほとんど食べ物や
雑貨など若者向けの店になったので、のんび
りして散策する気分が下がった。
金鱗湖：有名な観光地の一つの金鱗湖は
朝霧を見るのはおすすめですが、それだけの
魅力しかないので、スケジュールがきついなら
行かなくてもいいと思う。
(https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=28230977&
extra=page%3D1&page=3#table-pid500415316)

香港

金鱗湖

由布院は商業的ですが、温泉のある小さい
町は本当にいいです。周りには別府と黒川
がありますが、お年寄りと子供をあまり連れ回
したくないので、これからも温泉の郷としての
雰囲気を守り続けてほしいです。
(https://www.weibo.com/1723145835/HzgkKn2jE?type=com
ment)

中国

湯の坪街道

1. 観光スポット

• 由布院に関する評価の中で「商業的」であることを指摘している投稿がいくつか見られる

• 「温泉の郷としての雰囲気を守り続けてほしい」との声もあり、小さな山間の温泉地のゆった
りとした雰囲気を求める旅行者のニーズがあることが改めて読み取れる

Positive Positive

Positive Positive

Negative
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海外旅行者の反応・由布市
大分県ニーズ調査・報告書

こんなに美しい景色、おいしい食べ物、美し
い通りのある良い場所で、カメラの容量が足
らなくなるのを心配しています（笑）金鱗湖
での一日散策はお薦めです！駐車場もある
ので非常に便利ですが、道路が狭くて、価
格もそれぞれのは要注意!!有名な温泉を楽
しむこともできるので、ここに1泊2日するのを
お勧めします！九州を訪れるなら金鱗湖に
来ることを忘れないでくださいね！
(https://lingmami.com/blog/post/kinrinko)

台湾

金鱗湖

由布院に着いたのは早かったけど、もうたくさんの観
光客がいた。娘に一度に人力車を体験させてあげ
たかったので、観光地として有名な金鱗湖に人力
車で向かいました。ガイドのお兄さんがすごく親切で、
中国語であいさつしてくれました！走りながら現地
のストーリーと風景を楽しめたので楽しかったです！
気温が低かったので、金鱗湖は湖面より湯気が立
ち上る幻想的な風景を見せてくれました。素敵な
思い出になりました！
(https://blog.xuite.net/gamashop/blog/587467603)

台湾

金鱗湖

湯の坪街道は多分大分では一番賑やかな
街だと思う。お店はたくさんあるし、みんなそ
れぞれ特色がある！特別なお菓子や名産
品もある！宮崎駿監督のアニメやスヌーピー
商品の専門店もあるので、好きな人はぜひ
行ってみてください！
(https://www.dcard.tw/f/travel/p/232403180)

台湾

湯の坪街道

由布岳は1583mで世界の基準からすると大きく
はない。私たちがスタートした750m地点から、広
葉樹やスギ/ヒノキの森を抜けて壮大は草原をまっ
すぐ登っていく。そこから、高い山頂までの最後の垂
直な数百フィートを石段と岩を苦労して登った。
今回が初めての登山ではなかったが、由布岳は登
頂を目指すための努力や忍耐、精神力、根気強
さを思い出す初めての機会だった。とても良かった。
(https://www.designdestinations.org/2019/01/to-climb-a-
mountain/)

アメリカ

由布岳

朝早くに行かなかったので、湖と霧の組み合
わせを見られなかったけど、金鱗湖は水中に
小さい鳥居があって結構いい写真スポット
だった。
帰り道を歩いていると、湯布院フローラルビ
レッジに行く道があった。想像と違って、結構
小さかった。
(https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?s=5
6f1447dca8893f5a3a17a91d062e8fa&t=10244532#post10907
979)

台湾

金鱗湖

1. 観光スポット

• 由布市に関する投稿は大半が金鱗湖を中心とした中心部である一方、由布岳に登った旅
行者による投稿も抽出された

Neutral Positive

Positive Positive

Positive
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海外旅行者の反応・由布市
大分県ニーズ調査・報告書

由布院に昼ごろ到着し、由布院駅からメイ
ン道路を歩いて行ったところで発見したうどん
屋です。人が多かったです。ここはセルフ注文
でした。でも各国の言葉で注文できるから心
配しないでください！
(http://blog.naver.com/jesus10203/221440868968)

韓国

うどん

由布院はすごいグルメがなく、有名なところは
待ち時間が長い。なので今回もあまり期待し
ないで行ったかっぱ食堂。派手なインテリアに
圧倒されたw
(http://blog.naver.com/qoalswl12/221455315734)

韓国

かっぱ食堂

由布院のうどんが有名だと聞いて行った田舎
庵。日本人もいたけど韓国人が一番多かっ
た。15分待ちだと言われて並んだけど、30
分以上待った。メニューは韓国語もあるから
良かった。うどんはまあまあだった。
(http://blog.naver.com/lovming29/221450914398)

韓国

うどん

由布院の清水旅館では、懐石料理、夕食、
干し柿、豆腐、南瓜、刺身どれも全部美味
しかったです
(http://blog.naver.com/jesus10203/221437736833)

韓国

懐石料理

2. 食事

由布院由布まぶし心…由布院に行った時
からここで食事をしようと思っていたのでバスか
ら降りてすぐ行きました。思ったより人が多
かったけど、記憶に残るほど美味しかった。
(http://blog.naver.com/sanail0907/221389513453)

韓国

由布まぶし心

コンビニで買ったサンドイッチ、金賞コロッケ、
抹茶ソフトクリーム。美味しかった！
(http://blog.naver.com/dlawk3902/221561776124)

韓国

金賞コロッケ

• 食事に関する投稿では「由布まぶし」「金賞コロッケ」「ミルヒのケーゼクーヘン」「B-Speakの
ロールケーキ」などに関する投稿が複数件抽出された

Positive Positive

Negative Neutral

Positive Positive
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海外旅行者の反応・由布市
大分県ニーズ調査・報告書

由布院といえば金賞コロッケがありますよ
ね！期待と共に行きました。いろんな味があ
るけど私はナンバーワンの金賞コロッケを注文
しましたが期待をしすぎたか、思ったよりおい
しくはなかったです。
(https://blog.naver.com/sangvely_lee/221426321483)

韓国

金賞コロッケ

偶然入った由布院の飲食店。泉、そば。イ
ンテリアは日本の雰囲気。メニューに韓国語
で説明があって、読んで選ぶのは難しくなかっ
た
(http://blog.naver.com/fruitloveu/221466680486)

韓国

泉そば

由布院に行きたかったのは旅館もそうだけど、
スヌーピーカフェに行きたくて！ハンバーグにポ
テト。ドリンクにはマシュマロのスヌーピーが！
またあの有名な金賞コロッケも食べた！美味
しかった！
(https://blog.naver.com/akdonggold/221517390316)

韓国

SNOOPY茶屋

由布まぶし 心。由布院のグルメで有名なの
がわかるお店だった。写真は料理を待ちなが
ら見た、ご飯ができるところ。ご飯を炊く人の
ガスレンジを消す技が半端なかった…
(http://blog.naver.com/miiniidat/221436672327)

韓国

由布まぶし心

2. 食事

Positive Positive

Negative Positive

・食に対しての興味関心が高く、一部のお店で特に韓国に対しての受け入れ整備ができている投稿
も見て取れた。ある意味、地域に慣れている観光客が増えていることも考えられ、あらたな観光コン
テンツの開発や磨き上げ、より細かなターゲットに対しての情報訴求が必要とされる。
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海外旅行者の反応・由布市
大分県ニーズ調査・報告書

ミルヒの半熟チーズケーキはネットでは有名で、
もちろん食べてみないと！写真の右ににある
のはチーズケーキで、冷たいのと暖かいの選
べるけど、温かいの選んだ。味が濃くて、もし
ここに来たら、絶対食べないと！
(https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?s=e
8aaabae7fa95e536a5718906aba2127&t=10221493#post1081
7524)

香港

ケーゼクーヘン

食事をして金鱗湖に行きました。途中で抹
茶のジェラート屋さんで抹茶アイスクリームを
一番濃く食べました。甘すぎず、濃厚で味が
本当に美味しいです。駅から出て金鱗湖の
道に沿ってスイーツのお店ばかりで、予習をし
てこなかったからどの店が美味しいか分かりま
せん笑 スイーツが好きな私は今食事をしたこ
とを後悔しています…
(https://www.weibo.com/1983256970/HlnE3fLG0?type=comm
ent#_rnd1574760602559)

中国

各種スイーツ

食事ー「湯の岳庵」：喧騒を離れてゆっくりしたい
ので、お昼に行った。席から外の風景をみると純粋
な緑、おそらく紅葉の季節には非常に素晴らしい
風景になるだろう。ランチタイムには、いくつか選べ
るセットメニューがある。私は満腹まで食べたくな
かったから、軽く頼んでいた。そして、サーモンを頼ん
だがくっついていた。牛肉の品質はとてもいい。口に
ソースの塩味とお肉の甘味があふれていて、美味
しかった。
(https://www.weibo.com/1644984752/Hx0Jw8h6r?type=com
ment#_rnd1574761154624)

中国

湯の岳庵

食事ー「心」：観光客に大人気の行列できるレス
トラン。事前に予約したので、待ち時間なしで入
店した。あまりお腹は空いてなかったので、セットと
お肉単品を一品注文した。ローストチキンは柔らか
くて、炭火の香りをあふれていた。味はちょっと薄
かったので、柚子胡椒を付いて食べた。柚子酒は
ジュースのようだった。メインは豊後牛まぶし。肉の
臭いはそんなに強くなかった。でも脂と甘味はちょっ
と薄かったと思う。タレの他にも薬味はあるけど、味
付けがちょうど良かったので試さなかった。
(https://www.weibo.com/1644984752/Hx0H58T70?type=com
ment#_rnd1574761290686)

中国

由布まぶし心

湯布院での観光時間は実際にはたった2時間だっ
たので、沢山な有名店を探す時間がなかった。金
賞コロッケを見つかったので買って食べた。本当に
美味しかった。湯布院に来てからすだちが大分名
物だと知った。帰るとき、チーズケーキみたいなス
イーツを見けて、とても有名なレストランのようなの
で買ってみて、とても美味しかった！！また機会が
あれば絶対ここに一泊したいと思う
(https://www.weibo.com/5261292176/I1UE2mLkZ?type=com
ment#_rnd1574761596683)

中国

金賞コロッケ/ケーゼクーヘン

由布院に行くとお菓子の街のようです。端か
ら端まで飲食店が並んでいます。ミルヒのチー
ズケーキは美味しく、特に抹茶は元の味より
美味しかったです。
(https://www.weibo.com/1795545193/IcqvGz3Z8?type=comm
ent#_rnd1574760420652)

中国

ミルヒのケーゼクーヘン

2. 食事

Positive Positive

Positive Positive

Positive Positive

・特にスイーツの投稿が多く見て取れた。事前に情報を入手している層が多かった。写真とともに「由
布院」という地名や空間を一緒に投稿されやすい環境をつくることや、周遊を促進をさせるような着
地型の仕組みがあるとより地域消費の拡大につながる。
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・金賞コロッケ：金鱗湖辺りで最も有名なグルメの
一つ。皮がサクサクで中はフワフワしてて香りが濃
厚！カレーと牛肉の味がお薦め。
・ロールケーキ：由布院でもっとも行列のできるス
イーツ。私には少し甘かったが、全体の味は爽やか
で脂っこくないので、食べてみたいなら是非！
・ぷりんどら：雑誌の紹介を見たので買ってみた。
味も少し甘かったけど、お茶と合う。でも冷蔵が必
要なので、帰る際に買った方がいいと思う。
(http://mungmung.org/discuz/viewthread.php?tid=945794#pi
d5081758)

台湾

各種スイーツ

・ビー・スピーク：ケーキがしっとりしてるし、ふ
わふわだし、クリームも飽きない甘さで幸せ〜
・ミルヒのケーゼクーヘン：チーズの味がすごく
濃厚だけどすごくお手頃
・金賞コロッケ：普通に美味しい🤣
(https://www.dcard.tw/f/travel/p/230723998)

台湾

各種スイーツ

ミルヒの半熟ケーキとプリン、富士食品の淡
雪いちご、五衛門のロールケーキ、金賞コロッ
ケを食べたけど、全部美味しかった。
(https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1553877538.A.F87.h
tml)

台湾

各種スイーツ

由布院に着いて最初に立ち寄ったのは、
「B-Speak」でした。パッケージは可愛くて、
もっと購入したいと思いました！
店員さんも明るく対応してくれて、店内は陽
気な雰囲気で好きです！
(https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=254&t=572939
4&p=1#72276252)

台湾

B-Speak

2. 食事

私達は花水木に戻ってきた。とり天定食がす
ごくおすすめ。私は結構好き嫌いが多くて、
普段は魚と野菜しか食べられないけど、この
とり天はおいしすぎて、湯布院を出る前にもう
一回食べないといけないと思った。その場で
揚げているので、油の味がしない。
(https://twitter.com/bellicife/status/1133346495313268736)

シンガポール

花水木

Positive Positive

Positive Positive

Positive

・それぞれのお店で提供している商品の満足度が高いことが投稿からも見て取れる。今後、訪日外
国人が増えることを想定し、なぜ由布院なのか？という動機づけや現地でないと手に入らない商品
づくりを行う必要がある。
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ゆふいん花由。景色が良すぎる。霧で有名
な由布院の朝。時間が経つのを忘れそう。
(https://yogurt89.blog.me/221478726923)

韓国

花由

由布院誰が袖。料理がよかったです。畳部
屋とこたつが気に入りました。家族風呂、い
い景色、温泉と綺麗な布団、朝の鳥の声で
1日を始めるすごく楽なところでした。
(http://helloceania.tistory.com/entry/%EC%9C%A0%ED%9B
%84%EC%9D%B8-
%EC%9C%A0%ED%9B%84%EC%9D%B8-
%ED%83%80%EA%B0%80%EC%86%8C%EB%8D%B0-
%E2%80%93-%ED%95%9C%EB%88%88%EC%97%90-
%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B3%B4%EA%B8%B0)

韓国

誰が袖

私も由布院の旅館で満腹経験しましたよ！
懐石が本当によかったです！
(http://twitter.com/47277329/statuses/108444473748081049
6)

韓国

施設不明

一番楽しみな日でした〜なぜなら旅館で初
めて宿泊をするんです。清水旅館を選んだ
理由は、懐石と朝食が良かったし、洞窟湯
があったし、周辺の景観が良かったからです。
(http://blog.naver.com/jesus10203/221437098651)

韓国

清水旅館

3. 宿泊施設

由布院駅から歩いて15分ほど。駅と近いわ
けではないけど客室内部に露天風呂と室内
温泉が一緒にあるところを探して予約したと
ころだ。日本特有の親切さがある。露天風
呂は小さく見えるけど、二人で利用するのに
小さくないサイズだ。
(http://blog.naver.com/moonbow2/221415715637)

韓国

冨季の舎

由布院旅館楓の小舎。価格も高かったので
期待したけど思ったより微妙だった。動線が
難しく、部屋の中に段差が多く、スタッフが外
国人の学生のようだった。
(http://blog.naver.com/cmj1120/221648714960)

韓国

楓の小舎

• 各国の旅行者が、様々な温泉旅館に宿泊した際の感想を投稿している
• 「食事」や「スタッフの対応」について言及している投稿は複数件見られ、旅館選びの際にこ

れらのポイントが重視されている様子がうかがえる

Positive Positive

Positive Positive

Positive Negative
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由布院「月灯庵」に到着しました。山が見える露
天風呂の向こうにはたくさんの竹が植えられていま
す。
ガチョウの肝臓の蒸し卵の味はとても独特で、非
常においしくてさわやかです。大分県産黒毛和牛
と豊後牛は、油脂が美しいです。石焼で塩をつけ
ていただきます。デザートの柿とチーズのアイスもとて
も美味しいです。日本酒もとても美味しいです。箸
置は山椿の枝で素敵です。
(https://www.weibo.com/1870413902/Hg2Da3T46?type=com
ment#_rnd1574758728015)

中国

月燈庵

由布院が好きで、由布院の森に乗って、素
敵なホテルに泊まりにきました。
3つの温泉は無料で使えます。その辺に可
愛いアヒルが並んでいます。前回このレベルの
温泉に入ったのは有馬のとても高い日本式
ホテルでしたが、このホテルは一晩700元し
かしないので、日本に来るたび何度もここに
来ました。一番好きなところです。
(https://www.weibo.com/1674337967/I90Ar7TGn?type=com
ment#_rnd1574759214489)

中国

施設不詳

駅に着いた時雨がすごい降ってくるとは思って
いなかったが、幸いホテルが手配されたタク
シーが迎えにきてくれた。着いたらスタッフさん
はもう傘を持って待ってくれていて、暖かいお
茶とタオルを用意してくれた。チェックインの
後、私たちの靴と靴紐もきれいに片づけて、
ひざまずいてお辞儀をしてくれました。
(https://www.weibo.com/1009681477/Hf9cPC74R?type=com
ment#_rnd1574759496206)

中国

緑湧

3. 宿泊施設

湯布院に住む温泉ホテル〜値段が安いで
す。無料の貸切部屋が2つあり、換気がよく
て静かです。朝起きて庭で入る露天風呂も
とてもいい感じです。欠点は部屋とベッドとテ
レビが狭いことです。
なぜか九州は童話の世界を感じさせてくれま
す。何をしても楽しいです。
(https://www.weibo.com/5051193820/I8ZDHcvdV?type=com
ment#_rnd1574757824235)

中国

ペンション由布院

今日の宿は「陽なた庵」というところ。施設が
良いだけでなく、このホテルを選んだ最大の
理由は金鱗湖が近いところ。歩いてたったの
4分。
（中略）
帰る時道が狭くて、運転難しかった。正直、
今度また湯布院に来たらこのホテルにはもう
泊まらない。車での出入りがストレス。
(https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27909655&
extra=page%3D3&page=5#table-pid496149858)

香港

陽なた庵

Positive Positive

Positive Positive

Neutral

・日本ならではのサービスや、温泉の付加価値にとても満足している。言葉の壁は感じて
おらず、宿泊施設からのおもてなしを感じている。
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この日は「御宿 ゆふいん亭」に泊まった。すご
く素敵！！
でも日本語しか通じなかった、、、

今回は洋式の部屋を選んでいて、部屋は広
くて、しかもお風呂を入りながらテレビをみるこ
とができる！
(https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?s=6
125d2c731ed493cb187df613ca44b09&t=10200379#post1077
6699)

台湾

ゆふいん亭

今回泊まった温泉旅館は一週間前にスタッフから
到着予定、ピックアップサービスについての確認メー
ルをもらった。そして、到着当日は旅館のスタッフが
私の名前を書いた紙を持って駅前で待っていた。
チェックインしてから部屋に着くとスタッフの人が事前
に暖房をつけてくれていたので、暖かくて気持ちよ
かった！翌日の切符を予約したいから旅館の電話
を使っても大丈夫かと聞いたらすぐ貸してもらえた。
すごくサービスがよくて、気が利いてる旅館！
(https://www.dcard.tw/f/travel/p/230793123#003f667e-
eda6-47cd-b0d0-ea2828e1692c)

台湾

由布の花

旅館では伝統的な日本の朝ごはんが用意
されていた。日本の朝ごはんは食べたことが
ないので、特別な体験だと思う。味も口に合
うので結構好きだった。
部屋も広いし、スタッフさんの英語と韓国語
もペラペラで、とても親切！
(https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?s=7
213f020402fb0f9e3da386cb9c62671&t=10219278#post10810
333)

台湾

らんぷの宿

3. 宿泊施設

日の春旅館は綺麗で、すごく伝統的な日本
温泉付きの旅館。ここでの時間はとても満足
で、素晴らしい体験だった！
(http://purplefig.blogspot.com/2018/11/yufuin-back-to-
fukuoka.html)

オーストラリア

日の春旅館

Positive Positive

Neutral Positive

・施設によっては対応不十分な投稿も見て取れた。地域として、最低限のサービス対応（指さし会
話など）や、受け入れ環境を改善する取り組みも重要である。
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湯の坪街道
由布院駅から歩いて五分くらいで、湯の坪
街道につく。この温泉街は、何個の商店街
の組み合わせで、特色のある店が沢山あ
る。お土産以外、特別なレストランもいくつあ
る。大分県の特産である柚子胡椒やキノコ
もここで買える。
(https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=28168442#
postnum_498061013)

香港

柚子胡椒・キノコ

今朝は5時半に起き、熊本を離れて由布院
に行きました。柚子塩と柚子唐辛子粉も買
いました。
(https://www.weibo.com/1800270345/Hs4fuwqSj?type=comm
ent#_rnd1574760993550)

中国

柚子塩・柚子唐辛子

由布院の全てのお土産屋さんに行くことはで
きなかったけど、ここは私が行ったところの中で、
筆箱、ポーチ、キーホルダー、財布、扇子な
どの種類とデザインやカラーが一番多いところ
でした。
(http://blog.naver.com/lucir-sb/221553633505)

韓国

土産物店

4. 土産品店

• 湯の坪街道の土産物店でお土産を購入している人による投稿が複数件抽出された。地域
の特産をもとめる投稿があり、より商品の磨きあげが必要になってくる。

Positive Neutral

Neutral
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博多高速バスターミナルで由布院に行くバス
停だ。ハングルで詳細に案内されていて探し
やすい。電光掲示板には出発情報まで詳
細に案内されていた。特に電光掲示板にも
韓国語があった良かった。
(https://blog.naver.com/lbr0120/221419301760)

韓国

由布院

朝早く起きて由布院に出発！韓国で博
多ー由布院行きのバスを前もって予約し、
韓国で購入して行ったSUNQパスを見せて、
チケットをもらった
(https://blog.naver.com/songda_0/221452538292)

韓国

由布院

クルクルバスツアーは移動時間が本当に長
かったです！でも席が楽で大丈夫でした。そ
して携帯の充電もできるので、クルクルバスを
乗る人はUSB充電器もった方がいいです
よ！
(https://blog.naver.com/ginny__m/221525652006)

韓国

由布院

二日目の朝起きてすぐに自転車に乗って金
鱗湖を再訪問。昨日行った湖の反対に行っ
た！朝だから人がいなかった。水がすごくきれ
いだった。自転車に乗って街を一周したあと
チェックアウトした。
(https://blog.naver.com/minxienk/221447305678)

韓国

由布院

バスに乗って由布院に行っている。2時間ほ
ど乗ったかな？ここは後ろにトイレもあるよ。
バスの中に！私には新鮮だった！
(https://blog.naver.com/lovewls301/221412776425)

韓国

由布院

5. 移動手段

• 由布院への移動手段として、バスを利用している旅行者による投稿がいくつか確認された
• （「ゆふいんの森」を利用している旅行者も複数確認されている。p.66参照）

Positive Positive

Positive Neutral

Positive
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大分県の北東の方の国東市の両子山に位
置している日本では珍しいお釈迦様を祀る
両子寺。すごく古い寺ですごく広くて、多くの
文化財を持っている寺だ。私は3回違う季
節に来たけど、本当に美しい、隠されたお宝
のような観光地だった。
(http://blog.daum.net/yoonwoonam/7609134)

韓国

国東・両子寺

1. 観光スポット

毎晩地元の宿では、畳の甘いわらの匂い、布団で寝ること、障子を滑らせること、そして何
よりも温泉など、シンプルなものが伝統的な日本の生活に繋がっている。ハイキングの一日
を終えるのに天然の温泉浴に浸ることよりも良い方法があるだろうか？その後、私たちは綿
の浴衣で旅館のレストランで会い、夕食を頂くことはパジャマパーティーのように感じた（浴
衣が提供されているので、この旅行でイブニングウェアをパックする必要はない）。
あと食事！毎晩夕食が最高だなと思って、また次の晩にはそれを超えてくる。
(https://www.traveller.com.au/japan-kyushu-hike-kunisaki-peninsulas-sacred-mountain-hike-h1ap2p)

オーストラリア

施設不明（国東）

3. 宿泊施設

偶然、日本の九州・国東半島で毎年恒例
のかかし祭りを発見。この絵画のような描写
も。
(https://www.australianfrequentflyer.com.au/community/threa
ds/unique-and-unusual-travel-experiences.92786/#post-
1903796)

オーストラリア

国東かかし祭り

6. その他

両子寺は国東市にあるお寺で、大分空港
から約30分ほど離れているところに位置して
いて、別府からは約1時間ほどです。他のお
寺とは違って入場料を払わないといけないで
すが、入場料を払う分、綺麗な景色を見る
ことができます。
(https://blog.naver.com/kyum1008/221577700249)

韓国

国東・両子寺

• 両子寺を訪れた旅行者による投稿がみられ、いずれも高い評価を与えている

Positive Positive

Positive

Positive



一番目立つのは、酢屋の坂、塩屋の坂と勘
定場の坂です。NHKの時代劇が2本と、映
画1本がここで撮影されています。酢屋の坂
は、下から見ても上から見ても、立体感が
あって、見ていて気持ち良い感じがしました。
杵築の町は静かで綺麗です。団体客もあま
り来ないので、ゆっくりと楽しめます。城下町
の雰囲気が好きな友達におすすめです。
(https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1
0240330#post10891606)

台湾

杵築城下町
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海外旅行者の反応・杵築市
大分県ニーズ調査・報告書

着物レンタルは、髪のセットやメイクは含まれ
てないけどたったの3000円！当日は天気が
すごくよくて、空も青く、そんなに寒くもなかっ
た。平日だから人が全然いなくて、どこに行っ
ても貸切みたいな感じだった。日本式の庭
園が多く、写真撮るのにすごくよかった。城下
町は歩いていくとちょっと遠いから心の準備は
あったほうがいい。でもお城の上から眺めた景
色は素晴らしかった！
(https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1551708941.A.85E.h
tml)

台湾

杵築城下町

ランチの後到着したところは大分県杵築城
下町だった。城下町は由布院からバスで40
分ほどの距離にある。私たち以外は観光客
がいなかった。静かな街を歩いていたら心が
落ち着いた。急ぐことがないので余裕ができた。
駐車場から城下町に行く道の左右にある家
たちは見覚えがあった。屋根の瓦や素朴な
田舎の風景は、見慣れない風景でもあった。
(https://blog.naver.com/frankoj/221413238412)

韓国

杵築城下町

1. 観光スポット

杵築で開かれていた杵築大茶会に行ってき
ました。 杵築には日本らしい伝統家屋が多
かったですが、杵築城の隣に位置していて、
杵築城下町という名前がついた絵本に出て
くるような街です。
土曜日だったからか、人が多かったです。アク
セサリー屋さんや、出店がいっぱいでした。
(https://blog.naver.com/only_tour/221394319387)

韓国

杵築大茶会

6. その他

• 城下町の雰囲気を評価している投稿が複数件抽出された
• 着物レンタルを活用している旅行者による投稿もあり、風景や庭園と合わせてフォトジェニッ

クな写真を撮れることが好評を博している様子がうかがえる

Positive Positive

Positive

Positive
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冬になると暖かい地域を探して韓国の方は
福岡及び別府地域に温泉旅行をする方が
多いですよね。別府、由布院もいいけど二つ
の地域は観光客で少し混んでいますよね。
それと反対に少し田舎だけど暖かく静かな雰
囲気の旅行がしたいなら佐伯市をお勧めし
ます。佐伯市は全体が海を面していて、豊
富な海鮮物の寿司が有名な地域です。
(https://blog.naver.com/suk4408/221414818273)

韓国

佐伯城下町

佐伯文化会館で地図をもらった。この地図
は有効に活用できた。歴史史料館しか知ら
ずに来たのに、おかげで佐伯城跡にも行けて、
昔の日本の道も歩けて、珍しい形の小浜も
見ることができた。
(https://blog.naver.com/fullbless/221528113625)

韓国

佐伯城下町

1. 観光スポット

佐伯市は寿司と海鮮物料理が美味しいと
自治体から広告をしている。佐伯市内では
寿司を食べられる寿司屋さんが多いそう。検
索して行ったところは亀八寿司。今日空いて
いるかドキドキしながら行ったら空いていた！
(https://blog.naver.com/hjkblue6/221430185978)

韓国

亀八寿司（佐伯）

2. 食事

佐伯市での初日は農家の民宿でした。子供の時田舎で
暮らしていたからか、農村の風景に慣れていたし、おばあ
ちゃんの家に来たかのような暖かい姿を見ることができた日
本の農家体験でした。少し不便さがあるけどその中で違う
何かを学べるという点で、農家民宿の体験は特別な経
験でした。
民宿のご主人と一夜と過ごしながら日本文化を理解して
彼らの生活を垣間見れた時間だったし、逆に短い時間だ
けど彼らは韓国の文化を学べた時間だったと思います。
(https://blog.naver.com/suk4408/221416590582)

韓国

佐伯「かわちん家」

3. 宿泊施設

• 「別府や由布院にはない静かな雰囲気」「海産物」などが評価されている
• 農泊体験をした旅行者による投稿もみられ、充実した時間を過ごせたことが投稿されている

Positive Neutral

Positive

Positive



61
海外旅行者の反応・臼杵市
大分県ニーズ調査・報告書

佐伯市でおいしく寿司を食べた後には臼杵
市内に向かった。臼杵には臼杵城跡と整備
されて歩きやすい街及び古い寺がある。この
地域は江戸時代から続いている醤油、味噌
の醸造産業でも有名だ。
(https://blog.naver.com/hjkblue6/221430589537)

韓国

臼杵城下町

西大分海洋公園から優雅なティータイムを
終えて私たちは臼杵に足を運んだ。最近日
本旅行は大阪と東京のような大きい都市で
はなく、小都市に多く行ったけど、田舎の風
景を多く見ることができる。うるさくて複雑なの
が嫌いな旅行客は大分や北九州などの旅
行地を選択するのもいいと思う。静かで、閑
散としていた風景がすごく好きだった。しかし
列車は揺れが激しかったw
(https://blog.naver.com/moesara/221497660795)

韓国

臼杵城下町

臼杵城は正面から見ると結構壮大な城で、城下
からすでに明確な曲輪構造を見られる城は他にあ
まりない。しかし城内に入ると、眺める風景以外他
に見るものはあまりなかった。
臼杵城の近くには見るところがたくさんあり、臼杵の
古い街である八町大路では醬油関連の商品を沢
山売っている。二王座歴史の道には武家屋敷と
たくさんのお寺があって、石畳の坂と古い建造物群
の景色がとても素晴らしい。国の都市景観100選
にも選ばれている。
(https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1562000039.A.FF8.h
tml)

台湾

臼杵城下町

大分の絶景と美しさ、臼杵磨崖仏、4群で
61体もある！国宝に指定されている！
(https://twitter.com/AndyGomarsall/status/118578495443464
1920)

イギリス

臼杵磨崖仏

臼杵市は大分県の南東に位置している人
口4万人ほどの本当に小さい小都市だ。
観光地は臼杵城、風連鐘乳洞、磨崖仏像
群があり、市内には古い寺院がいろんなとこ
ろにある。ネットで九州の小さな京都という単
語を見つけて、訪問を決めた
(https://blog.naver.com/ansannaeil/221409662604)

韓国

臼杵

1. 観光スポット

• 城下町の雰囲気を評価する投稿が複数確認された。より地域の街並みを楽しむための仕
掛けや、地域に消費を生むスポットを創りだすことがより必要になってくるといえる。

Neutral Neutral

Neutral Neutral

Positive



62
海外旅行者の反応・臼杵市
大分県ニーズ調査・報告書

大分市の次に向かった臼杵市は、魅力的な
小さな町で歩いて散策する価値がある。ここ
では、歴周辺の歴史や手作りのものや新鮮
な果物・野菜を販売する愉快なお店を見つ
けることができる。とてもおいしい地元の食材
をぜひ試してみて、そしてお腹がすいたらラー
メンを食べよう。地元のお店で販売している
美味しいジンジャーアイスクリームを食べるの
も忘れないで。
(https://traveldave.co.uk/oita-prefecture-japan/)

イギリス

ラーメン/生姜アイス

（日本を自転車で横断しているオーストラリ
ア人女性のブログ。この記事は、臼杵市で
ゆっくり過ごす日）
身体を休めるために今日は休息の日にする
と決めて、観光案内所でマッサージを受けら
れるところを聞いた。この日はそれ以外特に
やったことはなくて、インドカレーをランチに食
べて、明日の朝九州から四国行きのフェリー
を予約した。
(https://followingthearrows.com/2019/05/18/cycling-across-
japan-day-10-rest-day-in-usuki/)

オーストラリア

自転車/フェリー

これまで日本で食べたものの中で一番最高
だけど、全部おいしいから選ぶのが難しい！
大分県臼杵市の農家カフェ！
(https://twitter.com/AndyGomarsall/status/118611033068387
1233)

イギリス

農民カフェ（臼杵）

2. 食事

臼杵市ではファームステイ。臼杵市の農家である
家族のところへホームステイするユニークな体験をし
てみるのはどう？家族が迎えに来てくれて、日本の
農家の日常を案内してくれる。ここでは農地から果
物や野菜を収穫することができる。夕食前には、の
どかな夕焼けを見ながらの散歩をしてみて。このエリ
アは、竹林と農地に覆われており、上からの素晴ら
しい景色が楽しめる。ホームステイは地元の生活
やユニークな体験ができるので皆にとてもおすすめ。
(https://traveldave.co.uk/oita-prefecture-japan/)

イギリス

臼杵の農家

3. 宿泊施設

西大分海洋公園から臼杵に移動した。西大分駅
から50分ほどを走って臼杵に到着した。臼杵駅に
はIDカードシステムがなかった。しかももっと古い上
臼杵駅には駅員さんもいなかった。ICカードで入っ
た私たちはお金も払わないでどうすればいいかわか
らなかった。いまだに西大分から上臼杵までどうやっ

て行けばいいかわからない。
(https://blog.naver.com/moesara/221497660795)

韓国

臼杵

5. 移動手段

• 「農家カフェ」での食事を撮影した投稿や、臼杵市でファームステイを体験している旅行者に
よる投稿が確認され、欧米豪地域からの旅行者に向けた訴求要素として農業・農産物系
のコンテンツがポテンシャルを有している可能性がうかがえる。

Positive Positive

Positive

Negative Neutral



63
海外旅行者の反応・津久見市
大分県ニーズ調査・報告書

大分で初めて食べた食事は浜茶屋のひゅう
が丼！マグロが有名な地域で食べられてい
た伝統食なんだけどすごく美味しかった！こう
いうのすごく好き！
(https://twitter.com/7irene/status/1072342185595625474)

韓国

浜茶屋のひゅうが丼

2. 食事

• 海鮮が海外にも観光資源として認知されていることが投稿から読み取れ、また実際に評価
されていることから、今後も観光資源として継続的にPRしていくことで集客が期待できる。

Positive



64
海外旅行者の反応・竹田市
大分県ニーズ調査・報告書

※旅行者による投稿が発見されなかったため投稿抜粋は割愛する

※旅行者による投稿が発見されなかったため投稿抜粋は割愛する



65
海外旅行者の反応・豊後高田市
大分県ニーズ調査・報告書

大分県の国東半島は大分空港の方の出っ
張っている地形だ。大分空港を利用したこと
はあっても別府と由布院を行って、国東半
島と豊後高田の方は初めてだ。我々にはあ
まり知られていないが、昨日泊まった旅館の
となりには九州で一番古い木造建物の富貴
寺があって、木仏がある槙尾堂、熊野磨崖
仏、両子寺など、仏教の遺跡地が多い。
(https://blog.naver.com/hjkblue6/221428673828)

韓国

熊野磨崖仏

1. 観光スポット

総距離550mの道はただ歩くと15分もかか
らないけど、街に並んだ昭和時代からそのま
ま営業しているかのようなお店たちが興味深
かった。私たちはただ歩いただけだけど、後で
知ったことだが昭和町展示館が無料だったの
で見てみたらよかったと思う。
(https://blog.naver.com/hjkblue6/221429537739)

韓国

昭和の町

• 市内に宿泊し、熊野磨崖仏や昭和の街並みを訪れた旅行者の投稿が抽出された

Positive Positive



セルフドライブで九州を回ることを決めた後、わざわ
ざ日本の三大や四大観光地があるかどうか探して
いた。 (→日本三大八幡の宇佐八幡宮を訪問す
ることにした）
今日は朝由布院から車で宇佐八幡宮まで来た。
JRで着たら宇佐駅でバスに来てもいいけど、バスの
本数は多くなかったので、先に時間を調べたほうが
いい。
(https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1557406664.A.249.h
tml)

台湾

車

5. 移動手段

66
海外旅行者の反応・宇佐市
大分県ニーズ調査・報告書

最後のには別府から空港まで行く道で、宇
佐神宮によってみた。行く道が高速道路1車
線で、少し眠かったw
宇佐神宮は、駐車場も広く、韓国語でも親
切に書かれていた。宇佐神宮の規模に比べ
て周辺商圏は死んでいた。でも宇佐神宮は
広くて、いい景色で、閑散としていた。大分
県では一度は来てみていいところ！
(https://blog.naver.com/cmj1120/221648648623)

韓国

宇佐神宮

宇佐神宮は日本八幡神社の総本宮で、規
模が大きい。
昭和の文化に興味があれば、神宮から15
分くらいでたどり着く昭和の街がおすすめ。こ
こは割と人が少ないけど町の雰囲気が結構
よくて、見学できる博物館もある。
(https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1551103491.A.AEA.h
tml)

台湾

宇佐神宮

初めて宇佐神宮を訪れた時の印象は、神秘的で
いかに自然に溶け込んでいるのかということだった。
小雨が降っていたが、この神社を探索したいという
私の熱意を弱めることはなかった。案内してくれた
僧侶が、手水舎の正しい使い方を見せてくれたの
で、より神聖な場所へ進む前に手と口を清める正
式な方法を知ることができて私は嬉しかった。今回
は1時間の滞在だったが、半日は歩き回ったり写
真を撮ったりして過ごすことができるだろう。
(http://japantravelmate.com/oita/usa-jingu-shrine-oita-travel-
guide)

オーストラリア

宇佐神宮

別府付近の観光地のアフリカンサファリに行っ
てきました！
(http://blog.naver.com/whdrhkd87/221468759222)

韓国

アフリカンサファリ

電車に乗って移動し、宇佐駅まできて、宇
佐神宮まではバスに乗って行った。100円を
払ってアヒルと鯉用の餌を買った。苔とドング
リ、自然の赤と緑の調和はなぜこんなに綺麗
なのか。いつこんな田舎に来れるかな。乗っ
てきたバスもすごく古かった。
(https://blog.naver.com/eternel8/221466130429)

韓国

自然

1. 観光スポット

• 宇佐神宮に関する投稿が多い
• 投稿の内容としては、神社そのものの歴史や風格だけでなく、周囲の森を含めた落ち着いた

雰囲気を評価している投稿がみられた

Positive Positive

Positive Positive

Neutral Negative



67
海外旅行者の反応・豊後大野市
大分県ニーズ調査・報告書

※旅行者による投稿が発見されなかったため投稿抜粋は割愛する

※旅行者による投稿が発見されなかったため投稿抜粋は割愛する



68
海外旅行者の反応・姫島村
大分県ニーズ調査・報告書

※旅行者による投稿が発見されなかったため投稿抜粋は割愛する

※旅行者による投稿が発見されなかったため投稿抜粋は割愛する



69
海外旅行者の反応・日出町
大分県ニーズ調査・報告書

今回ハーモニーランドを選んだのは正解でした。家
族全員で楽しく遊べました。全体の雰囲気すごくワ
クワクを感じて、気分最高でした。ずっとハローキ
ティと写真を撮って、最後にたくさんのお土産も買
いました。しかも子供も乗れるアトラクションが結構
あり、一部は遊べなかったけど、8割くらいは家族全
員参加できて、本当によかったです。
(https://lingmami.com/blog/post/harmonyland-jp)

台湾

ハーモニーランド

1. 観光スポット

• ハーモニーランドを訪れた台湾の家族連れによる投稿が抽出された

Positive



昼は道端のうどん屋に入ります。とんかつうど
んのセットは1200円（約72元）です。す
べての食材は地元産です。とても新鮮で柔
らかく、自然で安全です。
(https://www.weibo.com/1288814951/HxkyE3rWl?type=com
ment#_rnd1574418234324)

中国

とんかつ（九重）

2. 食事

70
海外旅行者の反応・九重町
大分県ニーズ調査・報告書

一年前ほどに行ってきた日本九州の九重”
夢”大吊橋です。名前がなぜ九重”夢”大吊
橋なのか探してみたら渓谷にはしをおいたら
死んでいた地域社会に観光客が来るのが夢
のようだと覆って九重”夢”大吊橋という名前
をつけたという説がありました。歩行者専用の
橋では一番大きい橋だそうで、左右では素
敵な渓谷と山が見えます。
(https://www.clien.net/service/board/park/13436112)

韓国

九重 “夢” 大吊橋

九州では一年に二、三回ぐらい九重の霧が
阿蘇の谷に流れることがありますが、一回の
出会いで一回しかシャッターを押すチャンスは
ないかもしれません。
(https://www.weibo.com/5678763594/Ib1cg1EHh?type=com
ment)

中国

九重

阿蘇から出たら、湯布院に向かう予定だっ
たけど、途中九重”夢”大吊橋を通るので、
見ていこうと決めた。車で約一時間。
(略）
車で来るのは本当に便利。駐車場がすごく
広くて、200台以上の車がとめられる。
(https://lingmami.com/blog/post/yumeooturihashi)

台湾

九重 “夢” 大吊橋

1. 観光スポット

宿泊する温泉ホテル：界阿蘇
ここは世界ジオパークに認定された阿蘇九重国立公
園内、瀬の本温泉区の温泉旅館で、海抜1000メー
トル、森林に囲まれた8000坪の土地に、わずか12
棟の建物が点在しています。すべての客室でミネラル
たっぷりの天然温泉が楽しめます。また精巧でユニーク
な懐石料理があります。美味しいものを食べて、快適
に過ごし、ゆっくり温泉に入る。こんな特別なところに
来たことがありますか？
(https://www.weibo.com/3880396242/I9PWicAIg?type=comm
ent#_rnd1574407455671)

中国

九重「界 阿蘇」

3. 宿泊施設

• 九重 “夢” 大吊橋を訪れた旅行者による投稿がいくつか抽出された

• 星野リゾート・界阿蘇を紹介した投稿や、九重の霧を写した写真に関する話題もみられ、
豊富な自然観光資源が高く評価されている様子が読み取れる

Positive Positive

Positive

Positive Positive



71
海外旅行者の反応・玖珠町
大分県ニーズ調査・報告書

駅に戻った後にバスで森藩城下町に行って昼ご
飯を食べられるところを探した。運よく、googleで
評価が高そうなレストラン・カネジュウ館を見つけた。
メニューに値段が書いてなかったので、定食の値段
を聞いたら、「500円、ワインコイン」と言われた。こ
れは多分日本20回以上来ている中で、一番コス
パがいいご飯だっと思う。
(https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1561827018.A.841.h
tml)

台湾

豊後森・カネジュウ館

2. 食事

• 森藩城下町を訪れた旅行者による、カネジュウ館での食事風景の投稿が抽出された。

Positive



72
海外旅行者の反応・その他
大分県ニーズ調査・報告書

「日田」を選んだのは、実は「ゆふいんの森」
を体験したいからです。でも、このように博多
から由布院まで片道2.5時間は無理です。
一晩で博多に帰るのは無理ですから、経由
駅の「日田」を選んだのです。この九州小京
都は意外にも多くの驚きをくれました。
(https://www.libaclub.com/t_13_10354260_3.htm#58012841
1)

中国

ゆふいんの森

列車の旅をアップグレードして特急ゆふいん
の森に乗ってみては？眺めの良い電車は追
加費用が掛かるが、列車の旅のレベルを上
げてくれ、車窓からは景色を楽しみ、快適な
席に座れるので、私は強くおすすめする。
座ってリラックスし、目的地に着くまでに大分
県の素晴らしい田舎の風景を楽しむことがで
きる。列車での駅弁を食べる経験も素晴ら
しいものである。
(https://traveldave.co.uk/oita-prefecture-japan/)

イギリス

ゆふいんの森

試合があるので大分へ移動。電車は、広島
から長崎で乗った電車のように、古くからの日
本の秋の象徴である彼岸花に囲まれた田ん
ぼなど美しい田舎を通過した。
（長崎から大分への移動）
(https://www.fodors.com/community/asia/notes-on-kyushu-
trip-rugby-in-oita-ohara-miho-museum-and-typhoon-hagibis-
1672776/#16999527)

イギリス

鉄道

由布院の森に乗って由布院に行ってきました。
先頭車が一番展望がいいそうだったけそいっ
ぱいで一番後ろにしました。団体観光客が
多かったです。韓国人ではなかった。日本人
も観光列車で多く乗るんですね。
(https://ejin414.blog.me/221408477940)

韓国

ゆふいんの森

5. 移動手段

• 「ゆふいんの森」を利用している旅行者による投稿が複数件抽出された

• 同列車が旅行の動機となって大分（日田）を訪れている旅行者の事例もあり、単なる移
動手段に留まらない観光資源として認知されている様子がうかがえる

Neutral Positive

Positive Positive



5. インフルエンサー分析
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74
日本・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

• 各国でどんな人物がインフルエンサーとして大分に関する情報を発信しているかを明らかにするため、今回の調査に使用したSNS分析ツール
（Salesforce社 “Social Studio”）のスコアリングを基に、四半期ごとのTwitter・インフルエンサー（Twitter）上位10名を各国で抽出した（中
国除く）※新たに2019/10/21〜10/31の期間の投稿データを分析対象に追加した19年8月〜10月以外は中間報告済みの内容と同一

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月



75
イギリス・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月



76
アメリカ・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月



77
カナダ・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月



78
オーストラリア・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月



79
ニュージーランド・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月

• ※ニュージーランドではRWC2019開催期間外の大分に関する投稿が少なく、大分に関する話題を投稿した人物が10人に満たなかった期間がある。
対象となる期間では、抽出された投稿者全員をインフルエンサーとして取り扱って掲載している



80
シンガポール・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月
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マレーシア・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月
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韓国・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月
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台湾・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

• ※Twitterユーザーが10人に満たなかった場合は、抽出された投稿者全員をインフルエンサーとして取り扱って掲載している

• ※台湾では掲示板などTwitter以外のメディアも主要な情報交換の場として活用されており、下記に掲載した以外にもインフルエンサーとなる人物によ
る投稿がされている場合がある

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月
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香港・Twitterインフルエンサー
大分県ニーズ調査・報告書

• ※Twitterユーザーが10人に満たなかった場合は、抽出された投稿者全員をインフルエンサーとして取り扱って掲載している

• ※香港では掲示板などTwitter以外のメディアも主要な情報交換の場として活用されており、下記に掲載した以外にもインフルエンサーとなる人物によ
る投稿がされている場合がある

18年11月〜19年1月 19年2月〜19年4月 19年5月〜19年7月 19年8月〜19年10月



6. トラベルジャーニー分析
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ラグビーワールドカップ決勝トーナメントの観戦のために大分を訪問。別府と大分（スタジアム）の間を周遊している。

86
トラベルジャーニー（1/8）
大分県ニーズ調査・報告書

• 第3章「大分県に関する投稿内容の分析」に使用する投稿データの読み込み過程で発見された旅行者の中から、大分県内の複数箇所を周遊してい
る旅行者を抽出してアカウントの投稿内容を追跡し、訪問している場所・各地での投稿内容を分析する。

• 旅行者に関しては分析が可能な範囲でプロフィールや同行者、今回の旅行の背景などを取りまとめる。

Salburt
• オーストラリア在住
• 夫婦で大分を周遊
（ https://www.instagram.com/salburt/ ）

横浜に移動し、引き続き決勝トーナメントを
観戦。その後、森美術館に立ち寄るなど都
内を周遊している様子も投稿されている。

大分県訪問中の周遊 大分県訪問後の周遊

別府-大分-別府-横浜-東京
（旅行関連投稿があった期間：2019/10/18〜2019/10/28）

ゴー!! 🇫🇷 🏉 🇫🇷

（ウェールズ v フランス戦 観
戦）

別府駅 大分スタジアム

RWC準々決勝ウィークの開始！
ワラビーズいけー！

大分スタジアム

全ての良識のあるラグビーサポー
ターがそうであるように、私たちは次
の試合を楽しみにしているし、仲間
のフランスと日本を応援している。
そして他の全てが敗れてしまったと
きは、来週末にイングランドを負か
すチームを応援する！ハイネケンを
個別のカップに入れて販売する奇
妙なことはあったけれど、悲しくも大
分スタジアムでの楽しい日だった。
ビバ フランス！行け日本！

大分スタジアム

そして始まった！

#rwc2019 #oita #wallabies

（イングランド v オーストラリア戦
観戦）

別府市内

別府のダウンタウンで、遠い国々の
仲間と一緒に日本を応援する。ブ
レイブ・ブロッサムズ（訳注：ラグ
ビー日本代表チームの愛称）の
多大な努力！

（日本 v 南アフリカ戦 観戦）



大分周遊後は福岡県に移動し、柳川や天
神などを観光。その後飛行機で東京に戻っ
ている。
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トラベルジャーニー（2/8）
大分県ニーズ調査・報告書

Teresa Evans-Turner
• ニュージーランド在住の女性
• 世界各地の旅行に関する投稿が多数
（https://www.instagram.com/tezza3_wanaka/）

日本到着後、新幹線で関西地方へ移動。
彦根城や伏見稲荷大社などを周遊している。

大分県訪問前の周遊

ラグビーワールドカップのニュージーランド対カナダ戦（10/2）を観戦。その後別府、日田など
を周遊している様子が投稿されている。

大分県訪問中の周遊 大分県訪問後の周遊

東京？-彦根-京都-大分-福岡-東京
（旅行関連投稿があった期間：2019/10/2〜2019/10/6）

日本ラグビーワールドカップ

オールブラックス vs カナダ🖤❤️

大分スタジアム

実に素晴らしい夜と雰囲気

#japan #rugbyworldcup
#allblacks
#canadavsallblacks
#oitastadium #rugby

大分はロトルアの姉妹都市❤️

変なにおいはしない、素晴らしい温
泉！！

#japan #umijigoki #beppu
#hotsprings #footbath

サッポロビール工場ツアー❤️

#saporro #beer #beerfactory
#saporrobeer #japan

大分スタジアム 別府海地獄 サッポロビール日田工場
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トラベルジャーニー（3/8）
大分県ニーズ調査・報告書

Stephen
• アメリカ在住・男性
• 今回の訪日旅行ではJRパスを使用して各地を移動
• 今回のラグビーワールドカップではワラビーズを応援
（ https://www.instagram.com/_if.the.shoe.fitz_/ ）

東京（横浜）-大阪（名古屋・奈良・広島）-大分-熊本-静岡-東京-大阪-大分
（旅行関連投稿があった期間：2019/9/21〜2019/10/20）

東京・名古屋・大阪・広島などを周遊。横
浜スタジアムではNZ対南アフリカ戦を観戦。

大分県外の周遊①

大分スタジアムでオーストラリア対ウルグ
アイ戦（10/5）を観戦。

大分県訪問中の周遊①

やっとワラビーズの試合を生で見られる、
頑張れ。

大分スタジアム

大分スタジアムでオーストラリア対イングラ
ンド戦（10/19）を観戦。

大分県訪問中の周遊②

イングランドに敗北した痛みを癒すよう
な全国放送のTV番組はない。これは
しばらく凹む😔

#smilelikeyouwonthegame

大分スタジアム

熊本に移動し観光。その後九州を離れ、静
岡・エコパスタジアムでオーストラリア対ジョー
ジア戦を観戦。さらに東京・大阪を周遊。

大分県外の周遊②



別府に滞在。プール戦のウェールズ対フィジー戦
（10/9）を観戦。
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トラベルジャーニー（4/8）
大分県ニーズ調査・報告書

Mark Owen
• イギリス（ウェールズ）在住・男性
（https://www.instagram.com/marks_owen/）

東京-大分-熊本-長崎-福岡-大分-東京
（旅行関連投稿があった期間：2019/10/5〜2019/10/23）

大分県訪問中の周遊①

夜の別府

#japan #lantern

別府

大分に戻り、決勝トーナメントの2試合を観戦。今回
も別府に滞在。その後遅くとも23日には東京に戻
り、イギリスに向けて帰国している。

大分県訪問中の周遊②

博多駅を経由して新幹線で熊本に移動し、
熊本でウェールズ対ウルグアイ戦を観戦。そ
の後熊本・長崎・福岡など九州各地を周
遊。

大分県外の周遊②

新宿・渋谷を中心に、東京
都内を周遊。新宿の
RWC2019メガストアにも
訪問している。

大分県外の周遊①

昔のウェールズの試合の日と
同じような-列車は満員でし
たが-もっと豪華😝

ひとり旅だけど素晴らしい人
に会える。それこそがラグビー
を特別なものにしてくれる！

別府-温かい人々、見事な
絶景、そして素晴らしい食
事-とり天👌😋

特急ソニック号

とり天・だご汁大分スタジアム

準々決勝の1試合目はとても良
い試合だった。途中でオーストラリ
アのレジェンドに会った。ウェールズ
対フランス戦も期待できる。

薬の効果が出てきたよう
だ.... 別府ファンゾーン👌🏼

アルゼンチン、フランス人、イギリス
人、日本人、ニュージーランド
人、ウェールズ人との最高の準々
決勝。少なくとも私は楽しめた！

何という結果だ！ギリギリで
勝利した。素晴らしいゲーム
そのものだった！

大分スタジアム別府ファンゾーン

大分スタジアム大分スタジアム



大分に移動し、19日のイングランド対オーストラリア戦を観戦。ファンゾーンなどにも訪問し、翌
日はヌタマック氏と共に臼杵を周遊し、磨崖仏や城下町の散策を楽しむ。

純粋に素晴らしい今日の臼杵でのエ
ミール・ヌタマックとのランチ。
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トラベルジャーニー（5/8）
大分県ニーズ調査・報告書

Andy Gomarsall
• イギリス（イングランド）在住・45歳男性
• ラグビー元イングランド代表選手
• 現在は引退し、Network 2 supliesという企業の取締役を務める
（https://www.instagram.com/andy_gomarsall/）

ラグビー元フランス代表のエミール・ヌタマック
氏らと東京・横浜を周遊している。

大分県訪問前の周遊

21日には神戸に移動し、その後大阪を周
遊。大阪では東海大仰星高校ラグビー部の
生徒と交流。その後は新幹線で東京に戻っ
て帰国している。

大分県訪問中の周遊 大分県訪問後の周遊

東京・横浜-大分-神戸-大阪-東京
（旅行関連投稿があった期間：2019/10/16〜2019/10/25）

ラグビーイングランド代表を応援するのはとても緊張したが、それだけの価値
があった！素晴らしいパフォーマンスと改善の余地がある！イングランドのファ
ンの声援は素晴らしかった！

次はキウィとハカだ！待ちきれない。チームみんなよくやった。次へ！

大分のファンゾーンはフランス
対ウェールズのビッグゲームの
準備ができている！どっちが
勝つと思う？

大分の絶景と美し
さ、臼杵磨崖仏、4
群で61体もある！
国宝に指定されてい
る！

これまで日本で食べ
たものの中で一番最
高だけど、全部おい
しいから選ぶのが難
しい！大分県臼杵
市の農家カフェ！

大分スタジアム

大分ファンゾーン 臼杵城下町臼杵磨崖仏 農民カフェ
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トラベルジャーニー（6/8）
大分県ニーズ調査・報告書

No
Images

노부코
• 韓国、男性、20代
• 日常のこと、旅行、登山、ドラマの話などを投稿している
• 父の還暦祝いで、両親と叔母と一緒に旅行(パッケージ旅行)
（ https://blog.naver.com/frankoj/221410794698 ）

福岡空港到着後、熊本に移動し、黒川温
泉、くじゅう花園を観光後、くじゅう花園のコ
テージで宿泊

大分県訪問前の周遊

由布院で観光、杵築城下町、別府地獄めぐりなどを観光し、由布院で宿泊をしている 由布院で宿泊後、福岡に移動し、ももち海
浜(写真なし)、太宰府、キャナルシティを観
光後帰国

大分県訪問中の周遊 大分県訪問後の周遊

熊本ー由布ー杵築ー別府ー由布ー福岡
（ 2018/10/22〜2018/10/24 ）

由布院は全体的は閑散としていたが金鱗湖の方は人が多かった。写真スポットがあったけど、ガ
イドさんが反対側がよりいいと言っていて、私たちは通り過ぎた。投稿している今は冬だけど、あの
時は秋真っ最中だったね。

城下町の展望台に到着した。城下町の観光は展望台によった後、家たちを見廻るのが普通だ。

コロッケやさん、アイスやさんなど、慶州、清州のような由布院。歩きやすい道に沿って、おやつを
売っている露店が多い。食べる楽しさも由布院では大きい楽しさだ。

とり天は胸肉をあげたようだけど美味しかった。お腹が痛くていっぱいは食べられなかったけど、野
菜も多くってパサパサしない胸肉だったのでずっと思い出す味だった。

丘の上の侍町の家たちはみんな立派だった。城下町の南と北は階段でつながっている。二つの
地点の間である丘の下には商人たちが住んでいた町だそう。昔でも商店の接近性がいい。

写真のお店はモナカのお店だけど、小豆マニアのお父さんが自ら買い物をしたお店だ。モナカと
羊羹があったけど、韓国に帰ってから食べて、特別な味ではないと言っていた。

金鱗湖

湯の坪街道

杵築城下町

かまど地獄。地獄が観光地だなんて。

入場料が結構高かった。旅行の当時にはガイドさん任せで気づかなかったところ。足湯はすごく
熱い。足がひりひりするほど熱い

ビー玉が入っているサイダーをゲットした。観光地だから高く売っているのかと思ったら150円くら
いだった。卵も高いと思ったけど、5つで300円だった。美味しかった。

わざわざ行かなくてもいいところ。パッケージのコースだから言ったけど、由布院の近くに来たとして
必ず行く必要はないと思う。

かまど地獄

地獄めぐり

https://blog.naver.com/frankoj/221410794698
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トラベルジャーニー（7/8）
大分県ニーズ調査・報告書

No
Images

홍자경
• 韓国、女性、20~30代
• 日常、グルメ、国内旅行、海外旅行のことを投稿している。
• 家族旅行。妹と両親
（https://blog.naver.com/hjkblue6/221427010824）

大分県内のみの旅行者。大分空港INーOUT。国東ー豊後高田ー宇佐ー由布ー臼杵ー佐伯ー大分ー別府を旅行。

大分県訪問中の周遊

国東ー豊後高田ー宇佐ー由布ー臼杵ー佐伯ー大分ー別府
（2018/12/22~2018/12/25）

空港近くのスーパーで温泉しながら飲む牛乳とヨーグルト、ビール、ほろよいと水、フルーツなどを購入した。

私たちはモナカとどら焼きなどを食べていこうと思って、お店の中に一つだけあったテーブルに座った。外には雨
が少し降っていて、あったかいコーヒ科お茶が欲しかったが、腰が曲がったお婆さんが抹茶を持ってきてくれた。
わーありがとうございます。お茶と本当によく会いました。後から知ったけど、このお店はできて50年以上で、お
婆さんと娘さんが二人で営んでいたお店だった。田舎の暖かさを感じられたところだった。

大分空港からレンタカーで1時間かからないところで、妹と行ったことがないところを旅行しようとして来たと
ころが国東半島。初日の宿はじゃらんネットと楽天トラベル(両方とも日本のサイト。韓国のサイトは日本
のサイトより旅館リストがない)でも評価が高い良庵服のとうにした

両子寺だと勘違いして行った真木大堂。国東半島にあるお寺たちは全部入場料が300円だ。本堂の中に
は木仏が祀られているけど、仏教文化に対して興味がない人ならパスしてもいいかも

真木大堂よりずっと印象深くてよかったところは次に行った熊野磨崖仏だった。そして磨崖仏まで行く道が鬼
が一晩で作ったという伝説があるところで、興味がわいた

総距離550mの道はただ歩くと15分もかからないけど、まちに並んだ昭和時代からそのまま営業しているか
のようなお店たちが興味深かった。私たちはただ歩いただけだけど、後でしると昭和町展示館が無料だったの
で見てみたらよかったと思う。

一周していたら、昭和ロマン蔵というところに到達する。昭和の夢町３丁目間と駄菓子屋の夢博物館2館
の共通券が640円？くらいかかるけど、展示館は小さいのに比べて価格が高く感じた。有料観覧しないで外
の車が展示された空間と教室、お店たち、昭和の町展示館などをみたら十分な気がする。

石仏を保護するために屋根を作っていた。優しい微笑みのお釈迦様。1000年前に作られた石仏を見ていると、
やっぱ石で作ったものが長く残る思った。臼杵石仏から見下ろした町は、静かで平和な冬の農村だった

日本の神宮たちはみんな新しい建物のように綺麗でよく保存されている。本宮まで行くのに結構歩くけど、
宇佐神宮は郡と高田を旅行するなら一緒に見てもいいと思う。

室内にはあったかい湯があり、外には天然炭酸温泉があるけど、炭酸温泉は温度が少し低くて湯布には緩く
感じるかも。お湯の中で優しくついてくる炭酸の気泡のおかげで肌がスベスベになった。水の色は薄い茶色
だった。空気も良くて、お湯もいい。お湯は再度使う循環式ではなく、掛け流しの温泉なので、お湯も本当に
綺麗でよかった。

市たちが泊まった部屋は空ルームだったけど、この宿の最悪の部屋だった。なぜなら、真ん中何挟まれた部屋だけ
ど、下の階で両サイドのへやと上の部屋の騒音と振動にそのまま露出されていた。騒音の弱い理由は、隣の部屋
と壁で分かれているのではなくて、薄い扉で仕切られているから、話し声も全部聞こえるし、子供たちが走る音、
叫ぶ音までそのまま伝わってきて、眠れなかった。

国東

真木大堂

熊野磨崖仏

豊後高田 昭和の町

昭和ロマン蔵

宇佐神宮

由布院 七福温泉

湯布院星の里

軽く臼杵石仏を見て戻る道には、伝統生姜煎餅を作る工場があった。休日だったので工場は休みで、お店だけ
会いていた。煎餅は甘すぎた。もう少し甘さ控えめだったら生姜味とよく合うと思った。お父さんはお土産用でいく
つか買った。

開けた眺めで気持ちよかった。入場料はない。臼杵城跡は小さくてすぐ見終わることができる。

本当にお腹いっぱいに食べた。こんなにいっぱい食べて10890円くらいだった。綺麗な社長は親切に応対してくれ
た。私たちが韓国人だとわかって、’ありがとう’も韓国語で言ってくれた。壁には有名人のサインもあった。社長の方
が芸能人のようだった。すごく綺麗な人だった。

数人で旅行するならOPAMの前で集合写真を撮っても良い思い出になりそう。建物自体が大きい芸術品であ
るOPAM。中小都市にこんなに素敵な共用空間が日常の中にいるのが羨ましかった。

臼杵城から降りてきて、臼杵市ないの歴史通りを歩いてみる。センスのいいカフェ、レストランもあっちこっちにある。

ついに醤油ソフトクリーム食べられる！入って人数分頼んだ。爪楊枝で味見ができる味噌もすごく濃かった。ソフ
トクリームは少ししょっぱい醤油の香りがする滑らかで濃い牛乳味が感じられるソフトクリームだった。美味しかった

路地の風景がいい風情だった。飾らなくても、騒がしくなくて静かにその中で生きている人たち。歩いてみたら石壁
のようなところも歩いたけど、いい感じだった。歩くのに良い雰囲気の臼杵。なのにこんなに歩く人がいないなんて。

インテリアは少し古いけど、温泉のお湯はよく、料理は美味しくて、何より親切で、宿泊客一人一人を配慮してく
れているという感じを受けた旅館だった。

臼杵磨崖仏

亀八寿司

臼杵城

大分県立美術館

臼杵富士屋
甚兵衛

龍禅寺

別府 癒しの郷

https://blog.naver.com/hjkblue6/221427010824
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No
Images

SHADOWS2011
• 韓国、女性、60代
• 国内、日本、中国、オランダ、カンボジアなど多くの国を旅行。
• 友達と旅行
（https://blog.naver.com/shadows2011/221390115707）

北九州市の皿倉山に行って、小倉市の
APAホテルで宿泊している。小倉城を観光
している。

大分県訪問前の周遊

別府市で地獄めぐりをし、海浜砂浜を利用。由布院の観光後由布院で宿泊。日田豆田町
で薫長酒館などを観光している

太宰府天満宮を訪問

大分県訪問中の周遊 大分県訪問後の周遊

北九州ー小倉ー別府ー由布ー日田豆田町ー福岡
（2018/10.21~2018/10/23）

砂湯の中らら頭を上げると海が見えると思ったけど、そうではなかった。砂は重かったけど暖
かった。あまり進めたくはなかったけど、義母さんは膝の痛みがなくなったと喜んでいた。

少し曇りの日だったのに金鱗湖は雰囲気のある写真が撮れるね。去年きたときには夏だったけ
ど、今は秋なので葉っぱの色が違うだめ。曇りでくらいけど、逆に湖の雰囲気がよく乗った写真を
撮ることができた。

動画を撮っていたらかまど地獄の写真がなかったですね。去年も行ったところで、意味を置い
てない観光を繰り返すと感動が薄れるかもしれません。

かまど地獄温泉を見た後、金鱗湖がある由布院に移動する道。後に由布院の町を歩いて
たら由布岳の山頂が見えてた。由布岳は、駆け上りたくなる気持ちにさせる美しい山だった。

いろんな見物もの、おやつ、記念品がある金鱗湖の近くの商店街。日本らしいというより、少
しの見るものやおやつで旅行の思い出を作るところだ。

旅館のスタッフ達は、日本語をわからないと言っていても、何かを熱心に説明していた。私たち
はスマートフォンの翻訳で理解してみようとしたけど、料理研究家でもないので、食べ物の写真
を残すのに精一杯だった。日本料理はある程度口に合うし、デコレーションも良くて好きだ。

すごく簡単に見えて、量が少なそうなご飯にうなぎが載っている。特別ではない感じだったけど、
全部食べた後は満足感が大きかった。

1826年に建築された酒造蔵だという説明があった。その隣に小さな神社があるのも面白かっ
た。

別府海浜砂湯

地獄めぐり

湯布院民芸村

御宿 一禅

金鱗湖

由布岳

黒田屋

薫長酒館

https://blog.naver.com/shadows2011/221390115707
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▪ 調査結果のまとめ

• RWC2019開催期間中のSNS上での大分県に関する話題量は欧米豪地域でその他の時期と比べて大きく増加しており、各国における
大分県の認知度がRWC2019開催を機に高まったことが読み取れる（→p.5）

• RWC2019期間中の欧米豪における大分県に関する旅行者の話題量の伸び率は他地域と比較しても突出して高く、この点からも
RWC2019が欧米豪における大分県に関する認知度の向上に寄与したことが読み取れる（→p.18）

• 観光地別では「由布」「別府」の投稿件数がやはり多く、実際の投稿を読み込んでも旅行者による投稿が抽出できたのはその2地域が突出し
て多かった。観光地としては金鱗湖や海地獄の風景を撮影した投稿が多く抽出されたことから、大分県の持つ水の自然風景はコンテンツとして
有力に活用できる可能性がある（→p.5,28-46）

• 一方で、臼杵や杵築の城下町、宇佐神宮、日田・豆田町などその他の地域を訪れている旅行者も一定数存在し、いずれも高い評価を得て
いることから、別府や由布以外にも観光地として誘客の余地がある地域はまだまだあると考えられる（→p.47-62）

• 外国語で抽出・分析した投稿の中でも宿泊に関する投稿は、由布の温泉旅館に関する投稿の件数が圧倒的に多かった。旅館という日本独
自の形態の宿泊施設に滞在する物珍しさや、室内の雰囲気や温泉、料理の美しさが写真に映えることがSNSへの投稿を誘発していることなど
が件数の増加につながったと考えられる（→p.32-34）

• 日本国内の話題では「かぼす」という単語が飲食やお土産に関する投稿に含まれている件数として上位に出現しており、大分県の名産品とし
てかぼすが全国的に認知されている様子がうかがえる（→p.22,24）

• 外国語で抽出した投稿で飲食に関する話題はスイーツ・軽食に関する投稿が多く、「ミルヒのケーゼクーヘン」や「金賞コロッケ」などは味もさるこ
とながら、歩きながら食べられて気軽に写真を撮って投稿しやすいことが話題の多さにつながっていることが考えられる（→p.35-38）

▪ 今後のToDo

• 欧米豪地域ではRWC2019開催を通して大分県の認知度が高まっていることから、現在大分県の観光をPRする格好のタイミングとなっ
ている。認知度が大きく下がらない今のうちに積極的な情報発信をすることで、今後の欧米豪地域からの訪日旅行の周遊コースに大分県を組
み込んでもらえる可能性が高まることが期待される。

• 温泉旅館やスイーツなど「写真映えする」コンテンツはSNS上での話題量も多くなることから、今後のSNS等を活用したデジタルマーケティング実
施のためには、こうしたビジュアルに関する視点を踏まえたコンテンツの開発も重要なポイントとなる。
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来訪者の生の声から来訪満足度を上げるポイントを推測し観光戦略の振り返りを行う。

各地域別にSNS上から読み取れる
来訪者の生の気づきや情報

観光戦略を振り返る上で
必要な要素

①狙うべきターゲット

②誘客につながるメインコンテ
ンツ

③誘客につながるメインコンテ
ンツの訴求コンセプト

④メインコンテンツ（点）を
エリア（面）にする要素

★
本
調
査
か
ら
読
み
取
れ
る
ポ
イ
ン
ト

①観光資源別のニーズ分析
（話題量、評価内容、タイプごとの属性、旅行
行動傾向、体験ジャンルなど）

②メインコンテンツを磨き上げるポイント
（ターゲットごとのポジティブ・ネガティブ評価）

③各地域ごとに磨き上げ（共有・協創）

④メインコンテンツをエリア化するため商品
造成・プロモーション

ゴール

地
域
資
源
と

マ
ッ
チ
ン
グ
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拡散に効果的と思われる

コンテンツに関する要素

を仕掛ける。

拡散にインパクトを与え

ると思われる要素を効果

的に情報発信する

ソーシャルリスニングで

発信したコンテンツの話

題量を情報発信の前後で

測定する。

複数の情報発信の効果測定を

比較することで、どの要素を

盛り込むことがより効果的か

分析し、知見を積み上げ、次

の改善に繋げる

P

D

C

A

① 観光資源の洗い出し調査
② ターゲットの絞り込み
③ カスタマーニーズの吸い上げ
④ 競合との差別化
⑤ 観光戦略の見直し
など

① 影響力のあるメディアの活用
② インフルエンサーによる発信
③ 地域ならではの発信
④ ターゲットを絞って発信
⑤ 誘客キャンペーン
など

① 話題量調査
② ポジネガ論調調査
③ 話題内容調査
④ よく投稿される画像や動

画分析
⑤ ターゲット別の分析
など

① 発信内容の適格性（画像、タイト
ル、文章、発信回数、発信時期等）
の検討と改善

② 発信方法の適格性（インフルエン
サー、メディア）の検討と改善

など

特に「D」の部分をより大きく効果的に発信していくことが、「大分県の魅力」を高め誘客・観光満足度の機会を生み出す

■SNS調査から読み取れる効果的な情報発信を生み出すためのPDCAサイクル
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食の多様化
スローフード×ベジタリアン

（ビーガンなど）、ハラル・・・

訪日旅行の期待は
日本(地域）の独自性

生活・文化の多様性
ダイバーシティ、SDGｓ・・・

外国人の変化

文化レベルの成熟
→地域を自ら知る

地域の愛着・誇りの向上

エリア戦略≧
個社戦略

日本人の変化

デジタル領域での専門人材育成 それを支えるテクノロジーの活用

必要な基盤

認知 訪問 感動 SNS 波及 確認 認識 開発 PR

旅行者 地域

■来訪者のカスタマージャー二ーと外的影響

生活の変化

個人の
価値観の
多様化

デジタル
メディア
の活用
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来
訪
満
足
度
向
上
の
た
め
の

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

P

D

D

D

C・
A

「ターゲット」「メインコンテンツ」を戦略的に決める

地域発の「新しい価値創造（商品開発）」を行う

来訪満足度を上げる「受入環境」を整備する

地域と消費者を「マッチング(プロモーション)」する

訪れた地域で「検証」を行い、次回への「改善点」を得る

デジタルマーケティング領域での「人づくり、組織づくり」基盤

大分県が来訪満足度NO.1であり続けるために
デジタル領域においても地域と共にPDCAを回す必要がある

今後、デジタルマーケティング領域で観光で地域経済を活性化させる要素



（別紙）各種調査条件
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地名（自治体名）
日本語 英語 韓国語 簡体字中国語 繁体字中国語

コア AND コア AND コア AND コア AND コア AND

大分
大分県, 大分市, 大
分 AND 九州

旅行, 旅, 観光 Oita
오이타, 오이타현, 오오이타, 오오이타현, 오이타시, 
오오이타시

大分县, 大分市 , 
大分 AND 九州

大分縣, 大分市, 大
分 AND九州

別府
別府 AND 九州, 
別府 AND 大分

旅行, 旅, 観光 Beppu 벳부, 벳푸, 벳부시, 벳푸시 別府 別府

中津
中津 AND 九州, 
中津 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Nakatsu AND 
Oita, Nakatsu
AND Kyushu

나카쓰 AND 오이타, 나카츠 AND 오이타, 나카쯔 AND 
오이타, 나카쓰 AND 오이타현, 나카츠 AND 오이타현, 
나카쯔 AND 오이타현, 나카쓰 AND 큐슈, 나카츠 AND 큐슈, 
나카쯔 AND 큐슈, 나카쓰 AND 규슈, 나카츠 AND 규슈, 
나카쯔 AND 규슈, 나카쓰시 AND 오이타, 나카츠시 AND 
오이타, 나카쯔시 AND 오이타, 나카쓰시 AND 큐슈, 
나카츠시 AND 큐슈, 나카쯔시 AND 큐슈, 나카쓰시 AND 
규슈, 나카츠시 AND 규슈, 나카쯔시 AND 규슈

中津 AND 九州, 
中津 AND 大分

中津市, 中津 AND 
九州,中津 AND 大
分

日田
日田 AND 九州, 
日田 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Hita AND Oita, 
Hita AND Kyushu

히타 AND 오이타, 히타시 AND 오이타, 히타 AND 오이타현, 
히타시 AND 오이타현, 히타 AND 큐슈, 히타시 AND 큐슈, 
히타 AND 규슈, 히타시 AND 규슈

日田市, 日田 AND 
九州,日田 AND 大
分

日田市, 日田 AND 
九州,日田 AND 大
分

由布

由布 AND 九州, 
由布 AND 大分, 
由布院 AND 九州, 
由布院 AND 大分, 
湯布院 AND 九州, 
湯布院 AND 大分

旅行, 旅, 観光 Yufu, Yufuin
유후 AND 오이타, 유후 AND 큐슈, 유후 AND 규슈, 유후시, 
유후인

汤布院, 由布院, 由
布

由布院, 湯布院, 由
布

国東
国東 AND 九州, 
国東 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Kunisaki AND 
Oita, Kunisaki 
AND Kyushu

쿠니사키 AND 오이타 , 구니사키 AND 오이타, 쿠니사키시
AND 오이타, 구니사키시 AND 오이타, 쿠니사키 AND 
오이타현, 구니사키 AND 오이타현, 쿠니사키시 AND 
오이타현, 구니사키시 AND 오이타현, 쿠니사키 AND 큐슈, 
구니사키 AND 큐슈, 쿠니사키시 AND 큐슈, 구니사키시
AND 큐슈, 쿠니사키 AND 규슈, 구니사키 AND 규슈, 
쿠니사키시 AND 규슈, 구니사키시 AND 규슈

国东市, 国东 AND 
九州, 国东 AND 
大分

國東市, 國東 AND 
九州,國東 AND 大
分

杵築
杵築 AND 九州, 
杵築 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Kitsuki AND Oita, 
Kitsuki AND 
Kyushu

키츠키, 키쓰키, 기쓰키, 기츠키, 키츠키시, 키쓰키시, 
기쓰키시, 기츠키시

杵筑 杵築

佐伯
佐伯 AND 九州, 
佐伯 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Saiki AND Oita, 
Saiki AND 
Kyushu

사이키 AND 오이타, 사이키 AND 오이타현, 사이키 AND 
큐슈, 사이키 AND 규슈, 사이키시

佐伯市, 佐伯 AND
九州,  佐伯 AND 
大分

佐伯市, 佐伯 AND 
九州, 佐伯 AND 
大分

臼杵
臼杵 AND 九州, 
臼杵 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Usuki AND Oita, 
Usuki AND 
Kyushu

우스키 AND 오이타, 우스키 AND 오이타현, 우스키 AND 
큐슈, 우스키 AND 규슈, 우스키시

臼杵市, 臼杵 AND
九州, 臼杵 AND 
大分

臼杵

津久見
津久見 AND 九州, 
津久見 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Tsukumi AND 
Oita, Tsukumi 
AND Kyushu

츠쿠미 AND 오이타, 쓰쿠미 AND 오이타, 츠쿠미 AND 
오이타현, 쓰쿠미 AND 오이타현, 츠쿠미 AND 큐슈, 쓰쿠미
AND 큐슈, 츠쿠미 AND 규슈, 쓰쿠미 AND 규슈, 츠쿠미시, 
쓰쿠미시

津久见 津久見



102
（別紙1）各言語・地域別キーワード（1/2）
大分県ニーズ調査・報告書

地名（自治体名）
日本語 英語 韓国語 簡体字中国語 繁体字中国語

コア AND コア AND コア AND コア AND コア AND

竹田
竹田 AND 九州, 
竹田 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Taketa AND Oita, 
Taketa AND 
Kyushu

다케타 AND 오이타, 타케타 AND 오이타, 다케타 AND 
오이타현, 타케타 AND 오이타현, 다케타 AND 큐슈, 타케타
AND 큐슈, 다케타 AND 규슈, 타케타 AND 규슈, 다케타시, 
타케타시

竹田市, 竹田 AND
九州, 竹田 AND 
大分

竹田市, 竹田 AND 
九州, 竹田 AND 
大分

豊後高田 豊後高田 旅行, 旅, 観光
Bungo Takada, 
Bungotakada

분고타카타, 분고다카타, 분고타카타시, 분고다카타시 丰后高田 豐後高田

宇佐
宇佐 AND 九州, 
宇佐 AND 大分

旅行, 旅, 観光

Usa city AND 
Oita, Usa city 
AND Kyushu, 
Usa shi

우사 AND 오이타, 우사 AND 오이타현, 우사 AND 큐슈, 
우사 AND 규슈, 우사시 AND 오이타, 우사시 AND 오이타현, 
우사시 AND 큐슈, 우사시 AND 규슈

宇佐市, 宇佐 AND 
九州, 宇佐 AND 
大分

宇佐市, 宇佐 AND 
九州, 宇佐 AND 
大分

豊後大野 豊後大野 旅行, 旅, 観光

Bungo Ono, 
Bungo Ohno, 
Bungoono, 
Bungoohno

분고오오노, 분고오노, 분고오오노시, 분고오노시 丰后大野 豐後大野

姫島
姫島 AND 九州, 
姫島 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Himeshima, 
Hime Island

히메시마 AND 오이타, 히메시마 AND 오이타현, 히메시마
AND 큐슈, 히메시마 AND 규슈, 히메시마촌

姫岛 AND九州, 姫
岛 AND 大分

姫島 AND九州, 姫
島 AND 大分

日出
日出 AND 九州, 
日出 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Hiji AND Oita, 
Hiji AND Kyushu

히지 AND 오이타, 히지 AND 오이타현, 히지 AND 큐슈, 
히지 AND 규슈, 히지마치

日出町, 日出 AND 
大分

日出町, 日出 AND 
大分

九重
九重 AND 九州, 
九重 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Kokonoe AND 
Oita, Kokonoe 
AND Kyushu

고코노에 AND 오이타, 코코노에 AND 오이타, 고코노에
AND 오이타현, 코코노에 AND 오이타현, 고코노에 AND 
큐슈, 코코노에 AND 큐슈, 고코노에 AND 규슈, 코코노에
AND 규슈

九重町, 九重 AND
九州, 九重 AND 
大分

九重町, 九重 AND
九州, 九重 AND 
大分

玖珠
玖珠 AND 九州, 
玖珠 AND 大分

旅行, 旅, 観光
Kusu AND Oita, 
Kusu AND 
Kyushu

구스 AND 오이타, 쿠스 AND 오이타, 구스마치 AND 오이타, 
쿠스마치 AND 오이타, 구스 AND 오이타현, 쿠스 AND 
오이타현, 구스마치 AND 오이타현, 쿠스마치 AND 오이타현, 
구스 AND 큐슈, 쿠스 AND 큐슈, 구스마치 AND 큐슈, 
쿠스마치 AND 큐슈, 구스 AND 규슈, 쿠스 AND 규슈, 
구스마치 AND 규슈, 쿠스마치 AND 규슈

玖珠町, 玖珠郡, 玖
珠 AND九州, 玖珠
AND 大分

玖珠町, 玖珠郡, 玖
珠 AND九州, 玖珠
AND 大分
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（別紙2）各言語・観光関連キーワード
大分県ニーズ調査・報告書

日本語 英語 韓国語 簡体字中国語 繁体字中国語

コア AND コア AND コア AND コア AND コア AND

観光地
観光地, 観光スポット, 名
所, 見所, 景勝地

大分県, 大分市, 大分の, 
大分で, 別府, 由布, 由
布院, 湯布院

sightseeing spots, 
sightseeing spot, 
tourist spot, tourist 
spots, tourist 
attraction, tourist 
attractions, tourist 
site, tourist sites

Oita, Beppu, Yufuin, 
Yufu

관광지, 관광스폿, 명소, 
볼거리, 경승지

오이타, 오이타현, 
오이타시, 오이타의, 
오이타에서, 벳부, 
유후시, 유후인

观光地,观光，景点，景
区，名胜,风景，圣地，
胜地

大分县，大分市，大分
的，在大分，别府，由
布，由布院，汤布院

觀光地，觀光、景點，風
景區，名勝，聖地，勝
地

大分縣，大分市，大分
的，在大分，別府，由
布，由布院，湯布院

食べる

食べる, ご飯, 朝食, 昼食, 
お昼, ランチ, 夕食, 晩ご
飯, ディナー, 美味しい, お
いしい, うまい, 名物

大分県, 大分市, 大分の, 
大分で, 別府, 由布, 由
布院, 湯布院

eat, breakfast, lunch, 
dinner, evening meal, 
supper, midday meal, 
local specialty, local 
specialities, local 
special dish, famous 
dish, special dish, 
local food, delicious, 
tasty, yummy, tastes 
good

Oita, Beppu, Yufuin, 
Yufu

먹다, 먹는, 먹고, 밥, 
식사, 아침, 아침밥, 
아침식사, 조식, 점심, 
점심밥, 점심식사, 런치, 
저녁, 저녁밥, 저녁식사, 
맛있다, 맛있는, 맛나는, 
맛난, 명물

오이타, 오이타현, 
오이타시, 오이타의, 
오이타에서, 벳부, 
유후시, 유후인

吃饭,吃东西，早餐,午餐,
晚餐,早饭，午饭，晚饭，
好吃、可口，美食，吃货

大分县，大分市，大分
的，在大分，别府，由
布，由布院，汤布院

吃飯，吃東西，早餐，
午餐，晚餐，早飯，午
飯，晚飯，好吃、可口，
美食，吃貨

大分縣，大分市，大分
的，在大分，別府，由
布，由布院，湯布院

泊まる
泊まる, 宿泊, 旅館, 宿, 
ホテル, 一泊

大分県, 大分市, 大分の, 
大分で, 別府, 由布, 由
布院, 湯布院

stay , 
accommodation,  
accommodations, 
ryokan, ryokans, 
hotel, hotels, 
Japanese inn, 
Japanese inns, hostel, 
hostels, overnight, 
one night stay, 1 
night stay 

Oita, Beppu, Yufuin, 
Yufu

머물다, 묵다, 숙소, 
여관, 료칸, 호텔, 
하룻밤

오이타, 오이타현, 
오이타시, 오이타의, 
오이타에서, 벳부, 
유후시, 유후인

住宿,旅馆,宾馆,住一晚，
过夜，酒店，民宿

大分县，大分市，大分
的，在大分，别府，由
布，由布院，汤布院

住宿，旅館，飯店，住
一晚，酒店，過夜，民
宿

大分縣，大分市，大分
的，在大分，別府，由
布，由布院，湯布院

買う お土産, おみやげ, 特産
大分県, 大分市, 大分の, 
大分で, 別府, 由布, 由
布院, 湯布院

souvenir,  souvenirs, 
shopping,  local 
products,  local 
product, gotochi
goods, gotochi
products, gotochi
product,  local goods

Oita, Beppu, Yufuin, 
Yufu

선물, 기념품, 쇼핑, 
특산물, 특산품

오이타, 오이타현, 
오이타시, 오이타의, 
오이타에서, 벳부, 
유후시, 유후인

土特产,特产，纪念品，
伴手礼

大分县，大分市，大分
的，在大分，别府，由
布，由布院，汤布院

土特產，特產，紀念品，
手信，伴手禮

大分縣，大分市，大分
的，在大分，別府，由
布，由布院，湯布院

乗る
乗る, 列車, 電車, 特急, 
バス, 自転車, レンタサイク
ル

大分県, 大分市, 大分の, 
大分で, 別府, 由布, 由
布院, 湯布院

bus, train, bicycle, 
bike, buses, trains, 
bicycle, bike, ride, 
cycling, biking, 
bicycling, express 
train, express trains, 
tokkyu,  railway, 
railways

Oita, Beppu, Yufuin, 
Yufu

타다, 타는, 타고, 열차, 
전차, 전철, 버스, 
자전거, 자전거렌트, 
렌탈자전거

오이타, 오이타현, 
오이타시, 오이타의, 
오이타에서, 벳부, 
유후시, 유후인

乘坐,列车,电车,特快,巴
士,公交，自行车,单车

大分县，大分市，大分
的，在大分，别府，由
布，由布院，汤布院

乘坐，公車，列車，電
車，特快，巴士，單車，
自行車，腳踏車

大分縣，大分市，大分
的，在大分，別府，由
布，由布院，湯布院
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（別紙3）RWC2019期間中の九州各都市との話題量比較
大分県ニーズ調査・報告書

▪ 調査の内容・目的

RWC2019によって大分県が他県と比較してどの程度話題になっていたかを明らかにするため、同じく九州内でRWC2019の試合が開催された福
岡・熊本とRWC2019開催期間中および前年同時期の投稿件数を収集して分析する

▪ SNS調査言語

英語

▪ SNS調査対象地域

イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド

▪ SNS調査対象メディア

Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等のグローバルSNS、ブログメディア、フォーラムサイト、その他各地域のローカルメディアなど

（※旅行者の投稿件数をより純粋に抽出するため、ニュースメディアは対象外とする）

▪ SNS調査対象（データ取得）期間

2019年9月20日〜2019年10月31日／ 2018年9月20日〜2018年10月31日

▪ キーワード

「大分」「福岡」「熊本」に別紙2同様の観光関連ワードを掛け合わせたキーワードを作成し、旅行者の反応を抽出できるキーワードを作成した。

英語

コア AND

大分 Oita

sightseeing spots, sightseeing spot, tourist spot, tourist spots, tourist attraction, tourist attractions, tourist site, tourist sites
eat, breakfast, lunch, dinner, evening meal, supper, midday meal, local specialty, local specialities, local special dish, famous dish, special dish, local food, delicious, tasty, yummy, tastes 
good
stay , accommodation,  accommodations, ryokan, ryokans, hotel, hotels, Japanese inn, Japanese inns, hostel, hostels, overnight, one night stay, 1 night stay 
souvenir,  souvenirs, shopping,  local products,  local product, gotochi goods, gotochi products, gotochi product,  local goods
bus, train, bicycle, bike, buses, trains, bicycle, bike, ride, cycling, biking, bicycling, express train, express trains, tokkyu,  railway, railways

福岡 Fukuoka

sightseeing spots, sightseeing spot, tourist spot, tourist spots, tourist attraction, tourist attractions, tourist site, tourist sites
eat, breakfast, lunch, dinner, evening meal, supper, midday meal, local specialty, local specialities, local special dish, famous dish, special dish, local food, delicious, tasty, yummy, tastes 
good
stay , accommodation,  accommodations, ryokan, ryokans, hotel, hotels, Japanese inn, Japanese inns, hostel, hostels, overnight, one night stay, 1 night stay 
souvenir,  souvenirs, shopping,  local products,  local product, gotochi goods, gotochi products, gotochi product,  local goods
bus, train, bicycle, bike, buses, trains, bicycle, bike, ride, cycling, biking, bicycling, express train, express trains, tokkyu,  railway, railways

熊本 Kumamoto

sightseeing spots, sightseeing spot, tourist spot, tourist spots, tourist attraction, tourist attractions, tourist site, tourist sites
eat, breakfast, lunch, dinner, evening meal, supper, midday meal, local specialty, local specialities, local special dish, famous dish, special dish, local food, delicious, tasty, yummy, tastes 
good
stay , accommodation,  accommodations, ryokan, ryokans, hotel, hotels, Japanese inn, Japanese inns, hostel, hostels, overnight, one night stay, 1 night stay 
souvenir,  souvenirs, shopping,  local products,  local product, gotochi goods, gotochi products, gotochi product,  local goods
bus, train, bicycle, bike, buses, trains, bicycle, bike, ride, cycling, biking, bicycling, express train, express trains, tokkyu,  railway, railways
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（別紙4）SNS活用についての補足資料（各国主要メディア）
大分県ニーズ調査・報告書

英語圏（アメリカ）

1 Twitter
140文字以内のツイートと呼ばれる投稿を
共有するSNS

2 Flickr 写真共有・投稿サイト

3 TripAdvisor 旅行情報の口コミサイト

4 Flyertalk
エアラインに関する話題や飛行機を利用し
た旅行に関する掲示板サイト

5 4chan 英語圏版2ちゃんねる掲示板サイト

韓国

1
트위터
（Twitter）

140文字以内のツイートと呼ばれる投稿を
共有するSNS

2
네이버 블로그
（ネイバーブログ）

総合ポータルネイバーが運営する総合ブログ
サイト。旅行記などが投稿されている。

3
디씨인사이드
（DCインサイド）

掲示板、ギャラリーなどで情報を共有するコ
ミュニティポータルサイト。

4
네이버 카페
（ネイバーカフェ）

SNSサイトのグループのようなもの。NAVER
が運営。

5
다음 블로그
（ダウムブログ）

総合ポータルDAUMが運営するブログサイト。

中国

1
新浪微博
（Sina Weibo）

中国におけるTwitterのようなSNS。

2
百度贴吧
（Baidu tieba）

娯楽の掲示板で、旅行というジャンルがある。

3
騰訊微博
（Tencent Weibo）

テンセントが運営するマイクロブログ。

4
天涯
（Tianya）

日常生活をテーマにした掲示板。

5
知乎
(zhihu)

Q&A投稿サイト。旅行に関する質問などが
投稿される。

台湾

1
背包客栈
（Backpackers）

旅行についての掲示板。

2
批踢踢實業坊
（ptt.cc）

台湾版の２ちゃんねる、掲示板サイト

3 mobile01 スマートフォン、カメラ関係の掲示板

4 Eyny アニメ、ゲーム関係の掲示板

5 LINE Q LINEの公式Q&Aサービス

香港

1
香港討論區
（Discuss）

総合掲示板。日本旅行というジャンルがあ
り、相談や旅行記などが投稿されている。

2
香港高登
（HKGolden)

テクノロジーと娯楽に関する掲示板。

3
親子王國
（Babykingdom）

育児関連の掲示板。親子での旅行に関す
る相談や旅行記が投稿されている。

4 Twitter
140文字以内のツイートと呼ばれる投稿を
共有するSNS

5 Uwants ゲーム関係の掲示板
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appendix①

大分県ニーズ調査・報告書

新しい教皇を選出するコンクラーベ（教皇選挙）に見る8年間の変化）
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appendix②

大分県ニーズ調査・報告書

訪日外国人旅行者オンライン・オフライン情報源の割合
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appendix③

大分県ニーズ調査・報告書

海外ではインバウンド向け事業にデジタルの活用は当たり前






