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道の駅は「休憩，情報発信，地域連携の機能
を持つ地域と共に創る個性豊かな賑わいの
場」の定義を持つ公共施設であり道路行政に
おいて地方創生の要と位置付けられている．
こうした中で売上の好調な道の駅も多く存在
するが，施設や設備の老朽化が進み，修繕維

持費で経営が圧迫されている道の駅もある．
そのため，売上の促進と車利用者や地域住民
へのサービスの向上による相乗効果を図るこ
とが求められている．道の駅に関しては数多
くの研究が行われているが最新のデータ解析
技術を利用して大規模なデータ解析を行った

事例はこれまで存在しなかった．そこで本研
究では，道の駅が地方創生の拠点として持続
可能な経営を実現するために，道の駅の大規
模データ解析を行い経営に資する提言をまと
めることを目的とする．このことは，道の駅
全体の経営状況改善や整備指針の策定など道

の駅のさらなる発展につながり，ひいては地
方創生にも大きく寄与すると考える． 
 道の駅の現状の分析および課題に対する実
現可能性や効果の評価を行うためには，道の
駅に関するデータを整備して，これらのデー
タを処理・分析する必要がある．道の駅その

ものに関するデータに加えて，道の駅が地域
振興に寄与していることから，道の駅周辺の
地理情報のデータも活用した方が望ましい．
また，WEB上での口コミ・広報戦略の分析の
ためにSNSやWEBページからの情報抽出も有用
であると考える．近年ではさまざまなビッグ

データの処理・分析が開発されており，特に
特徴抽出の観点でディープラーニング（深層
学習）が注目されている．本研究では，道の
駅の現状の分析および課題の評価を行うため
に，地理情報も含む道の駅基本データ整備，
 EBマイニング，深層学習，統計的因果探索

の手法を組み合わせて分析を行った．  

WEB上での口コミは利用者も多く情報収集も

容易なtwitterを利用した．さらに，結果と
現地調査を合わせて道の駅経営への提言をま
とめた．  
研究の結果，LiNGAMによる分析やエントロピ
ーによる特徴語，さらには，積層自己符号化
器の重みなどから，商品・サービスが売り上

げに影響を与えることが示唆され，中でもソ
フトクリームや定食等に特色をもたせること
が重要であることが分かった．このことは，
道の駅へのヒアリングや道の駅基礎データを
からも示唆された．このため，売り上げを向
上させるためには喫茶・軽食コーナーを活用

し，特色ある食事サービスを展開していくこ
とが重要であることが分かった．また，LiNG
AMの結果からバイクツーリング客が売り上げ
に負の因果を与えていることが分かり，バイ
クツーリング客向けのマーケティングを行う
必要性があることが示唆された．Webアンケ

ートではバイクツーリング客には記念品や飲
食に関するニーズが示唆されたため，記念ス
テッカー付ドリンクの販売などが有効な施策
であると考える． 
本研究の成果は，写真測量とリモートセンシ
ング誌1報，査読付き国際会議ICAROB2報，査

読付き国際会議ACM MEDES1報などで発表を行
っている． 
本研究の結果は，道の駅の経営等に利活用で
きる．また，SNS解析技術としてはさまざま
なサービス分析などで活用できるものと思わ
れる． 
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   Affected by urbanization, centralization and the decrease of overall 

population, Japan has been making efforts to revitalize the rural areas across 

the country. One particular effort is to increase tourism to these rural areas 

via regional branding, using local farm products as tourist attractions across 

Japan. Particularly, a program subsidized by the government called Michinoeki, 

which stands for ‘roadside station’, was created 20 years ago and it strives 

to provide a safe and comfortable space for cultural interaction between road 

travelers and the local community, as well as offering refreshment, and relevant 

information to travelers. However, despite its importance in the revitalization 

of the Japanese economy, studies with newer technologies and methodologies are 

lacking. Using sales data from establishments in the Kyushu area of Japan, we 

used Support Vector to classify content from Twitter into relevant topics and 

studied their causal relationship to the sales for each establishment using 

LiNGAM, a linear non-gaussian acyclic model built for causal structure analysis, 

to perform an improved market analysis considering more than just correlation. 

Under the hypotheses stated by the LiNGAM model, we discovered a positive causal 

relationship between the number of tweets mentioning those establishments, 

specially mentioning deserts, a need for better access and traffic options, and 

a potentially untapped customer base in motorcycle biker groups.   
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