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ビッグデータ収集やデータ解析・AI開発の専⾨企業
Agoop（アグープ）について

企業名 株式会社Agoop
設⽴時期 2009年4⽉
代表取締役 柴⼭ 和久
株主 ソフトバンク株式会社（100％）
従業員数 51名(2021年4⽉時点）

住所 東京都渋⾕区神宮前3-35-8
ハニービル⻘⼭6階

事業内容
位置情報ビッグデータ事業

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

3



スマートフォンアプリから
位置情報・センサー情報を蓄積し、独⾃の技術で解析

ビジネスに新しい価値と視点をもたらす情報を提供
4

Agoop（アグープ）について
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利⽤者から個別同意の取得と
個⼈の特定ができないように秘匿化

利⽤者から個別同意の取得

【例)弊社アプリ WalkCoin の同意画⾯】

• 位置情報取得⽬的についての承諾

• 個⼈情報を取得していない旨の通知

• 第三者に対する情報提供について

• 提供先の第三者での
個⼈情報への紐付けの禁⽌について

同意後にアプリは
利⽤可能になります

※弊社のプライバシーポリシーは弁護⼠によるチェック済みです。

居住地の秘匿化処理

推定居住地の位置情報ログは排除

取得した位置情報は、
推定した居住地の位置を中⼼に

100mメッシュの位置情報ログを排除することで、
個⼈が特定できないように秘匿化を⾏っており、

個⼈情報保護を図っております。

居住地は秘匿化

※利⽤者の個⼈情報は取得していません
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内閣府様 V-RESASにも採⽤
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出典︓ 内閣府 地⽅創⽣推進室 ビッグデータチーム、V-RESAS メインページ、解説コラム
https://v-resas.go.jp/
https://v-resas.go.jp/articles/1

Agoop⼈流データは、内閣府様のV-RESASに採⽤されており
統計家の⻄内様より、選ばれた理由がコラムで解説されています



流動⼈⼝データ
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メッシュ型では出来ない、道路単位や施設単位の詳細な分析が可能な
ポイント型流動⼈⼝データをご提供可能

• ⼈の動きが緯度経度の「点」で把握可能
• 分単位の細かな時系列変化が把握可能
• 移動速度/⽅向で、徒歩なのか判断可能
• 換算⼈⼝値で、ユーザ数を⽇本総⼈⼝規模に

拡⼤推計したポテンシャルも把握可能
• 来訪者の居住エリア/勤務エリアも分かり、

住⺠/勤務者/その他の遊びに来た⼈などの
来訪者の分類も把握可能

• Experian Mosaic由来のペルソナで
来訪者のライフスタイル、年収なども把握可能

ポイント型流動⼈⼝データ 道路単位などの狭域商圏分析

半径500mなど広域商圏分析

来訪者属性・ライフスタイルの分析

ポイント表⽰することで、
道路単位や施設単位で
来訪者が多い誘客施設や
主要動線などの把握、
動線毎の移動速度/⽅向、
From-Toなどを把握可能

メッシュ表⽰することで
50mメッシュ単位での
狭域〜広域の商圏の
来訪者数やポテンシャル
などを時間帯別で把握可能

来訪者の年収や世帯構成
などのライフスタイルや
居住者/勤務者分類などの
属性分布を把握可能

メッシュ型データ
では出来ない

多様な詳細分析が
可能です︕



Confidential

動画をご覧ください
- 移動経路 -



Confidential
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動画をご覧ください
- ⼈⼿の増減 エリア別 -



東京都における流動⼈⼝データの有効性の検証
出典︓総務省主催の「ビッグデータ等の利活⽤推進に関する産官学協議のための連携会議」
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⼤阪北部地震
2018年6⽉18⽇(⽉)

7時58分頃 震度6弱発⽣
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災害分析

加速度センサー活⽤分析



震災発⽣⽇︓6⽉18⽇(⽉)通常⽇︓6⽉11⽇(⽉)

0km/h~15km/h
15km/h~

©OpenStreetMap Contributors

⼤阪北部地震
2018年6⽉18⽇(⽉) 7時58分頃 震度6弱発⽣

⼤阪北区︓新淀川⼤橋周辺（6時〜24時）
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迂回交通の
把握事例

〜平成30年7⽉豪⾬〜
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加速度センサー活⽤分析



豪⾬発⽣︓7⽉8⽇（⽇）通常︓7⽉１⽇（⽇）

【通⾏⽌め】
⼭陽⾃動⾞道

【迂回路】
国道2号線

広島県広島市周辺

平成30年7⽉豪⾬
2018年7⽉6⽇（⾦）避難指⽰

©Mapbox ©OpenStreetMap Contributors
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⽇野町と包括連携協定を締結
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連携例︓ 公共交通の活性化

公共交通の利便性向上と渋滞緩和への取り組みを⽀援

データで現状を正しく把握 最適なルート/ダイヤなどを助⾔
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⼈流データ提供 簡易⼈流分析ツール 可視化ダッシュボード

ArcGIS 個別分析レポート 位置情報アンケート

お客様システムに データ提供(CSV等)

AI
SystemAgoop

⽇次時間別での⼈流推移グラフなど 直感的なUIの可視化Webサービス

世界トップシェアのESRI社のGIS

©ESRI Japan

Tableau形式での分析レポート提供 位置情報連動型アンケートサービス

アルコイン
アンケート

Online

開発中・近⽇リリース予定

Agoop サービスラインナップ
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簡易⼈流分析Webレポート Papilio

機能概要

利
⽤
可
能
な
機
能

✔全国の駅/観光地/市区町村 の⼈流把握

✔2019年1⽉1⽇〜前⽇までの⼈流推移を把握

✔約2万箇所の駅・エリアを予め設定済み

✔簡単に操作が可能（プルダウンで選択するだけ）

✔⽇次更新で当⽇朝に前⽇分の最新データを反映

✔表⽰画⾯のPDFダウンロード可能

✔集計データのCSVダウンロード可能

全国の観光地や駅などの観測地点の
時間帯別総⼈⼝や居住地別⼈⼝を

時系列で観測可能な簡易Webツール
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簡易⼈流分析Webレポート Papilio
イオンモール幕張新都⼼（2020/10/5〜2020/10/14）

居住地区分 表⽰

イオンモール幕張新都⼼
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簡易⼈流分析Webレポート Papilio

複数のエリアを⽐較表⽰

3つの駅の滞在⼈⼝を⽐較表⽰（2020年週次表⽰）
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任意ポリゴン指定 分析結果を可視化・表⽰

任意のエリアを指定・保存すると
分析結果を⾃動⽣成して 可視化・表⽰します

システム上にてお客様⾃⾝で
エリア追加が可能︕

個別分析レポート（Tableau Online）

集計データのCSVダウンロードも可能です※今秋の提供開始予定
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来訪者の居住エリアMAP表⽰ 来訪者の居住エリアランキング

個別分析レポート 例
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来訪者の
ライフスタイル
などの把握

個別分析レポート 例
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※表はイメージであり、実際の提供物は異なる場合がございます。

ご指定の地点間の
併⽤⽐率を算出し

MAPで可視化

※同⽉内にそれぞれのエリアにログを落としたユーザーを”併⽤した”と仮定し、
全数に対してのその⽐率を併⽤⽐率として算出、ご提供いたします。

個別分析レポート 例
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データ提供や個別レポートのご提供も可能ですので
お気軽にご相談ください︕

株式会社Agoop
ジオロケーション統括 営業企画部
salesteam@agoop.co.jp

82960357
四角形
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