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Abstract—A smartphone participatory sensing system
to collect tourist’s subjective data has been developed
in Android Application. The subjective data consists of
GPS location, comments, evaluation, and pictures at the
sightseeing spots. There is some possibility of not only
ambiguous information but also libelous statements in the
collected data. The automated posting system to social
community such as Twitter and Facebook should have the
filtering function to avoid the unfavorable data. In this
paper, we describe the posting method of the attractive
and the novelty information from the cloud server to SNS
by using the filtering rules.

I. はじめに

我々はスマートフォンによるユーザ参加型センシン
グシステム (MPPS)として，広島県の観光情報を収集
するAndroidアプリ (ひろしま観光マップ)を開発して
いる [4]．このアプリでは，GPSによる位置情報，5段
階評価値，140文字以内のテキスト文，写真で構成さ
れた旅行者の主観的情報を収集することができる．以
前の研究で，我々は収集された約 500件の情報をイン
タラクティブ GHSOM[1], [2]により分類し，その結果
をもとに C4.5により知識獲得を行い，広島県観光情
報の特徴を抽出した．インタラクティブ GHSOMによ
り収集した情報を階層的クラスタリングを行い，得ら
れた結果をもとに C4.5[3]により，木構造で表現され
た知識を獲得した [5]．獲得した知識をもとに作成さ
れた If-Then形式のルールを用いて，投稿された情報
をフィルタリングすることで，魅力的な観光情報や新
規性のある観光地についての情報のみ，自動で Twitter
や Facebookに発信できるようにしている．従来は，投
稿された情報が魅力的でないものであったり，場合に
よっては，誹謗中傷するようなデータである場合には，

人手によって投稿後に削除されていた．しかしながら，
大量のデータが投稿されるようなシステムでは，好ま
しいとは言えない情報がソーシャルコミュニティに投
稿される前に，自動で削除される手法が必要とされて
いる．本論文では，ひろしま観光マップで講じられて
いる手法をもとに，スマートフォンから投稿された情
報をクラウドサーバで処理し，Facebookに投稿する方
法について説明する．

II. ひろしま観光マップ [4]

ひろしま観光マップは，実際に訪れた観光地におい
て，GPSによる位置情報，5段階評価値，140文字以内
のコメント文，写真を収集すると同時に，サーバにデー
タを投稿することができる．これらのデータを他のス
マートフォンでも利用でき，パソコンでもGoogleMap
上に表示できるクラウドサービスを提供している．さ
らに，投稿した情報を Twitterや Facebookなどのソー
シャルコミュニティに情報発信することで，多くの人
に自分が投稿した情報を知らせることが可能な仕組み
になっている．図 1は，ユーザ参加型主観的情報収集
システム「ひろしま観光マップ」から，クラウドサー
バで投稿された情報をフィルタリングし，Twitterや
Facebookに投稿するデータの流れを示している．ここ
では，ひろしま観光マップを通じてクラウドサーバに
投稿された観光情報をもとに，フィルタリングを作成
し，If-Then形式で表現されているルールをフィルタリ
ングに用いている [5]．

III. FACEBOOKとの連動

A. Facebookへの投稿方法

自作のアプリケーションから，Facebookに情報を投
稿するためには，次のような手順に従う．



図 1. ひろしま観光マップアプリから SNSへの投稿の流れ

1) 開発者ページへアプリを登録する
2) 投稿の権限を持ったアクセストークンを得る
3) Graph API（FacebookのAPI）を使って投稿する
Androidアプリケーションから，Facebookに直接投

稿する場合は，Facebook APIを利用するための SDK
が用意されている [6]．Facebook Android SDKを利用
してアプリケーションを作成する場合は，OAuth認証
を用いてログインする．ここで，OAuth認証は，アプ
リケーション開発者がログイン機能を作るのではなく，
Facebookに認証を委譲してユーザにログイン機能を提
供する方法で，一般的にWeb認証などで使われている
方法である．
本システムは，図 1のように，独自に用意したクラ

ウドサーバで，アプリケーションから投稿された情報
を収集し，フィルタリング処理を行う．このために，
Facebook Android SDKは不要で，Graph API[7]と呼
ばれる Facebookへのデータ検索，投稿を行う APIを
用いる．情報を投稿する時は，特定の URLに対して
POST要求を行えば投稿できる．ひろしま観光マップ
から Facebookに投稿する情報は，アプリケーション
で登録されている投稿者のニックネーム，GPS位置情
報から変換された住所，評価値，コメントおよび写真
である．

B. 投稿された観光情報

図 2は，ひろしま観光マップから Facebookに投稿
された情報である．図 2(a)は，新しくできた期間限定
の居酒屋を示し，図 2(b)は，そこで楽しんでいるユー
ザが写っている．図 2(a)，図 2(b)ともに，「ひろしま観
光マップ」の Facebookのページ [8]に投稿された後，
ユーザ自身が自分のページでシェアしたところ，ユー
ザ自身が写っている投稿の方が「いいね！」の数が多
くなった．

IV. おわりに

本論文では，我々が開発した「ひろしま観光マップ」
を通じて収集した観光情報から，投稿された情報の質を
測るための情報フィルタリングルールを抽出し，Twitter
や Facebookへ自動で情報発信が可能となった．文献
[5]では，本論文で利用したフィルタリングルールに
ついて述べている．ユーザ参加型主観的情報収集シス

(a) 投稿事例１ (b) 投稿事例２

図 2. Facebookに投稿された観光情報

テムで収集された観光情報を分析し，その結果をソー
シャルコミュニティへの情報発信ルールとしたことで，
自動で魅力のある観光情報が SNSに投稿されるように
なった．今後は写真の解析技術の開発や，SNSに投稿
された情報によりソーシャルコミュニティへの影響を
調査する必要がある．なお，「ひろしま観光マップ」は，
Google Play Store[4]で無料でダウンロードできる．
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