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あらまし 近時，モバイルフォンベースユーザ参加型センシングシステムによるデータ収集と分析手法が提案されて
いる．我々は，観光客の主観的情報として，GPSによる位置情報 (地名)，ユーザの評価値，コメント文，投稿された
写真から構成される多次元情報をクラウドサーバに保存するスマートフォンケーションを開発した．クラウド上で収
集した主観的情報を階層型自己組織化マップにより分析し，地域の隠れた観光資源の発掘を行った．また，地域活性
化を促進するため，分析により抽出された魅力のある情報や新規性の高い情報を SNSに自動発信するシステムを開発
した．さらに，ユーザの現在の感情に応じて適応的に観光スポットを紹介するリコメンデーションシステムをスマー
トフォンアプリケーションとして開発した．実証実験としてこれらのシステムを広島県離島部の江田島市で運用した
ところ，地域の課題解決につながる知見が得られた．
キーワード スマートフォン，ユーザ参加型主観的情報分析システム，観光情報，感情指向型リコメンドシステム
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Abstract A smartphone based tourist participatory sensing system has been developed. The system can collect
tourist subjective data which includes jpeg files with GPS, geographic location name, the evaluation, and comments
written in natural language at sightseeing spots. We classify them by the interactive GHSOM and the knowledge is
extracted by using the classification results and C4.5. Moreover, the agents in the smartphone application recom-
mends the sightseeing spot and local hospitality corresponding to the user’s feelings. In this paper, we reported the
experimental results at Etajima City in Hiroshima.
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1. は じ め に

観光庁が国土交通省の外局として設立され，観光を基幹産業
と位置付けた多様な取り組みが行われている．2015 年の観光
施策「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2015 [1]」
では，訪日外国人観光客による消費を意味する「インバウンド

消費」の増加と「地方創生」が重要な課題として挙げられてお
り，地域における観光資源の発掘と情報発信に対する重要性が
述べられている．このような中，広島県の観光は，外国人に人
気のある観光スポットとして 2つの世界遺産「原爆ドーム (平
和記念資料館)(2位)」，「厳島神社 (3位)」と全国で上位の観光
スポットを所有しながら，2013 年の資料で旅行消費額は全国
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19 位，述べ宿泊者数は 18 位と高くない [2]．また，国内の他
の地域から広島県への観光客数は多くなく，統計値から観光客
の殆どが修学旅行生であると考えられる．このことからも分か
るように，地方の自治体においては，有名な観光地以外の観光
資源の発掘が遅れており，他の観光都市と比べてリピーターが
少ないという課題がある．各市町村は，ガイドブック，ホーム
ページ，SNS，スマートフォンアプリケーション等を用いて地
域の名所や特産品等の観光情報を発信しているが，世界遺産の
ような有名な観光地に関する情報と比較すると観光客にとって
魅力ある情報になっていない場合があり，情報発信の手段とし
て機能していない場合がある．より多くの観光客に関心のある
情報提供を行うためには，口コミサイトのように，観光客が実
際に体験して得られた感想や写真，地域住民しか知らないよう
な隠れた観光資源を観光客の視点でアピールすることが必要で
あり，そのような情報を収集・発信する仕組みが必要である．
さらに，これらの情報を直接関心のある観光客に提供するリコ
メンドシステムがあれば，より効果的な情報発信手段になるだ
ろう．
スマートフォンが普及したことにより，１つのセンサーデバ

イスとして移動しながら多様な情報を収集できるようになって
きた．モバイルフォンベースユーザ参加型センシング (Mobile
Phone Based Participatory Sensing; MPPS) [3] システムは，
その代表的なデータ収集と分析手法であり，モバイル端末に搭
載されている GPSや加速度センサーなどのセンサーを用いて，
ユーザを取りまく環境をリアルタイムに計測し，クラウドサー
バを通じて収集するものである．観光戦略においては，収集さ
れたデータを分析し，特徴抽出することで，観光客の関心を分
析することで，観光客のニーズを把握することができ，新たな
サービスや観光資源発掘につながると期待されている．各自治
体は観光を軸として産業や地域活性化を狙っており，このよう
な社会に対応するために，一般的な GPSによる位置情報収集
の手法 [4]や，位置情報をもとにした観光情報を提供するシス
テム [5]が研究されている．ところが，センサーデバイスによ
る計測値のみならず，ユーザの感情が含まれたテキスト文（自
然言語）や，画像等から構成される多次元かつ主観的情報を一
度に収集・分析し，利活用を行う手法が求められている．さら
に，観光客は国，地域，宗教などによって嗜好情報なども異な
ることが考えられ，また人間の感情の変化によってその行動に
変化をもたらすことも考えられるため，個人に適した情報 (感
情ベースのパーソナリゼーション)を動的に推薦するシステム
が必要とされている．
我々の研究では，ユーザの主観的情報を位置情報と共に取得

し，評価，テキスト，写真などから構成される多次元情報の分
析手法を提案している [6], [7]．ここでは，計算知能の手法に基
づくデータの解析方法だけでなく，分析結果の利活用方法とし
て，新規性や魅力のある観光地や特産品に関する情報のみを抽
出し，投稿された情報を自動で分析して，SNSに発信するシス
テムを開発している [8]．さらに，ユーザの発話文から現在の気
分を推定し，推定した気分に適した観光スポットを推薦するシ
ステム「コンシェルジュ」を提供している [9]．これらのシステ

ムを実証実験として広島県江田島市 (人口約 25万人，高齢化率
41.65%(平成 27年 9月現在 [10]))と共に活用し，観光資源の発
掘と情報発信を行った [11]．その結果，既存の名所だけでなく，
ガイドブックには掲載されていない新規性のある観光情報を発
掘することができた．本論文ではここで得られた成果について
報告する．

2. ユーザ参加型主観的情報分析システム

近年のスマートフォンの登場により，MPPSシステムの考え
が様々な場面のデータ収集において取り入れられており，その
背景にはクラウドシステムの普及が考えられる．MPPS シス
テムは，現在の情報を瞬時に収集できるだけでなく，参加する
ユーザから多様な情報を収集することができる．身近な例で言
えば，一般的な天気予報における気候の計測は，特定の場所に
設置した観測機器から得られる「定点観測」であるが，MPPS
システムでは，ユーザが実際に観測した情報を収集できるため，
測定場所を移動しながらであっても，よりリアルタイムな情報
収集が可能になるのが特徴と言える．さらに，MPPSで収集さ
れる情報にはユーザの主観的な情報も含むことが可能で，これ
らの情報収集から分析までを一括で行うシステムが提案されて
いる．

Twitter，Facebookなどの SNS(Social Network Service)が
あり，これらの投稿情報を分析する研究も多く行われている
が，地方の観光情報に関する投稿数は多くなく，また，観光に
限って投稿されている情報は多いとは言えない．さらに，一般
的に情報の公開範囲が限定されたり，個人を特定可能な情報が
あったりと，具体的な活用が困難であると考えられ，地方自治
体が求めるマーケティングや地域活性化にはつながらない場合
がある．
これらの課題を解決するために，本研究では観光資源の発掘
という独自の目的のための情報収集システムの開発を行い，地
方自治体と協働して，収集された情報の分析から地域資源の発
見および広報までを一貫して行う手法を提案した．

(a) 初期画面 (b) 新規観光地投稿

図 1 ひろしま観光マップ

本研究では，スマートフォンベースの MPPS システムとし
て，ひろしま観光マップ [12] を開発し，広島県に訪れた観光
客から主観的情報を収集している．図 1(a) は，開発したひろ
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しま観光マップの初期画面である．図 1(b) のように，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，
(Twitter で情報発信するため)140 文字以内のコメント文，写
真を収集すると同時に，サーバにデータを保存することができ
る．投稿された情報は，3節で述べる計算知能の手法において
獲得した情報フィルタリングルールにより魅力ある情報や新規
性のある情報と判断されると，Facebookのひろしま観光マッ
プのページに自動で情報発信される．またこのシステムでは厳
島神社などのいくつかの有名な観光地がデフォルトの観光地と
して表示されるが，上記の Facebookのページに投稿された情
報の中で，ユーザの評価が高い情報があれば，デフォルトの観
光地に自動で追加される．このように，開発したシステムは，
参加しているユーザ自らが情報発信し，SNSでユーザから評価
された情報がシステム全体に反映される仕組みになっている．

3. 観光情報フィルタリングルールの獲得方法

MPPSシステムにより収集された情報は，ユーザによって評
価が異なる主観的な情報であり，数値的なデータだけでなく，
テキスト文や写真等から構成される多次元的な情報を含む場合
がある．一般的にこのような情報はあいまい性や欠損値を多く
含むため，データの分析には厳密な解を求める統計的な手法や
機械学習による手法よりも，人間の感覚に合った解を求めるソ
フトコンピューティングや計算知能による手法が有効であると
考えられている [13]．
本研究では，ひろしま観光マップにより収集された主観的情

報から，魅力ある観光地や，新規性のある観光地を発見し，計算
知能の手法を用いて，投稿された情報を分類するフィルタリン
グルールを獲得した．また，これらのルールを用いて，高い評
価の観光情報を発信する手法を開発した．我々は，教師なし学
習で高い分類精度を持ち，クラスタリング結果を 2次元のマッ
プ上に写像できるインタラクティブ階層成長型自己組織化マッ
プ (Interactive Growing Hierarchical Self Organizing Maps;
Interactive GHSOM) [14]を用いて，収集された主観的情報の
クラスタリングを行い，結果をタブレットで表示した．描画さ
れた図を操作しながら，クラスタを細分化したり，複数のクラ
スタを 1つにまとめ，インタラクティブに知識を抽出するシス
テムを開発した．

図 2 開発したシステムの概要

(a) エージェントとの対話 (b) ユーザの気分から推薦された観
光情報

図 3 ひろしま観光コンシェルジュ

インタラクティブ GHSOM によるクラスタリングの結果，
入力データはいくつかのクラスタに分類される．即ち，各入力
データに対してある特定のクラスタが割り当てられるが，誰に
でも理解可能な IF-THENルールのような知識構造で表現され
ていない．上記で述べたように魅力ある情報や新規性のある情
報であるかどうかを判別できるフィルタリングルールとして
活用するために，C4.5 [15]によって木構造でルールを生成し，
IF-THENルール形式の知識を抽出した．抽出した IF-THEN
ルールの中でユーザの評価が高いルールをフィルタリングルー
ルとして活用し，図 2のように，新規投稿情報がフィルタリン
グルールに一致すれば，魅力のある情報として SNSに情報発
信するシステムを開発した．

4. 感情嗜好型リコメンデーションシステム

我々は，人間の情緒を推定する情緒生起手法 (EGC) [16]と気
分の遷移を推定する心的状態遷移ネットワーク (MSTN) [17]を
用いて，エージェントとの対話から人間の複雑な感情を表現す
る感情指向型インターフェースを開発している．MSTNは，人
間の 7つの気分の状態遷移を表現するための手法であり，EGC
は，文章の格フレーム表現に現れる単語の好感度 (FV値)を用
いて人間の情緒計算を行う手法である．単語の FV値はその単
語が示す対象に対するユーザの好き／嫌いの度合いを示すもの
であり，FV値の集合はユーザの嗜好情報を表現していると考
えられる．従来の EGCにおける FV値は，対話コーパスを予
め想定した上で，適切な値を与えていた．しかし，人間が持つ
FV値の個人差は非常に大きいものであり，また様々な事象を
経験していくうちに変化し，新たな嗜好を発見する可能性もあ
る．そのため，ユーザの嗜好に一致するようにすべての FV値
を事前に定義することは困難であり，ユーザの現在の情緒や気
分に対して EGC の FV 値を適応的に変化させる必要がある．
この課題を解決するために，我々は与えられた文章内容を解析
し，EGCによる逆算や既知の FV値データを用いて状況に応
じて適応的に学習する好感度学習法を提案した [18]．さらに，
この好感度学習法において，個人に適したパラメタ値をニュー

— 3 —



(a) 初期画面 (b) 投稿された情報の詳細画面

図 4 えたじま観光マップ

ラルネットワークにより動的にチューニングする手法を提案し
た [19]．
これらの感情指向型インターフェースを観光に応用し，ユー

ザの気分に応じて広島県の観光スポットを推薦するリコメン
デーションシステム “ひろしま観光コンシェルジュ”をスマー
トフォンアプリとして開発している [9]．ここでは，観光地の
一般的な注目度として Google検索による単語の Hit数や観光
Webサイトにおける単語の重要度を求め，EGCにより推定さ
れた個人の情緒に基づいた観光スポットの推論手法が提案され
ている．リコメンデーションシステム単体では，推薦される観
光情報が予め定められていたため，1)リアルタイムに注目され
ている話題性の高い情報や，2) 過疎地域のような情報が少な
い地域での利用に問題があった．これらの問題を解決するため
に，我々は，2.節で述べたユーザ参加型主観的情報センシング
システムにより収集された新規観光情報や，Twitterに投稿さ
れた話題性の高い観光情報を自動で収集・分析し，推薦リスト
に加える機能を開発した．図 3(a) は開発したスマートフォン
アプリにおけるエージェントとの対話画面で，図 3(b) は推薦
された観光スポットを示している．

5. 広島県江田島市における観光資源の発掘

5. 1 江田島市の取り組み
県立広島大学地域連携センターでは，平成 21年度に広島県

江田島市と包括協定を締結し，地域戦略協働プロジェクト [20]
を実施している．平成 25年度は学生参加型の観光資源発見プ
ロジェクトとして，県立広島大学の学生が観光地になりそうな
場所を実際に訪問し，インタビュー等による情報収集を行った
後，「島に恋 [21]」と名づけられた観光マップを紙媒体で 4 万
部発行し，江田島市内の港湾等の施設や県内各地の観光案内所
等で配布した．また同様の情報を Facebook「江田島ええとこ
発信プロジェクト」ページでも情報発信しており，地方自治体
の観光情報発信としては有効な手段になっている．しかしなが
ら，情報収集を学生の活動に依存しているという点において，
事業の持続性に問題があると考えられた．

図 5 SNS への多段階情報発信方法

そこで，このプロジェクトの中で，ひろしま観光マップの江
田島市版である「えたじま観光マップ [22]」を開発し，よりロー
カルな地域に限定して情報収集および知識獲得を行うプロジェ
クトを実施した．さらに，えたじま観光マップから Facebook
に投稿された情報の「いいね！」の数を競うコンテスト「江田
島いいねコンテスト」を開催し，観光情報の投稿を促進した．

5. 2 えたじま観光マップの開発
図 4は，江田島市用に開発した「えたじま観光マップ」の画
面を示しており，主な機能はひろしま観光マップと同じである．
ひろしま観光マップの場合は，図 1(a)のように，初期表示され
る観光地として宮島や原爆ドーム等が表示されるが，えたじま
観光マップでは，図 4(a)のように，「島に恋」に掲載されてい
る 9つの観光地が表示される．図 4(b)は投稿された観光情報
の詳細画面である．
ここで，えたじま観光マップにおける SNSへの情報発信は，
図 5に示すように，局所的なコミュニティ (江田島市)で得られ
た情報をより大きなコミュニティ (広島県) に情報発信するた
めの多段階情報発信システムを構築した．具体的には，えたじ
ま観光マップで得られたフィルタリングルールに一致すれば，
江田島観光マップの Facebookのページ「江田島ええとこ発信
プロジェクト」に情報発信される．同時に，ひろしま観光マッ
プで得られたフィルタリングルールにも一致すれば，ひろしま
観光マップの Facebookのページにも情報発信される．ひろし
ま観光マップ用のフィルタリングルールは，広島県観光の全体
的な特徴を示すため，江田島市のような局所的な情報は，江田
島市のフィルタリングルールに一致したとしても，ひろしま観
光マップのフィルタリングルールには一致せず，ひろしま観光
マップの Facebook ページには情報発信されない場合が多い．
ただし，フィルタリングルールは，投稿された情報の量によっ
て自動で更新される仕組みをもつため，投稿数が多く，魅力あ
る情報であれば，ローカルな情報であっても，グローバルに情
報発信することが可能である．

5. 3 獲得された知識
5. 1節で述べた「江田島いいねコンテスト」は 2014年 12月
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15日から 2015年 3月 15日で開催された．この期間中，えた
じま観光マップにより収集された約 130件の主観的情報につい
て，位置情報，5段階評価値，コメント文をインタラクティブ
GHSOMにより分類し，C4.5により IF-THENルール形式で
江田島市の魅力ある観光情報に関する知識を獲得した．なお，
コメント文は，位置情報や 5段階評価値のような数値的情報で
はなく，自然言語であるため，えたじま観光マップで得られた
単語と観光Webサイトやブログから得られた単語の出現頻度
をもとに TF-IDF値 [23]を求めた．
図 6(a) は，インタラクティブ GHSOM の分類結果である．

各マップには,“[R][xx][xx]” のように,ルートマップから各マッ
プまでを特定できるようにマップ番号を割り当てている．こ
のマップ番号をクラスとして各サンプルに与え，C4.5 により
IF-THENルール形式に変換したものが図 6(b)である．
全体として，収集された主観的情報は江田島市の西部と東部

に大きく分類された．図 7は，分類された江田島市西部と東部
において，獲得された知識の概要を示している．投稿された主
観的情報の多くが，「島に恋」等のガイドブックに投稿されてい
る観光地であったため，そのような有名な観光地に関する知識
を獲得できた．一方で，「島に恋」には掲載されていない，新
規性のある観光地に関する知識を獲得することができた．例え
ば，江田島市西部では，「島に恋」に掲載されている観光地の
間に，景色の良い展望台や地元の特産物を提供するお店等の知
識を抽出できた．おそらく，ガイドブック等に掲載されている
観光地を訪れる途中で，偶然発見した情報だと考えられるが，
ユーザが投稿した主観的情報から，このような隠れた観光地に
関する情報を発見でき，Facebookのページ「江田島ええとこ
発信プロジェクト」に情報発信できた．Facebookに発信され
た情報の中でも，ガイドブックに掲載されていない新規性のあ
る情報に対する「いいね！」の数は特に多く，いくつかの情報
については，えたじま観光マップのデフォルトの観光地として
リコメンドされるようになった．
また上記の Facebookのページ自体への「いいね！」の数も，

市役所や観光協会などの他の公共団体が提供している Facebook
ページよりも増加した．特に，江田島市に関連する人だけでな
く，全国 (一部は海外)からこのページに参加する人が増えた．
これらのことは，江田島市の知名度を向上させることにもつな
がり，観光地に訪れなかった人でも，特産品の購入などの促進
にもつながっている．継続的に情報を発信していくことによ
り，江田島市の魅力が伝えられるようになり，地域の活性化に
つながることが期待され，本研究が地方創生の一部がつながる
と我々は考えている．

6. お わ り に

我々の研究では，スマートフォンベースユーザ参加型センシ
ングシステムであるひろしま観光マップを用いて，観光客の主
観的情報として GPSによる位置情報，5段階評価値，コメント
文，写真を収集し，収集された情報から魅力ある情報や新規性
のある情報の発掘する計算知能の手法を提案している．また，
観光客の現在の感情を推定した上で，適応的に観光情報を推薦

(a) インタラクティブ GHSOM の分類結果

evaluation > 3 :
|   tfidf <= 0.610918 :
|   |   lon <= 132.474 :
|   |   |   lat <= 34.2239 :
|   |   |   |   lat <= 34.2016 : [R][11][00][11][00] (3.0)
|   |   |   |   lat > 34.2016 :
|   |   |   |   |   lat <= 34.2084 : [R][11][00][11][11] (2.0)
|   |   |   |   |   lat > 34.2084 : [R][11][11][00] (2.0)
|   |   |   lat > 34.2239 :
|   |   |   |   lat <= 34.2354 : [R][11][00][10][11] (4.0/1.0)
|   |   |   |   lat > 34.2354 :
|   |   |   |   |   lat <= 34.2596 : [R][11][11][10] (2.0/1.0)
|   |   |   |   |   lat > 34.2596 : [R][11][10] (2.0/1.0)
|   |   lon > 132.474 :
|   |   |   tfidf <= 0.23236 : [R][11][00][01] (5.0)
|   |   |   tfidf > 0.23236 :
|   |   |   |   lon > 132.512 : [R][11][00][00] (4.0/1.0)
|   |   |   |   lon <= 132.512 :
|   |   |   |   |   tfidf <= 0.464807 : [R][11][00][10][00] (6.0/1.0)
|   |   |   |   |   tfidf > 0.464807 : [R][11][00][10][01] (3.0)
|   tfidf > 0.610918 :
|   |   tfidf <= 0.812063 :
|   |   |   tfidf > 0.768138 : [R][10][10][11][11] (12.0/1.0)
|   |   |   tfidf <= 0.768138 :
|   |   |   |   tfidf <= 0.642963 : [R][10][10][11][10] (4.0)
|   |   |   |   tfidf > 0.642963 : [R][10][10][11][01] (3.0/1.0)
|   |   tfidf > 0.812063 :
|   |   |   tfidf <= 0.994489 :
|   |   |   |   lon > 132.512 : [R][10][11] (3.0)
|   |   |   |   lon <= 132.512 :
|   |   |   |   |   lat <= 34.2838 : [R][10][10][10][11] (2.0)
|   |   |   |   |   lat > 34.2838 : [R][10][10][00] (2.0)
|   |   |   tfidf > 0.994489 :
|   |   |   |   lon <= 132.476 : [R][10][10][10][00] (2.0/1.0)
|   |   |   |   lon > 132.476 : [R][10][10][10][01] (3.0)

(b) C4.5 により獲得された決定木
図 6 インタラクティブ GHSOM と C4.5 の分類結果

図 7 獲得された知識の概要
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するリコメンデーションシステムを開発している．本論文で
は，これらの情報収集・提供・推薦システムについて述べ，実
証実験として広島県江田島市に着目し，局所的な地域からの観
光資源の発掘と情報発信について述べた．その結果，有名な観
光地に関する情報だけでなく，ガイドブックに掲載されていな
い新規性のある情報を観光資源として発掘し，ユーザにリコメ
ンデーションすることができた．実証実験を行う前と比べて，
Facebookのページに対する閲覧数も増え，本研究で提案した
手法は，隠れた観光資源を発掘するためのツールとして活用で
きることを示した．これらのデータは総務省や内閣府が提唱す
る地域オープンデータとして利用可能であると考えられる．江
田島市の地方創生の総合戦略には，オープンデータの活用が記
載されており，その背景として本論文で述べた成果がある．今
後は，江田島市だけでなく，他の地域にも活用されることが望
まれており，ICTを活用した地域貢献を行う予定である．
謝辞 本研究は JSPS科研費 25330366の助成を受けたもの
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