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知名度の地理的広がりを考慮した
実世界スポットの地域局所性推定
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概要：特定の住所を持つ実世界スポットについて，知名度の地域局所性推定に取り組む．実世界スポット
には，全国的に知られているスポットや，周辺地域で局所的に知られているスポットなど，知名度の広が
り方に違いがある．これらの実世界スポットを区別して提示することで，ユーザの検索満足度向上につな
がると考える．まず約 900 名の被験者に対して，全国 3 都市にある 150 件の実世界スポットについてアン
ケート調査を行った．被験者の居住地別に各実世界スポットを既知である人数比を求めた結果，実世界ス
ポットの知名度の広がり方に差があることを確認した．本研究では，この知名度広がりを考慮した地域局
所性を数値化したローカルスコアを定義する．また，ブログ記事において実世界スポット名と文書内共起
している地名表現の地理的広さの違いを用いて，ローカルスコアを推定する手法を提案する．
キーワード：地域局所性，ローカルスコア，知名度広がり
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Abstract: This paper shows how to infer attractive real-world spots known only to the locals. By emphasizing locally known spots over nationally famous spots, we can optimize users’ satisfaction with search
recommendations. First, 900 subjects undertook a questionnaire survey that listed 150 spots in Japan. The
results, location of the subject and whether the spot was known, yielded the ratio of people who knew of
the spots according to separation between their residence and the spots. We conﬁrmed that the extent of
name recognition is diﬀerent for each spot. To permit automated data mining, we deﬁne “localization score”
to measure the locality of each spot from user-entered text on the Web. Our achievement is to utilize place
names that co-occur with the names of spots.
Keywords: Locality inference, Local score, Extent of name recognition

1. まえがき
近年，地域情報検索サービスの普及により，ユーザが外
出前にパソコンやスマートフォンで訪問先の地域情報を調
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べる機会が増えている．ユーザが調べる地域情報の 1 つと
して，外出の目的地に関する情報があげられる．本稿では
レストランや歴史的建造物など，特定の住所を持つ場所を
実世界スポットと呼び，これを対象とする．
実世界スポットは，知名度の高さだけでなく，知名度の
地理的な広がり方も様々である．たとえば，全国的によく
本稿の内容は 2013 年 9 月の FIT2013 第 12 回情報科学技術
フォーラムにて報告され，同プログラム委員長により情報処理学
会論文誌ジャーナルへの掲載が推薦された論文である．
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知られている有名なものや，遠くの人には知られていない
が地元ではよく知られているものなどがある．本稿では，
任意の実世界スポットが所在する周辺の人だけに知られて
いるという度合いを地域局所性と呼ぶ．
各実世界スポットの知名度の地理的広がり方を考慮し，
地域局所性の高い実世界スポットを提示することができ
れば，ユーザが新たな目的地を発見することができる．た
とえば，地元で人気のある食堂や桜が綺麗な公園などは，
地域局所性が高い実世界スポットであり，有名な実世界ス
ポットとは異なる穴場であることから，新たな発見となる
可能性がある．また，地域局所性の推定が可能になれば，

図 1 本稿の流れ

全国的に知名度が高い実世界スポットと，地元の人だけに

Fig. 1 The story of this paper.

知られている実世界スポットの分別ができるようになり，
地域に関する知識やニーズなど，ユーザに合わせた情報提

対し，ブログ記事を用いて (1) 地理範囲別の知名度を推定

供が可能になると考えた．

する方法を提案する．4 章では，前章で得た知名度の推定

従来のサービスでは，地域局所性という観点を利用して
実世界スポットを提示することは困難であった．実世界ス
ポット情報を提供する既存サービスとして，来場者数や口
コミの量・レビュー点数などを用いて人気の実世界スポッ
トをユーザに提示するものがある*1, *2 ．なじみのない場所

値と，それを用いて (2) 地域局所性を計算した結果の評価
を行い，その分析結果について報告する．

2. 地域局所性の数値化
この章では，実世界スポットの地域局所性を数値化する

に出かけるユーザには，行き先周辺に関する知識が少なく，

方法について示す．まず人手評価データについて述べた

このようなサービスによって得られた観光客向けの実世界

後，その分析結果に基づいて地域局所性を数値化する手法

スポット情報は外出時の行動支援として有用であると考え

を定義する．

られる．しかし，ユーザが居住地域周辺で訪問先を決定す
る場合や，何度も訪問した地域へ訪れる場合，周辺の有名

2.1 評価データの作成

な実世界スポットはすでに把握している可能性が高い．こ

本実験では，知名度の広がり方を定式化するために，あ

のような場合，ユーザが求める情報とは異なるため，提示

る実世界スポットを知っている人の割合が，スポット周辺

する必要性は低いと考えられる．これまでは，この地域局

から範囲が広がるにつれてどのように変化するのかを調べ

所性を測る尺度が存在しなかったため，知名度の広がり方

た．実験で用いたエリアを表 1 に示す．人口が集中する都

による実世界スポットの区別はできなかった．

心を含む関東エリア，観光地が多い関西エリア，県外から

本研究では，まず実世界スポットの知名度広がりを考慮

の人の流入が比較的少ない九州エリアの 3 つを拠点として

した地域局所性の定量的な尺度を定める．人手評価データ

選択し，各エリアについて代表 3 都市（横浜市，京都市，

を用いて実世界スポットの知名度を特定し，それに基づい

福岡市）を「拠点市」
，拠点市がある府県を「拠点県」
，拠

て地域局所性を計算する手法を定義する．

点県に隣接する都道府県を「隣接県」
，隣接県を除く他の都

また，任意の実世界スポットについて地域局所性を求め

道府県を「他県」と呼ぶ．

る場合，人手評価データの作成は困難であるため，地域局

調査は，拠点市内の住所を持つ実世界スポットを対象と

所性を自動推定する必要がある．そこで，実世界スポット

し，被験者に対してそのスポットを知っているかどうか質

を訪問した記述が多く含まれるブログ記事を情報源として

問するアンケート形式とした．被験者には「“横浜市” にあ

利用し，スポット名と共起する地名を用いて，任意の実世

る “日産スタジアム” を知っていますか」という質問形式

界スポットの地域局所性を推定する手法を提案する．

でスポット名と拠点市を提示し，

本研究では，(1) 実世界スポットの地理範囲別の知名度を

(1) 名前も場所も知っている，

特定し，その知名度を用いて (2) 実世界スポットの地域局

(2) 名前は知っているが場所は知らない，

所性を求めるという流れで取り組んだ．本稿の流れを図 1

(3) 知らない，

に示す．2 章では，人手で作成した評価データを (1) 地理

の 3 つの選択肢の中から選んで回答してもらった．

範囲別の知名度として用いた際の (2) 地域局所性の計算方

対象となる実世界スポットは，ウェブから独自にクロー

法について定義する．3 章では，任意の実世界スポットに

ルした文書からスポット名と住所の組を抽出し，横浜市か

*1
*2

http://www.rurubu.com/
http://www.mapple.net/
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ら 53 個，京都市から 57 個，福岡市から 40 個，計 150 個
を選定した．
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表 1 評価に用いたエリアとその区域

Table 1 Areas and their regions used for the evaluation.
区域

表 2

エリア

拠点市

拠点県

隣接県

他県

関東

横浜市

神奈川県

東京都 千葉県 静岡県 山梨県

京都府・福岡県とその隣接県

関西

京都市

京都府

大阪府 滋賀県 奈良県 三重県 兵庫県 福井県

神奈川県・福岡県とその隣接県

九州

福岡市

福岡県

山口県 大分県 長崎県 熊本県 佐賀県

神奈川県・京都府とその隣接県

エリアと区域ごとの被験者数（単位：人）

Table 2 The number of annotators for each region in each area
(unit: people).

評価データをもとに，実世界スポットの知名度について
分析を行った．ここでは，質問に対して「(1) 名前も場所

区域
エリア

2.3 評価データの分析

も知っている」を選んだ被験者のみを，その実世界スポッ

市内

県内市外

隣接県

他県

関東

58

54

165

629

関西

68

45

228

515

九州

67

46

175

618

トを知っている適合者として扱う．それ以外の回答を選ん
だ被験者は，その実世界スポットを知らないとする．各ス
ポットについて，被験者全体のうちの適合者の比で降順に
並べたグラフを図 2 に示す．この図から，選択した 150 個

知名度の広がり方を求めるため，居住地に基づいて被験

の実世界スポットには，多くの人に知られている実世界ス

者を選定した．被験者は，現在の居住地に基づいて各エリ

ポットと少数の人に知られている実世界スポットが混在し

アの拠点市内（以下，市内とする）
，拠点県内の拠点市以外

ていることが分かる．

の市町村（以下，県内市外とする）
，隣接県，他県の 4 つの

次に，区域別の知名度の違いを見る．ここでは，ある実

範囲（以下，区域とする）に分けて選んだ．このとき，た

世界スポットについて，区域別の適合者比を，全区域の適

とえば隣接県に在住の被験者は過去に拠点市や拠点県に住

合者比の合計が 1 になるように正規化した値をその区域で

んだことがなく，通勤・通学をしたこともないことを条件

の知名度とする．すなわち，区域ごとに知名度が定義され

にするなど，過去の居住歴や通勤通学歴なども考慮した．

る．この際，隣接県と他県の知名度の和を県外の知名度と

エリア別・区域別の被験者数は表 2 に示す．

する．区域別に見た場合の知名度の違いの代表例として，
京都市内の 3 つの実世界スポットの知名度を図 3 に示す．

2.2 各エリアの特徴

一般に，実世界スポットが存在する場所に近い範囲では知

各エリアの拠点県について，観光庁の「観光入込客統

名度が高く，範囲が広くなり実世界スポットから遠くなる

計」*3 および拠点市について「観光入込客数及び観光消費

ほど知名度が低くなる．図 3 にあげた 3 つの実世界スポッ

額」*4, *5 から，平成 22 年の観光入込客数を表 3 に示す．3

トも，市内での知名度が最も多く，県内市外，県外と範囲

つのエリアのうち，関西エリアの京都府では，拠点県への

を広げるにつれて知名度が少なくなっている．

観光入込客のうち県外からの観光入込客の割合が 76%と最

さらに，実世界スポットによって知名度の減衰の度合い

も多い．さらに，県外から拠点市である京都市への観光入

が異なっており，知名度の広がり方にも違いがある．図 3

込客も，全体の 58%を占めている．一方，九州エリアでは，

の大石神社は，市内だけで顕著に知名度が高く，それ以外

拠点県の福岡県への観光入込客のうち，県外からの観光入

では低くなっていることから，京都市以外の人には同じ府

込客の割合は 33%しかおらず，県外から拠点市の福岡市へ

内であっても知られておらず，拠点市内でのみ知名度が広

の観光入込客も 10%未満であった．このことから，関西エ

がっていることを示している．また，図 3 の東寺は，全区

リアで拠点県の京都府および拠点市の京都市は，府外から

域で知名度の差が小さいことから，東寺の近くだけでなく

の観光客が多く訪れるという特徴があることが分かる．ま

広い範囲でよく知られており，全国的に知名度が広がって

た，九州エリアで拠点県の福岡県および拠点市の福岡市は，

いることを示している．本稿では，上記で例にあげた大石

県内での人の流れが多く，県外からの流入が少ないという

神社に見られるような，知名度がその実世界スポット周辺

特徴があることが分かった．関東エリアの拠点県の神奈川

に偏っていることを地域局所性が高いと定義する．

県は，県内外ともに観光客が多いという特徴があると考え
られる．

また，真珠庵と大石神社を比較すると，大石神社の方が
地域局所性が高い．真珠庵は市内と県内市外の知名度の差
が少ないが，県外まで範囲が広がると知名度が急に低く

*3
*4
*5

http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/
irikomi.html
http://www.pref.kyoto.jp/kanko/1317298591939.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/shukyaku/shisei/
001 2 2 2.html
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なっている．これは，京都府内の人までは知られているが，
府外の人にはあまり知られておらず，拠点県内で知名度が
広がっていることを示している．このことから，県内市外
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表 3 観光客数と県外からの入込数．() 内は拠点県の観光客数に対する割合

Table 3 The numbers of tourist. Percentage of tourist for the prefecture is in ().
エリア（拠点県・市）

拠点県の観光客数

県外から拠点県への観光客数

県外から拠点市への観光客数

関東（神奈川県横浜市）

103,201

44,350（43%）

関西（京都府京都市）

76,741

58,600（76%）

44,349（58%）

九州（福岡県福岡市）

100,126

32,652（33%）

9,690（10%）

該当データなし

を用いてローカルスコア LS を次の式で定義する．

LS (s) = λ(RTs − RCs ) + (1 − λ) (RCs − RPs )

(1)

ただし，λ は 0 ≤ λ ≤ 1 の定数とする．この式では，

(RTs − RCs ) が市内と県内市外の知名度の差，(RCs − RPs )
が県内市外と県外の知名度の差を表している．これによっ
て，知名度の広がり方を考慮して，地域局所性が大きいほ
図 2

ど値が大きくなるようなローカルスコアとして数値化で
各実世界スポットの適合者比

Fig. 2 The ratio of relevant annotators for each real-world spot.

きる．
実際に，λ = 0.75 として，150 個のスポットのうち，市
内で 10%以上の人が知っていると答えたスポット 131 件
（横浜市で 49 件，京都市で 43 件，福岡市で 39 件）につい
て，エリア別にローカルスコアが大きい順にランキングを
した．ランキングの上位 5 件下位 5 件を表 4 に示す．ラン
キングの上位には，地元の人が訪れる公園など，知名度が
局所的なスポット，ランキング下位には有名なお寺や大規
模なコンサートホールなど，知名度が全国的に広がってい
るスポットが並んでいる．このように，定義したローカル

図 3 各実世界スポットの区域別知名度

Fig. 3 The name recognition of real-world spots in each region.

スコアによって，各スポットの知名度の広がりを反映した
地域局所性を数値で表現することができるようになった．
本研究で提案するローカルスコアとは，ある実世界ス

と県外の知名度の差よりも，市内と県内市外との差が大き

ポットの知名度が，実世界スポットから遠ざかるにつれて

い方がより地域局所性が高いことが分かる．

どのように変化するかを表す値であり，知名度の絶対的

このように，地域局所性は図 2 に示した実世界スポット

な高さを表すものではないことに注意されたい．つまり，

の適合者比では表現できない特徴を表すことができる．東

ローカルスコアは，知名度の高さにかかわらず，その広が

寺のように区域別の知名度の差が小さいスポットより，大

り方のみに注目し，局所的な広がりなのか，全国的な広が

石神社のように差が大きいスポットのほうが地域局所性が

りなのかを数値で示すものである．今後，知名度の高い実

高いことから，地域局所性の大きさは区域別の知名度の差

世界スポットの地域局所性を知りたい，といった状況に対

による影響が大きいと考えられる．また，真珠庵のように

応するためには，
「実世界スポットを知っている人数」の

県内市外と県外の差が大きいスポットより，大石神社のよ

観点を取り入れる必要があるが，この観点は今回提案した

うに市内と県外市外の差が大きいスポットのほうが，より

ローカルスコアでは扱わないものとする．我々は実世界ス

地域局所性を高くすることが望ましい．次の節では，この

ポットの知名度の広がりは知名度の絶対的な値によらず定

地域局所性の大きさを数値化する方式について検討する．

めることができると考えたため，本稿で定義するローカル
スコアの対象外とした．なお，実世界スポットの知名度の

2.4 ローカルスコアの定義
評価データの分析結果をふまえて，地域局所性を数値化
する方式について検討する．ここでは，この地域局所性を
数値化したものをローカルスコアと呼ぶこととする．
前述のとおり，知名度の広がりの違いが地域局所性に影

高さは，たとえば実世界スポット名を含むブログ記事の件
数などで推定可能であると考えており，これらを組み合わ
せることでローカルスコアを拡張できると考えている．

3. 地名共起を用いたローカルスコア推定

響するため，スポット s の市内の知名度を RTs ，県内市外

前章では，人手で評価した知名度のデータを用いてロー

の知名度を RCs ，他県の知名度を RPs とし，知名度の差

カルスコアについて定義した．しかし，すべての実世界ス

c 2014 Information Processing Society of Japan
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表 4 ローカルスコアによるランキング

Table 4 Ranking by local score.
ローカルスコア

関東

関西

九州

最大

掃部山公園

大石神社

聖福寺
パピオアイスアリーナ

田谷の洞窟

加茂別雷神社

横浜メディアビジネスセンター

勧修寺

東長寺

MotionBlue 横浜

大原野神社

雁の巣レクリエーションセンター

都筑中央公園

大河内山荘

山王公園

...

...

...

日産スタジアム

二条城

マリンメッセ福岡

新横浜公園

西雲院

福岡タワー

港の見える丘公園

清水寺

海の中道海浜公園

美しが丘公園

正法寺

博多バスターミナル

横浜アリーナ

弘源寺

キャナルシティ博多

最小

ポットについて人手によるデータを利用することはできな
いため，人手を用いずにローカルスコアの推定値を計算す
る必要がある．そこで，本研究では実世界スポットについ

表 5

検証に用いた実世界スポット名称と各実世界スポット名称を
含むツイート件数

Table 5 The real-world spots used for the veriﬁcation and
numbers of tweets that contain the spot’s name.

て述べる際に用いる地名の地理的広さに着目してローカル
スコアの推定を試みる．

3.1 予備実験
スポット名と共起している地名と言及している人の居

実世界スポット名

所在都道府県

スカイツリー

東京都

2,151

ディズニーランド

千葉県

326

関帝廟

神奈川県

5

ランドマークタワー

神奈川県

55

住地の関係を確かめるために，次の実験を行った．マイク
ロブログサービス

Twitter *6 では，投稿者の居住地をプロ

三溪園

神奈川県

18

コスモワールド

神奈川県

12
291

清水寺

京都府

平安神宮

京都府

87

大宰府

福岡県

284

ファイルに登録することができる．そこで，この居住地の
情報を用いて，実世界スポットの所在都道府県との一致と

ツイート件数

用いる地名の関係を調べた．

合計

3,229

対象の実世界スポットは独自に収集した有名な実世界ス
ポットから無作為に選択した 9 個とする．プロファイルに
投稿者の居住都道府県が記載されているツイート記事のみ
を対象とし，9 個のうちいずれかの実世界スポット名と，
その実世界スポットの住所を包含する地名の両方を含む記
事，計 3,229 件を用いた．利用した実世界スポットと，そ
れぞれの実世界スポット名を含むツイート件数を表 5 に
示す．
すべての記事に対して，投稿者の居住都道府県のカテゴ
リ別に，言及している地名の地理的広さ別の頻度を数えた．
まず，対象の記事に含まれている地名について，その地名
の地理的広さを判別する．地名の地理的広さは，市町村よ

図 4

ツイート投稿者の居住区域と共起地名の関係

Fig. 4 Relation between the region of a Tweet author’s residence and a co-occurring topological word.

りも細かい地名を町レベル，市町村を表す地名を市レベル，
都道府県を表す地名を県レベルの 3 つのレベルとする．次
に，その記事の投稿者の居住都道府県が，記事内で言及さ
れている実世界スポットが存在する都道府県と同一か，隣
接した都道府県か，その他の都道府県かの 3 つのカテゴリ
に分別する．
結果を図 4 に示す．投稿者が対象の実世界スポットと
同一都道府県に住んでいる場合，町レベルでスポット名を
*6

http://twitter.com
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用いて言及することが多い．一方，隣接都道府県やその他
の都道府県など，投稿者の住んでいる場所が対象のスポッ
トから遠くなるにつれて，市レベルや県レベルを用いた言
及が多くなっている．この結果から，実世界スポットにつ
いて言及する際には，投稿者が住んでいる場所と実世界ス
ポットが近い場合は地理的に狭い範囲を表す地名，遠い場
合には地理的に広い範囲を表す地名を用いるというよう
に，用いる地名のレベルが異なる傾向があることが示唆さ
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れた．

のうち，実世界スポットの場所を表す地名を含む記事のみ

この予備実験では，居住地の情報が必要となるため，記

を対象とする．次に，記事内に含まれている地名が町レベ

事数が多い有名な実世界スポットに限定してツイート記

ル・市レベル・県レベルのどれに該当するか判定し，レベ

事を用いたが，ローカルスコアの推定ではツイート記事は

ル別に記事数を数える．全レベルでの合計記事数が 1 にな

情報源として適さないと考えられる．実際のツイート記事

るように，各レベルの記事数を正規化した値を，対象の実

の中には，地名の代わりに現在地の緯度経度の情報を添付

世界スポットを知っている適合者比の推定値，つまり推定

して投稿されているものも多く見られる．しかし，緯度経

知名度として用いる．

度の情報では地名の地理的広さが得られないため，今回の

ある実世界スポットのスポット名を s，町レベルの地名

検証では対象外とした．このようなツイート記事の特徴か

を geotown ，市レベルの地名を geocity ，県レベルの地名を

ら，言及されている記事数が少ない実世界スポットでは対

geopref とする．スポット名 s といずれかのレベルの地名

象となる記事数を十分に確保できない可能性がある．

を含むブログ記事数を Ds ，任意のレベルの地名 geox を
含むブログ記事数を d(s, geox ) とし，市内の推定知名度を

3.2 ローカルスコアの推定
予備実験の結果，実世界スポットの周辺に住む人と広い
区域に住む人では，言及する際に用いる地名のレベルが異

RTs ，県内市外の推定知名度を RCs ，他県の推定知名度を
RPs としたとき，下記のように算出する：
RTs =

d(s, geotown )
,
Ds

RCs =

d(s, geocity )
,
Ds

浜市内に住んでいる人は，横浜市内の実世界スポットにつ

RPs =

d(s, geopref )
.
Ds

いて言及する際に，
「神奈川県」や「横浜市」という地名は

ただし，

なる傾向が分かった．これは，実世界スポットに近い人は
その周辺に詳しいため，詳細な地名を知っている一方で，
遠い人はその周辺に関する知識が少なく，詳細な地名を知
らないことが原因の 1 つであると考えられる．たとえば横



自明であるため，それより細かい「伊勢佐木町」
「石川町」
などの横浜市内のどの地域かを特定するために必要な細か
い地名を用いる．同様に，神奈川県内の横浜市以外に住ん

Ds =

d(s, geox )

x∈{town,city,pref }

でいる人は，横浜市内の実世界スポットについて言及する

とする．この推定知名度を用いて，推定ローカルスコアを

際に，
「神奈川県」という自明な地名は用いないが，県内の

求めることができる．推定ローカルスコア LS  を次の式で

どの地域かを特定するために市名を用いる．さらに，神奈

定義する．

川県外に住んでいる人は，横浜市内の実世界スポットにつ
いて言及する際に，まず日本国内のどの地域かを特定する
ために県名を用いる．
この傾向から，あるスポットについて言及する際に用い
る地名が

• 町レベルの場合：市内の人が言及している

LS  (s) = ω(RTs − RCs ) + (1 − ω) (RCs − RPs ) (2)
ただし，ω は 0 ≤ ω ≤ 1 の定数とする．

4. 評価実験
この章では，提案知名度が人手で作成した評価データに

• 市レベルの場合：県内市外の人が言及している

基づく知名度を正しく近似しているかを確かめるための評

• 県レベルの場合：県外の人が言及している

価実験とその結果について述べる．

と仮定することで，言及した人が住んでいる区域を推定で
きる．これをもとに，式 (1) で用いた知名度 RTs ，RCs ，

4.1 データセット

RPs の推定を行うことで，人手による評価データがない場

実験に用いたデータについて述べる．対象とした実世界

合でも実世界スポットのローカルスコアを推定できると考

スポットは，前章の評価データを作成する際に用いた実世

えた．この知名度の推定値を推定知名度と呼ぶ．
本稿では，ブログ記事を用いて推定知名度を算出する．
ブログ記事は，つねに決まったレベルの地名で記述する

界スポットのうち，スポット名を含むブログが 10 件以上存
在するスポット計 131 個とした．ブログ記事は，日本国内
の大手ブログサイト 10 件以上から，記事を投稿した際に得

ニュース記事などとは異なり，投稿者の感覚にあったレベ

られる RSS をもとに独自に収集したものを利用し，2012

ルの地名で記述されていると考えられる．そこで，ブログ

年 1 月から 2013 年 3 月までの日本語ブログ記事の中から，

記事を情報源として，実世界スポットの区域別推定知名度

対象とする実世界スポット名を含む記事のみを用いた．前

を求める．

処理として，1 つのブログ記事中に 10 個以上の異なる地名

推定知名度の具体的な計算方法について述べる．まず，
対象とする実世界スポットのスポット名を含むブログ記事
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4.2 実験条件

界スポットに行った経験などを記述している場合が考え

ブログ記事を用いた推定知名度の計算方法について述べ

られる．よって，投稿者が対象の実世界スポットについて

る．まず，ブログ記事中で対象とする実世界スポット名と，

知っている可能性が，地名が含まれていない記事よりも高

そのスポットが存在する住所を包含する地名が共起するか

く，地名共起の有無にかかわらずスポット名を含む全文書

どうかを解析した．地名の抽出には，記事中に出現した地

数を用いた LS  IDF よりも正しくローカルスコアを推定

名表現について，周辺に出現する語や地名の有名度などを

できると予想される．

手がかりに正しい地名を特定する手法 [1] を用いた．この

続いて，推定知名度の差を用いた 7 手法について述べる．

とき，地名は後方一致のみを見ることとし，たとえば「京

LS  0.1，LS  0.25，LS  0.75，LS  0.9 は式 (2) の ω の値を

都府京都市左京区岡崎西天王町」の場合は，岡崎西天王町

変えたもので，ω の値が大きくなるほど市内と県内市外の

という町レベルの地名が書かれているものとして扱った．

知名度の差による影響が大きくなる．LS  T C と LS  T P

また，関西エリアと九州エリアについては，京都府京都市，

は，同様に式 (2) の ω の値を 1.0 または 0.5 として計算し

福岡県福岡市というように都道府県名と市名が同じであ

た値である．ω の値を 1.0 として計算した LS  T C は，市

る．そのため，記事中に「京都」または「福岡」とのみ書

レベルと町レベルの推定知名度の差のみを用いて推定ロー

かれた場合には，同一記事内に書かれている内容を考慮し

カルスコアとする．同様に，ω の値を 0.5 として計算した

ても，県レベルと市レベルの判定が不可能な場合もあると

LS  T P は，県レベルと町レベルの推定知名度の差のみを

考えられる．そこで，本実験では市レベルと町レベルの中

用いて推定ローカルスコアとする．この 2 手法と他の手法

間である区レベルの地名まで記事中に書かれている場合，

を比較することで，どの区域間の知名度の差が実際のロー

市レベルの住所が書かれていると判断した．

カルスコアと関係が深いかを調べることができる．また，

また，1 つの記事中に複数の地名が含まれている場合，

LS  T P は市レベルの地名を用いずに推定知名度を求めて

最も詳細なレベルの地名のみを選択して扱った．次に，比

いる．LS  T は，県内市外と県外を “市外” という一括りの

較した推定ローカルスコアについて述べる．本研究では，

区域と見なし，市レベルと県レベルの推定知名度の和を市

推定知名度を利用しない 3 手法，推定知名度の差を用いる

外の知名度とし，町レベルの推定知名度との差を推定ロー

7 手法，推定知名度をそのまま用いる 1 手法の計 11 手法を

カルスコアとした．これによって，市内・県内市外・県外

比較した．

という区切り方ではなく，市内・市外という区切り方で知



LS IDF ：実世界スポット名を含むブログ記事数の逆数．


LS GEOIDF ：実世界スポット名と，その所在地を包含
する地名を 1 つ以上含むブログ記事数の逆数．

LS  0.1：式 (2) で，ω = 0.1 としたもの．

名度を測り，その差を用いることでローカルスコアを適切
に推定できるかどうかを調べる．

LS  RT は，推定知名度の差ではなく，町レベルの推定
知名度をそのまま推定ローカルスコアとして用いたもので



ある．これによって，実世界スポットを包含する最も小さ



LS 0.75：式 (2) で，ω = 0.75 としたもの．

い区域での知名度と，知名度の広がりを表すローカルスコ

LS  0.9：式 (2) で，ω = 0.9 としたもの．

アとの関係を調べることができる．LS  DF は，LS  IDF

LS  T C ：式 (2) で，ω = 1.0 とし，(RTs − RCs ) を推定

と同様にスポット名を含む文書数を用いるが，逆数をとら

LS 0.25：式 (2) で，ω = 0.25 としたもの．

ローカルスコアとしたもの．

LS  T P ：式 (2) で，ω = 0.5 とし，(RTs − RPs ) を推定
LS



ず文書数そのものを推定ローカルスコアとして用いる．つ
まり，実世界スポットに関する文書が多いほどスコアが高

ローカルスコアとしたもの．

くなるため，知名度の広がりを表す手法とは異なる指標で

T ：(RTs

あるととらえられる．

−

(RCs

+

RPs ))

を推定ローカルスコアとし

今回の実験では，京都や福岡のように県レベルと市レベ

たもの．

LS  RT ：実世界スポットの市内の推定知名度を推定ロー
カルスコアとしたもの．


LS DF ：実世界スポット名を含むブログ記事数．
推定知名度を利用せずに地域局所性を表す 2 手法につい


ルが同じ地名の場合を考慮し，市レベルについては区レベ
ルの地名まで書かれた場合のみをカウントすることで曖昧
性を回避している．しかし，県レベルの地名については．
明確に「京都府」
「福岡県」と書かれている場合と，
「京都」

て述べる．LS IDF は，スポット名を含む文書数が多い

「福岡」としか書かれておらず，地名を抽出する際に県レベ

ほど，その実世界スポットはよく知られているスポットで

ルか市レベルかを記事中の情報から推定した結果，県レベ

あると考えられるため，その逆数をとることで全国的には

ルと判定された場合も数に含まれている．この場合，地名

あまり知られていないスポットが上位になると考えられ

の抽出手法の精度によって推定知名度の精度が影響を受け



る．LS GEOIDF は，地名のレベルを問わず，スポット

る可能性があると考えられる．そこで，曖昧性のない町レ

名と地名が共起している文書数の逆数である．ブログ記事

ベルの地名と，地名の抽出手法の精度によって影響を受け

内に実世界スポットと地名が共起している場合，その実世

る県レベルの地名のみを用いて算出した LS  T P による推
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表 6

ランキング比較評価

Table 6 Comparative evaluation of ranking methods.
(a) LS 0.75 を正解とした場合
P@15

LS 0.25 を正解とした場合
nDCG

P@15

横浜

京都

福岡

横浜

京都

福岡

LS  IDF

0.47

0.60

0.73

0.78

0.89

0.98

LS  GEOIDF

0.53

0.53

0.73

0.83

0.87

LS 0.1

0.33

0.53

0.80

0.90

LS  0.25

0.33

0.53

0.87

LS  T P

0.60

0.53

LS  0.75

0.60

LS  0.9
LS  T C

nDCG

横浜

京都

福岡

横浜

京都

福岡

LS  IDF

0.20

0.67

0.60

0.82

0.90

0.90

0.92

LS  GEOIDF

0.20

0.67

0.60

0.74

0.90

0.90

0.89

0.97

LS  0.1

0.20

0.53

0.40

0.79

0.90

0.85

0.90

0.89

0.96

LS  0.25

0.27

0.53

0.47

0.79

0.90

0.80

0.80

0.80

0.90

0.95

LS  T P

0.40

0.53

0.40

0.90

0.90

0.76

0.53

0.73

0.80

0.90

0.94

LS  0.75

0.40

0.53

0.40

0.91

0.90

0.76

0.60

0.53

0.73

0.80

0.91

0.94

LS  0.9

0.40

0.53

0.40

0.90

0.90

0.76

0.33

0.20

0.20

0.79

0.70

0.72

LS  T C

0.53

0.07

0.20

0.83

0.68

0.77

LS T

0.60

0.53

0.73

0.80

0.90

0.94

LS  T

0.40

0.53

0.40

0.91

0.90

0.76

LS  RT

0.60

0.53

0.73

0.80

0.90

0.94

LS  RT

0.40

0.53

0.40

0.91

0.90

0.76

LS  DF

0.07

0.13

0.07

0.72

0.68

0.68

LS  DF

0.33

0.07

0.20

0.77

0.67

0.70





定知名度を調べることで，地名の抽出手法による影響を調

と県内市内の知名度の差の影響を大きくし，より局所的な

べることができると考えた．

知名度に重みをおいたローカルスコアについて，より近似

実験に用いた評価指標について述べる．エリアをクエリ

できると示唆された．また，LS 0.25 の場合でも，nDCG

とし，各実世界スポットを 1 文書と見なすと，各エリアに

の評価値は比較的高い数値であることから，ローカルスコ

ついて，実世界スポットのランキング問題であると考える

アが高い実世界スポットについては，正しくスコアを推定

ことができる．そこで，情報検索分野でランキング評価に

できていると考えられる．

用いられる指標を用いて，推定ローカルスコアの評価を
行った．評価指標は，

• 各エリアの LS によるランキング上位 1/3 を正解とし
たときの適合率 P@15，

• 各エリアの LS によるランキング上位 1/3 を 3 点，下
位 1/3 を 1 点，残りを 2 点としたときの nDCG [2]，

また，関西エリアと九州エリアでは，地名の地理的広
さを用いない LS  IDF と LS  GEOIDF が高い値となっ
た．nDCG で比較すると，特に九州エリアでは，共起地名
を用いない LS  IDF が最も高い数値を示した．nDCG は
ランキングの上位に重みをかけた指標であるため，ローカ
ルスコアが高いスポットについて適切に上位にランキング

の 2 つを用いた．また，正解ローカルスコア LS として，

する点においては，知名度を利用しない手法のほうが精度

以下の 2 種類を用いた．

が高い場合があるといえる．このことから，知名度の差を

• LS 0.75：λ = 0.75 とした場合の LS

用いる方法に LS  IDF や LS  GEOIDF を組み合わせる

• LS 0.25：λ = 0.25 とした場合の LS

ことで，より精度の高い推定が可能になると考えられる．

2 つの評価指標の解釈について述べる．P@15 は，15 位

さらに，どのエリアにおいても，LS  T のように，県内

以内に含まれる正解の割合を表した指標である．したがっ

市内と県外を市外として扱った場合でも，県内市外と県

て，P@15 の値が大きいほど，正解とした上位 1/3 のスポッ

外を分けて知名度の差を用いた手法と比べ，P@15 および

トについて，順位によらず上位 15 個以内により多くラン

nDCG の値に差はみられない．一方，LS  T C のように，

キングすることができたと解釈できる．nDCG とは，適合

県外の知名度を用いない場合には，知名度の差を用いた他

文書の適合度合いを点数に置き換えて，検索順位の上位に

の手法と比べると，P@15 と nDCG の値がともに低くなる

ある文書に重みをかけた指標である．よって，nDCG の値

ことが多い．このことから，市内，県内市外，県外のすべ

が大きいほど，当該手法によって LS が高いスポットにつ

ての知名度を用いることで，精度高く推定できることが示

いて適切に上位にランキングできたことを示す．

唆された．

LS  RT と知名度の差を用いた手法に基づく推定ローカ
4.3 評価結果と考察
評価の結果を表 6 に示す．各評価値についてエリア別に
見たとき，最も大きい値を太字で示した．まず，LS 0.75
を正解とした場合と LS 0.25 を正解とした場合を比較す
る．特に P@15 で比較した場合，LS 0.25 を正解とした結
果は，LS 0.75 を正解とした結果に比べ，LS  DF を除き，
評価値が下がったものが多かった．このことから，今回提
案した推定知名度に基づく推定ローカルスコアでは，市内
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ルスコアによるランキングを比較したところ，LS  RT は

LS  0.75 と最も推定ローカルスコアが似ていることが分
かった．LS  RT と LS  0.75 が等しいと仮定すると，

LS  RT = LS  0.75
= 0.75(LS  RT − LS  RC)
+ 0.25(LS  RC − LS  RT )
となる．この式を整理すると，
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LS  RT + 2LS  RC = LS  RP
となり，推定知名度 LS  RT ，LS  RC ，LS  RP はすべて

0 以上の値となることから，
LS  RP ≥ LS  RT
LS  RP ≥ 2LS  RC
となる．このことから，LS  RT と LS  0.75 の値が等しい
場合には，各推定知名度には上記の関係が成り立つことが
分かる．よって，今回用いた実世界スポットは，県外での
推定知名度が高く，市内や県内市外と県外の推定知名度の
差が大きくなるようなものが多かったと考えられる．これ
は，本実験でのデータ依存の問題であり，すべての実世界

図 5

ω の値による P@15 と nDCG の平均値の推移

Fig. 5 The mean value of P@15 and nDCG at diﬀerent ω values.



スポットにおいて，LS RT と知名度の差を用いた手法に
よる推定ローカルスコアが同等になるとはいえない．よっ

LS  0.75，LS  0.9，LS  T C ）について，P@15 と nDCG

て，市内の知名度のみを用いることでローカルスコアが適

それぞれの全エリア平均値の推移を図 5 に示す．ω の値が

切に推定できるとは限らない．一方，知名度の差を用いた

変わっても評価値にほとんど差がみられないことから，式

手法であれば，どのような推定知名度の差を持つような実

(2) によって求められるローカルスコアは，ω の値による

世界スポットでも汎用的に使えると考えられる．

影響は少なく，各区域での知名度の差に依存していること

次に，LS 0.75 を正解とした場合についてエリア別に比

が分かった．次節でエリア別の詳細な分析を行う．

較する．関東エリアでは，P@15 と nDCG のどちらの値に
おいても LS  IDF と LS  GEOIDF と比較すると，知名
度の差を用いた手法において正解率が高い数値を示した．

4.4 推定知名度の分析
提案手法で推定ローカルスコアのを求めるために用いた

その中でも，P@15 では，0.5 ≤ ω < 1 として知名度の差

各区域での推定知名度が，評価データを用いて求められた

を用いた手法の値が，ω < 0.5 として知名度の差を用いた

知名度を正しく近似しているかどうか検証を行った．ここ

手法に比べて高くなっているが，nDCG では，ω < 0.5 と

では，各実世界スポットの区域別知名度を確率と見なし，

して知名度の差を用いた手法の値が，0.5 ≤ ω < 1 として

評価データを用いた知名度を真の確率分布，推定知名度を

知名度の差を用いた手法より高くなった．ランキング上位

比較対象の確率分布として Kullback-Leibler ダイバージェ

を重視する nDCG において ω < 0.5 として知名度の差を

ンス（以下，KLd）を用いることで，評価データによる知

用いる手法の値が高くなったことから，ランキング上位の

名度と推定知名度の差を検証した．なお，KLd は分布間

推定を重視する場合，ω を小さくすることで高精度に推定

の類似度として用いられ，値が低いほど比較対象の確率分

できると考えられる．関西エリアでは，P@15 の結果では，

布と真の確率分布の差が少なく，推定知名度が実際の知名

どの手法においてもあまり差がみられなかったが，nDCG

度に近いことを表す．提案手法による知名度推定値と評価



の値で比較すると，知名度の差を用いた手法は，LS 0.9

データによる知名度の KLd をエリア別に昇順に並べたも

で最も高い値となり，ω の値を大きくするにつれて値が高

のを図 6 に示す．

くなる傾向がみられた．九州エリアでは，P@15 の値では，


関東エリア（図 6 (a)）では，KLd が高い実世界スポッ

LS 0.25 で最も高い値となった．nDCG の値では，知名度

トとして「横浜メディアビジネスセンター」
「横浜みなとみ

の差を用いた手法で比較的値が高く，なかでも ω の値が小

らいスポーツパーク」
「赤い靴はいてた女の子像」など，正

さいほど高い値となった．このことから，関東エリアど同

式名称が長いものが多く含まれていた．また「MotionBlue

様に，ω の値を小さくするほど高精度に推定できたと考え

横浜」のようにアルファベットと日本語が混ざったスポッ

られる．よって，関西エリアの京都市のように，県外から

トも複数含まれていた．これらの実世界スポットについて

の観光客も多いエリアでは，市内と県内市外の知名度の差

は，実世界スポットの正式名称を含む文書数が少ないた

に重みをおき，関東エリアの横浜市のように県内外どちら

め，本実験では LS  IDF も高かった．これは，ブログ記

からも観光客が多いエリアや，九州エリアの福岡市のよう

事はニュース記事などとは異なり，実世界スポットの名称

に県外からの観光客が少ないエリアでは，県内市外と県外

を正式に記述するよりも，投稿者がふだん呼び慣れている

の知名度の差に重みをおくことで，より適切にローカルス

通称や略称などが使われることが多いことが原因と考えら

コアを近似できることが示唆された．

れる．そのため，提案手法の愚直な適用では，正式名称で







また，ω の値が異なる 6 手法（LS 0.1，LS 0.25，LS T P ，
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県外からの観光客の割合が比較的少ないことから，全国の
テレビで取り上げられるような有名なスポットと，地元の
人だけが知っているスポットが明確に分かれていると考え
られる．このように，周辺と離れた地域で知名度が明らか
に異なるようなエリアについては，提案した推定知名度に
よって実際の知名度を正確に推定することが可能であり，
推定ローカルスコアも正確に近似できることが示唆された．
また，全エリアに共通して，実際の知名度の高さ以上に，
ブログ記事に書かれやすいスポットがあると推測される．
たとえば，関西の京都競馬場や関東のウインズ新横浜や横
浜アリーナ，九州のマリンメッセ福岡やレベルファイブス
タジアムなど，スポーツと関わりのある実世界スポットや，
九州の HKT48 劇場や FBS 福岡放送などのメディアと関
わりのある実世界スポットにおいては，スポット名を含む
文書数も多く，LS  IDF による推定ローカルスコアも実
際より低くなった．このように，ウェブ上で話題になりや
すい実世界スポットについては，実際のローカルスコアよ
りも低く推定されてしまうため，これを補正する手法を用
いる必要がある．
これらの結果から，ローカルスコアをより高精度に推定
するために，地名だけでなく他の特徴語なども考慮した推
定ローカルスコアの計算手法の検討が必要であることが分
かった．

5. 関連研究
この章では，本研究の関連研究について述べる．

5.1 実世界スポットの関連研究
図 6 推定知名度の KLd

Fig. 6 KLd between estimates of name recognition.

実世界スポットに関する研究は大きく以下の 2 つに分け
られる：

( 1 ) 未知の実世界スポット抽出
が推定できない．これを解決するためには，ブログ記事を
取得する際に通称や略称を考慮する必要がある．

( 2 ) 既知の実世界スポットに対するアノテーション
( 1 ) 未知の実世界スポット抽出とは，実世界スポットの

次に，関西エリア（図 6 (b)）は他のエリアに比べると

位置情報と名称をウェブ上の情報源から抽出するタスクで

KLd が高い実世界スポットが多く見受けられる．実際に

ある．既存研究としては，Rattenbury ら [3] や Yang ら [4]

44 個の実世界スポットのうち 26 個は KLd が相対的に高い

が提案している，写真共有サイトに投稿された写真と写真

値を示しており，そのほとんどは寺や神社であった．2.2 節

にタグ付けされた位置情報などを用いて，イベントや場所

で述べたとおり，今回拠点市として選んだ京都市は，府外

を自動抽出する手法がある．また，Cheng ら [5] は，位置

からの観光客数が多い．そのため，府外の人でも京都の詳

情報を持たないマイクロブログを用いて，記事中に書かれ

細な地名を知っている可能性も高く，実世界スポットに近

ている内容から，どこから投稿された記事なのかを推定す

い人のみが詳細な地名を使うという本研究の仮定から外れ

る手法を提案している．これを用いて推定した位置情報と

ていると考えられる．このような場合，地名だけでなく，

記事に含まれる実世界スポット名を組み合わせることで，

実世界スポットを言及する際に用いた固有名詞や言い回し

未知の実世界スポットについて名称と位置を抽出すること

など，地元の人ならではの特徴語を用いることによって，

も可能であると考えられる．

より精度高く知名度を推定できると考えられる．
一方，九州エリア（図 6 (c)）では，他のエリアに比べる

( 2 ) 既知の実世界スポットに対するアノテーションとは，
既知の実世界スポットについてウェブ上の情報源を用いて

と KLd が低い実世界スポットが多く，知名度を正確に近

特徴を抽出し，情報を付加するタスクである．本研究は，

似できているといえる．2.2 節で述べたとおり，福岡市は，

既知の実世界スポットに対して，知名度の地理的広がりの
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情報を付与するという観点から ( 2 ) の研究である．( 2 ) の

広がりを表す地域局所性という従来手法には用いられな

既存研究はいくつかある．Kurashima ら [6] は，ブログを

かった新しい軸によるアノテーション手法を提案してい

用いて体験表現を判別し，抽出したランドマークについて，

る．また，ブログ記事を用いて地域局所性を自動推定する

そこでできる体験に関する話題語を付与する技術を提案し

手法であり，ここで推定した地域局所性は他の軸と組合せ

ている．Fujisaka ら [7] や渡辺ら [8] は，実世界スポット周

可能であると考えられる．既存手法によってアノテーショ

辺の位置情報が付与されたマイクロブログの投稿数を用い

ンされた実世界スポットに対し，さらに地域局所性に応じ

て，実世界スポットが人を集める人気スポットであるかど

た情報を付与することで，実世界スポットが存在する周辺

は，Flickr *7 の投稿や旅

のみで知られている実世界スポットと，全国的に有名な実

行サイトのユーザの口コミに基づき，観光客の間で人気の

世界スポットというように，知名度の地理的広がりによる

観光地を抽出し，ランキングする手法を提案している．こ

判別が可能となる．

うかの判定をしている．Gao ら [9]

れらは，実世界スポットがどれだけ人気かという情報を付
与しているととらえることができる．

5.2 投稿者の居住地推定

また，地域と実世界スポットの関係性を表す尺度を用い

Yamaguchi ら [16] は，居住地が近い友人と SNS 上で多

て情報を付与する技術もいくつかある．廣嶋ら [10] は，あ

く結びついているユーザをランドマークと定義し，ユーザ

る場所において特徴的なキーワードを獲得するため，共起

の居住地やプロフィールを推測している．Sadliek ら [17]，

する地名表現から語の分布を考慮した方法を提案してい

Li ら [18]，McGee ら [19] は，Twitter の友人関係と投稿内

る．Yin ら [11] は，位置情報付きの文書の緯度経度情報と

容を用いて，ユーザの家の位置を予測する手法を提案して

テキストを用いて，ある場所で特徴的なトピックを見つけ

いる．また，Kinsella ら [20] は，位置情報付きのマイクロ

るモデルを提案している．ここで，キーワードやトピック

ブログを用いて，エリアごとの言語モデルを生成する手法

を実世界スポットの名称とした場合，実世界スポットがあ

を提案しており，これを用いて郵便番号レベルでユーザの

る場所において特徴的かどうかという情報を付与している

居住地を予測している．Chandra ら [21] は，SNS 上での

ととらえられる．Zhang ら [12] は，Flickr の写真に付与さ

ユーザの会話を基に，ユーザの位置を都市レベルで推定す

れた位置情報と時間情報を特徴として，写真に付与された

る手法を提案している．これらの手法を用いて，実世界ス

タグをクラスタリングする手法を提案している．これらの

ポットについて言及しているブログ記事やツイート記事の

タグの中には実世界スポットの名称も含まれており，実世

投稿者の居住地が分かれば，より高い精度で各区域での知

界スポットについて，地理的時間的に特徴的かどうかとい

名度を推定することができると考えられる．我々は，投稿

う情報を付与しているととらえられる．奥ら [13] は，グル

者と実世界スポットの関係は，現在の居住地だけでなく，

メ情報サイトの店名，緯度経度情報，PR 文を用いて，地

過去の居住地や学校・職場があるエリアなども影響すると

域限定性という尺度に基づいて実世界スポットにアノテー

考えている．本研究で用いた，言及する際に用いる地名の

ションしている．地域限定性は，ユーザの地元では利用で

地理的広さは，このような投稿者と実世界スポットの関係

きず，旅行先や出張先などの現地でしか利用できないよう

も適切に表すことが可能である．

な実世界スポットほど値が高くなるような尺度である．ま
た，手塚ら [14] は，あるキーワードについて，キーワード

6. まとめ

と地理空間への関連性を表す地域性という尺度に基づい

本研究では，住所を持ち，ユーザの訪問対象である実世

てアノテーションしている．ここで，キーワードを実世界

界スポットに着目し，実世界スポットの知名度広がりに基

スポットの名称と置き換えると，実世界スポットの地理空

づく地域局所性を定量化したローカルスコアの計算方法を

間への関連性を地域性で表すことができると考えられる．

定義した．居住地ごとの被験者評価データを用いたローカ

Quercia ら [15] は，携帯電話の移動履歴とイベントのデー

ルスコアにより，実世界スポットごとに知名度の広がり方

タベースを組み合わせて，ユーザの居住地に応じたイベン

の傾向が異なることを確認した．また，ブログ記事におい

トを推薦する技術を提案しており，多くの人が訪れたイベ

てスポット名と文書内共起する地名の地理的広さを用いて，

ント，居住地の近くで行われたイベントなど，実世界のイ

各実世界スポットの区域別知名度を推定し，ローカルスコ

ベントについて 6 つの尺度に基づくスコア付けをしてい

アの推定手法を提案した．評価実験を通じて，スポット名

る．ここで，イベントを実世界スポットと置き換えると，

だけでなく共起する地名を用いたり，その地名の地理的広

実世界スポットに訪れた人の居住地に基づく尺度でアノ

さを考慮したりするなどによって，高精度にローカルスコ

テーションされているととらえられる．

アを推定することができることが分かった．これにより，

本手法では，実世界スポットについて，知名度の地理的

被験者評価データを利用しなくても一定の精度で任意の実
世界スポットの地域局所性推定が可能となり，たとえば地

*7

https://www.ﬂickr.com
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られる．今後の課題としては，実世界スポットがあるエリ
アの特徴や実世界スポットそのものの特徴を考慮したアプ
ローチに取り組むことがあげられる．今回は実世界スポッ

[17]

トが存在する住所に現れる地名を県・市・町の 3 レベル別
に分けて扱ったが，同レベルの地名が表す地域でも面積や

[18]

人口などの特徴が異なる．各地名のレベルだけでなく，そ
の地域の特徴も考慮することによって，知名度の広がり方
をより詳細に表現できる可能性がある．また，地名以外の

[19]

地域特徴語を組み合わせた推定手法の検討が必要である．
[20]
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推薦文
本稿では，地域局所性の推定という，重要かつ面白い課
題に取り組んでいます．地域局所性を評価するために，比
較的大規模なユーザ調査を行い各地域における実世界ス
ポットの知名度を評価，分析している点が高く評価できま
す．また，各地域における知名度を推定するための，地名
の言及の仕方に着目した手法も，仮説の検証と結果の議論
が丁寧になされており，完成度の高い論文であると思いま
す．以上の理由により，当該論文を，論文誌推薦に値する
論文であると判断いたしました．
（FIT2013 第 12 回情報科学技術フォーラム
プログラム委員長 荒川賢一）
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