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Abstract—This paper describes our developed mobile appli-
cation which can collect and provide useful information for
sightseeing spots in Hiroshima. The mobile application has been
developed on Google Android smartphone by embedding various
of kinds API. The colletcting information includes the pictures,
original comments, and their evaluation. The server system can
gather their information from mobile application directly and
depict the pictures on the map. The stamp rally was developed
to enjoy sightseeing, too. The user can answer the question only
near the sightseeing spot.

I. はじめに

2008年に観光庁が設置され，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 [1]．観光庁の施策の一つ
として，「国際競争力の高い魅力ある観光地づくり」に対す
る支援があり，観光圏整備法に基づいて，滞在促進地区を
中心として，2泊 3日以上の滞在可能な範囲で観光圏を形
成することを推進している．一方，国や地方公共団体では，
ホームページなどで観光地の情報提供を行ったり，ガイド
マップの作成・配布などが行われている．ところが，これら
の観光情報は静的な情報で，一度定まるとあまり変化は見
られない．また，滞在促進地区とそれぞれの観光都市との
距離が遠かったり，観光都市に魅力あるスポットが少ない
と，旅行者には，その観光圏全体が魅力あるものとして捉
えられないことがある．つまり，旅行者のニーズに合った
観光情報が提供されないと，その観光地に一度は訪れたと
しても，同じ場所に再び訪れようとするリピーターを確保
するのは難しい．
観光情報をWebサイトから抽出する研究として，文献 [2]

では，旅行者の観点からとらえた情報として，旅行ブログ
で記載されている記事からその特徴を示す語を抽出する研
究を行っている．ここでは，そのサイトが旅行ブログである
ことを検出する手法と，旅行ブログに記載されている土産
物を特定する手法が述べられている．このように，多くの
旅行者を獲得するためには，ブログや Twitterによって提供
されている旅行者の視点に立った情報を反映させる必要性
がある．しかしながら，観光情報はブログに記載されてい
るテキストだけではなく，旅行ガイドブックのように，風景
や歴史的建造物などの写真と，それに対する旅行者自らの

感動を伝えるコメント，数値化された評価などをもとに作
成された方が旅行者の感動が伝わりやすい．人気のある旅
行ガイドブックにはそのようなコンテンツが満載され，そ
の土地に誘うようなイメージを読者に与える．このように
ユーザ自身からの情報を分析することにより，観光圏内の
魅力ある新しいスポットの発見が期待できる．

ところで，このような情報を収集する手段として，携帯
電話が注目されている．内閣府調査 [3]によると，携帯電話
の普及率は 2人以上の世帯で 2010年 3月末で 92.4%になっ
ている．iPhoneや Androidなど，スマートフォンの開発も
著しく，モバイル端末を用いてリアルタイムに観光情報を
収集可能になっている．

本研究では，この研究の第一段階として，携帯端末を用
いて観光情報を収集し，インターネットサーバに直接保存す
るアプリケーションを開発した．文献 [5]では，このような
アプリケーションを docomoの iアプリを用いて開発した．
しかし，機種によっては GPSが搭載されていないものもあ
り，搭載されている場合でも，GPSの使用に制限がある．一
方，Googleが無料で提供している “Android OS”を用いた
携帯端末として，Androidスマートフォンがある．現在，こ
の Androidスマートフォンが携帯電話の市場において非常
に大きなシェアを持ち始めている．GPSやカメラ，ネット
ワーク通信等，観光情報の取得に必要な機能が標準で搭載
されており，Google API[4]を用いて，撮影した写真を地図
上に表示するソフトウェアも容易に開発できる．このため，
本論文では，文献 [5]で，iアプリを用いて開発したアプリ
ケーションを Androidスマートフォン向けに移植した．

また，本研究では，開発したアプリケーションをユーザ
に楽しみながら使用してもらうために，目的とする観光地
に近づくとクイズが出題される機能を開発した．開発した
クイズ形式のスタンプラリーシステムでは，旅行者が特定
の観光地にいる場合にのみ回答可能で，正答であればバー
チャル宝物を獲得できるゲームである．本論文では，収集
する情報の詳細と開発したアプリケーション，サーバとの
通信方法を説明する．



図 1. 初期画面 図 2. 宮島における観光情報 図 3. 観光地リスト

図 4. Googleナビ 図 5. 新しい観光地情報作成 図 6. 新しい観光地のマップでの表示

II. 開発したアプリケーション

A. 広島県観光マップ

広島県の観光情報を収集するために，Androidを用いたア
プリケーションを開発し，このアプリケーションを広島県
観光マップと名付けた．ここで，開発した Androidアプリ
ケーションについて説明する．
図 1から図 6は，このアプリケーションの実行画面であ

る．図 1はアプリの初期画面であり，GoogleMap上に，現
在の位置と，各観光地の画像を表示させ，各観光地の画像
をタッチすると，その観光地に対する観光情報を参照でき
る．これらの機能により，観光者は自分の現在の位置と，各
観光地の位置を視覚的に把握できる．このような機能を実
現するAPIは全て Googleによって提供されているので，そ
れらを組み込んだアプリケーションを開発するのは容易で
ある．
図 2は，図 1の宮島をタッチした時に表示される画面で，

宮島の観光情報を表示している．ここで，観光情報は，そ

の観光地に対するコメント (感想等，自由に設定できる自由
記述文)，5段階評価で示される「満足度」，位置情報，代
表的な写真から構成される．これらの観光情報をユーザ自
身が投稿すると，自分の地図に情報が表示され，専用の観
光マップが作成できる．

図 5は，新しい観光地を作成する時の例で，写真を撮影
し，コメント，満足度を任意に設定できる．写真撮影は，図
5の「カメラ」ボタンを押すことで端末のカメラを起動で
きる．また，先に写真撮影だけ行い，コメントや評価値の
設定は後で行いたい場合，「下書き保存」を押すことで，作
成途中の観光情報が一時的に端末に保存される．編集し直
し，サーバに送信することができる．送信された観光情報
は，図 6のように，マップ上に撮影した写真が表示される．
また，撮影された JPEGファイルの写真は，次節で示すよ
うに，位置情報が埋め込まれる．

開発したアプリケーションを用いて観光情報を収集する
ために，多くの被験者が必要となる．開発したアプリケー



ションをユーザに楽しみながら使用してもらうために，ス
タンプラリー形式のクイズを考えた．予めいくつかの観光
地を設定し，そこを実際に巡りながら，各観光地に近づく
と問題に回答する権利が生じ，正答すると，バーチャル宝
物を取得することができる．また，スタンプラリーのよう
に，目的地が定まっている場合には，図 4のように目的地
までの経路を探索することができる.これは，このアプリか
ら GoogleMapモバイルの経路探索を呼び出すことで実現し
ている.

B. JPEGファイルの構造

JPEGファイルの構造は，図 7のようになっている．ここ
で，SOIは，“Start of Image”，EOIは “End of Image”を示
している．
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図 7. JPEGファイルの構造

各セグメントは，必須セグメント (DQT, DHT, SOF,
SOS)と，場合によっては欠落すると表示できなくなるセ
グメント (DRI), なくても影響がないセグメント (COM,
APPnなど )に分かれている．ここで，DQT=Define Quan-
tization Table, DHT=Define Huffman Table, SOF=Start Of
Frame, SOS=Start Of Scan, DRI=Define Restart Interval,
COM=Comment, APPn=Application Data である．さらに，
APP0, APP14, APP1が知られており，それぞれ JPEG File
Interchange Format, Adobe segment, Exchangeable image file
format(Exif)である．図 8は Exif構造の一部を示しており，
表 Iのような意味をもつ．なお，サムネイルとは，縮小され
た画像のサンプルを示すもので，実際の画像は変更されて
いないが，ディスプレイでは縮小されて表示される．
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図 8. Exifの構造

表 I
EXIF 構造

IFD Content Tag
0th IFD 主画像に関する情報 TIFF6.0 準拠
1st IFD サムネイルに関する情報 TIFF6.0 準拠

Exif IFD カメラ撮影情報 private
GPS IFD GPS 情報 private

C. GPS位置情報付き JPEGファイルの作成

Perlのライブラリに含まれている exiftoolというツールが
あり，これを用いると，画像/音声/動画ファイルのメタデー
タを読み書きできる．上記の APP1 セグメントを用いて，
GPS位置情報などを JPEGファイルに埋め込むことができ
る．我々が開発した携帯アプリケーションには，携帯で撮
影された写真をサーバに送信する機能がある．これを用い
て，サーバ側で GPS位置情報と JPEGファイルをマージし
て，データベースに保存することができる．一方，Android
にも ExifInterfaceと呼ばれる，Perlの exiftoolに相当するラ
イブラリが用意されている．本論文で開発した Androidア
プリケーションでは，ExifInterfaceを用い，写真を撮影した
段階で，その JPEGファイルに GPS位置情報をマージする
ようにした．これは，観光者が実際に観光地にいて写真を
撮影し，コメント，評価をしていることの証拠になると考
えられる．このことにより，サンプルデータ数を増やすた
めに，適当な写真を収集して掲載しているような観光サイ
トとは異なり，観光者自身の評価を収集できるシステムに
なっている．

III. サーバとの通信

この節では観光情報を収集する際のAndroidスマートフォ
ンとサーバとの通信について述べる．Androidスマートフォ
ンは，図 9のように，サーバと HTTP通信を行い，観光情報
をネットワーク経由で送信する．図 10は，その実装部分の
プログラムであり，関数 SendDataの引数 send dataは，送
信する観光情報である．なお，https通信ではデジタルサー
バ証明書自体が認証局によって保証されていないものであっ
た場合には，エラーが出ることがある．本研究のサーバの
デジタル証明書は，技術的には問題なく作成されているも
ので，セキュア通信を実現できるが，実験段階であるため
認証局によって保証されていない．したがって，本研究で
は，httpによる通信プロトコルとした．
送信する観光情報は，位置情報やコメント等のテキスト

データと，撮影した JPEGファイルのバイナリデータから構
成されるが，これらを同時にサーバに送信するためには，マ
ルチパートによる送信が必要になる．開発したアプリケー
ションでは，テキストデータの各項目 (位置情報，コメント，
評価値)とバイナリデータの間に区切り文字を挿入し，1つ
のデータに結合してサーバに送信している．例えば，図 5
の県立広島大学の観光情報をサーバに送信するとき，送信
するデータは以下のようになる．ここで，lat，lonはそれぞ
れ緯度，経度であり，テキストデータとバイナリデータと
の区切り文字を “**********”，観光情報の各項目との区切
り文字を “&”としている．なお，マルチパートの区切りは，
通常自動で割り当てられたものをヘッダに付加して送信す
るが，開発した Androidのバージョン OSではライブラリが
ないので，このような方法で代用している．



lat=34.365544&lon=123.469611&comment=研究室
からみた風景&evaluation=2
********** JPEGFile

このように送信されたデータを，サーバでは区切り文字を境
に分割し，これをデータベースに保存する．ただし，JPEG
ファイルは，容量の問題でデータベースに保存することが難
しいので，JPEGファイルのみ，データベースとは別のディ
レクトリに保存した．ここで，データベースに保存した観
光情報と JPEGファイルを関連付けるために，データベー
スには JPEGファイルのファイル名を保存し，その名前から
JPEGファイルを参照できるようにした．また，この JPEG
ファイルは，前節で述べた方法で，GPS位置情報がマージ
されている．
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図 9. サーバとの通信

public void SendData(byte send_data){
try{
// HTTP接続オブジェクトの取得
HttpURLConnection http =

(HttpURLConnection)url.openConnection();
http.setRequestMethod("POST");
http.setDoOutput(true);
http.setDoInput(true);
//HTTP通信開始
http.connect();
//出力ストリーム取得
OutputStream out=

http.getOutputStream();
for (int i=0;i<send_data.length;i++)
//観光情報を送信
out.write(send_data[i]);

out.flush();
out.close();
//HTTP通信終了
http.disconnect();

}catch(Exception e){}
}

図 10. HTTP 通信の実装

IV. おわりに

一般に旅行者に提供される観光地情報は，居住する人が
作成するものがほとんどであろうが，それらは必ずしも旅
行者の視点に立っているとは言えない．性別，年齢別，国籍
などを考慮すると，様々な感性をもつ旅行者がいると考え
られる．これらの旅行者が感動してその観光地に訪れるよ
うになるためには，それぞれの観点での観光情報を提供す
る必要があるだろう [7]．本論文で開発したアプリケーショ
ンを用いてサーバに収集された観光情報は，実際に観光を
する観光者によって発信された情報である．観光者は，そ
の場で感じた感動を数値的に表現しているので，作為的に
作成されたデータではない．このようなデータは Evidence
based Practice(EBP)と呼ばれ，根拠に基づく医療診断を実
現するために医療情報分野で発達した考えであるが，これが
近年実用的な研究の中心となっている．今後，本研究では，
ここで収集した観光情報に対して，ソフトコンピューティン
グの手法の 1つである，インタラクティブ GHSOM[8]を用
いて解析を行う予定である．インタラクティブ GHSOMを
用いることで，収集した観光情報をいくつかのクラスタに
分類することが可能となる．既存の観光地を中心としたエ
リア以外で，新しいクラスタが出現し，かつ，そのクラス
タを構成するサンプル数が多ければ，そのエリアを新しい
観光地の候補として考えることができるだろう．現在，開
発したアプリケーションを用いて，約 150件の観光情報を
収集しているが，少なくとも全体で 500件ほどの観光情報
が必要になるだろう．このため，このアプリケーションを
用いてさらに観光情報を収集する必要がある．アプリケー
ションの改良として現在，自分以外の特定のユーザと観光
情報を共有できる機能の開発を考えている．
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