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観光情報の生成／共有を支援する観光支援システム
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概要：観光情報は，観光前の事前情報，観光中の現地情報，観光後の事後情報の 3 つの情報に分類できる．
事後情報は，ブログや口コミサイトを通じて発信されることで，他の観光客を旅に誘う事前情報となる．
我々は，観光客の観光中の行動から事後情報を生成し，生成された事後情報を事前情報としての共有を支
援する観光支援システムを開発した．本稿では，我々の開発した観光支援システムについて述べる

1. はじめに

いざなわれた観光客は，現地で現地情報にふれる．現地情
報により観光を終えた観光客は，帰宅後に旅の思い出を事

2012 年 3 月に「観光立国推進基本計画」[1] が閣議決定

後情報として記録する．事後情報は，別の観光客を観光に

された．「観光立国推進基本計画」は，2007 年１月に施行

いざなう事前情報となる．このように，事前情報，現地情

された「観光立国推進基本法」に基づく観光立国の実現に

報，事後情報は，密接な関係にあるといえる．

関する基本的な計画であり，複数の省庁において「観光

2012 年に総務省によって行われた「ICT 基盤・サービ

立国推進基本計画」に基づいた観光施策が実施されてい

スの高度化に伴う利用者意識に変化等に関する調査研究」

る [2], [3], [4], [5], [6]．「観光立国推進基本法」では，
「観光

によると，観光情報の情報源として，アンケート回答者

立国を実現することは，二十一世紀の我が国経済社会の発

の 45%がインターネット（報道サイト，映像サイト，イン

展のために不可欠な重要課題である」と述べており，観光

ターネットラジオ，ソーシャルメディア，行政機関や企業

を日本の重要な政策の柱として明確に位置づけている．ま

サイト，その他一般サイト）を情報源として利用すると回

た「観光立国推進基本法」の第 21 条では，観光旅行者の利

答している [10]．同調査によると，天気情報は 18.7%，国

便の増進として，情報通信技術を活用した観光に関する情

内ニュースは 13.5%がインターネットを情報源としている

報の提供等に必要な施策を講ずる必要性について言及して

と述べており，観光情報は他の情報にくらべ，情報源とし

おり，特に ICT を用いた観光情報の発信が重要であること

てインターネットが利用されていることがわかる．また，

が示されている．倉田 [7] によると観光情報とは，
「観光に

観光庁が実施した訪日外国人消費動向調査 [11] では，出

関する人間の判断や行動を導くための伝達的知識」と定義

発前に得た観光情報源で役立つものとして，
「検索サイト」

されている．観光における情報は，観光の段階に応じて分

(29.8%) に次いで「個人ブログ」(21.1%) が利用されてお

類できる．安村 [8] や市川 [9] は，観光情報は，観光前の事

り，口コミ情報は重要な観光情報であることがわかる [12]．

前情報，現地での現地情報，観光後の事後情報の 3 つの情

前田 [13] は，観光においては，観光客よりも観光事業者

報に分類され，観光前，観光中，観光後の段階に応じた内

側の方が観光地に関する情報をより多く持っていると述

容と形態で適切な情報を発信していく必要があると述べて

べており，観光情報は観光事業者から観光客への発信が主

いる．事前情報は，観光準備段階に必要な情報であり，旅

となっている．観光口コミ情報は，観光事業者から発信さ

行計画立案に用いられる情報を指す．現地情報は，観光地

れていない多様な情報を得ることができる貴重な情報源

において必要な情報であり，観光中に用いられる情報を指

であるといえる．電通モダン・コミュニケーション・ラボ

す．事後情報は，観光が終わった後に，旅を振り返る際に

は，ソーシャルメディアを利用した口コミ情報伝播を意識

用いられる情報を指す．魅力ある事前情報によって観光に

した生活者消費行動モデル概念「SIPS」を提唱した [14]．
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「SIPS」では，ソーシャルメディアを利用した生活者消費
行動は，共感，確認，参加，共有・拡散の 4 つの段階に分
かれ，共有・拡散した情報の共感が重要であると指摘して
いる．このことは，観光客が事後情報を生成し共有・拡散
させるとともに，事前情報として他の観光客に共感させる
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ことが，観光における口コミ情報の伝播において重要であ
ることを意味している．
我々は，観光客の観光地での行動を現地情報として収集
し，収集された現地情報に基づいた事後情報を生成した後，
生成した事後情報を他者と共有することで事前情報として
利用する観光情報ライフサイクルを提案した．さらに我々
は，観光情報ライフサイクルに基づく観光支援システムの
開発している [15]．図 1 は，観光情報ライフサイクルを示
している．須田 [16] は，観光は，観光主体，観光資源，観

図 1 観光情報ライフサイクル

光基盤，観光動機の 4 つの構成要素に分かれ，それぞれの
構成要素の間で情報が流通するモデルを提唱している．須

パーソナルナビゲーションシステム P-Tour を提案してい

田の提唱したモデルは，観光客が発信する情報を考慮して

る．丸山らのシステムは，ユーザが出発地や時間制約，観

いない．観光情報ライフサイクルは，観光者間における情

光候補地を入力することで，ユーザの希望に沿った観光ス

報の流通を示している点で須田の提唱したモデルとは異

ケジュールの作成とスケジュールに従った観光情報の提供

なる．

が可能となった．大渕ら [18] は，旅行用ナビゲーション機

我々が開発したシステムは，他の観光客が生成した事後

器「旅ナビ」を開発している．「旅ナビ」は，ポータブル型

情報を，事前情報として提供し，観光計画の立案を支援す

のカーナビゲーション機器であるが，内蔵するガイドブッ

る．また，立案された観光計画に基づいて，現地情報とし

ク情報を閲覧した際に，観光スポットに付箋を付けること

て観光行動に関する情報（観光行動情報）を収集する．さ

ができ，その付箋を用いた観光ルートの作成を可能として

らに，観光前に立案された観光計画と観光中に収集された

いる．これらの研究では，利用者が観光候補地とその重要

観光行動情報を用いて，観光の思い出を振り返ることがで

度を入力する仕組みであるため，利用者が事前に観光候

きる情報（観光ポートフォリオ）を事後情報として生成す

補地に関する知識を持っている必要がある．倉田 [19] は，

る．本研究における観光ポートフォリオとは，
「観光におい

Web 上での対話的な観光プラン作成支援システムを開発し

て生成されたすべての情報（動画，静止画，音声なども含

ている．倉田のシステムは，推薦する旅行プランを提示す

む）をまとめたもの」と定義している．我々が開発したシ

ると同時に他の観光施設に関する情報も提供し，利用者と

ステムは，観光行動情報として，観光行動の時間，位置，内

の対話によって観光計画を生成する．

容を多機能携帯端末の GPS 機能やカメラ機能等を用いて

現地情報に関する観光支援には，観光案内やナビゲー

収集する．すなわち，我々が開発したシステムは，観光客

ションシステムに関する研究がある．垂水ら [20] は，GPS

が現地情報から生成した事後情報を共有・拡散させ，事前

機能付携帯電話を用いて共有仮想空間による観光案内シ

情報として共感させる仕組みを構築している点で，観光に

ステムを開発した．垂水らが開発したシステムは，観光客

おける口コミ情報伝播を支援する仕組みであるといえる．

が共有できる仮想空間を構築し，構築された仮想空間を用

本論文では，観光情報ライフサイクルについて述べると

いて観光客に観光案内をすることができる．佐藤 [21] は，

ともに，我々が開発した観光情報ライフサイクルに基づく，

M-Space モデルを提案し，M-Space モデルに基づいたガイ

観光情報の生成／共有を支援する観光支援システムについ

ドシステムを開発した．佐藤が開発したシステムは，ユー

て述べる．

ザの位置や履歴によって異なる解説を流すことができる．

2. では，関連研究として，観光情報に関する研究を，事

宗森ら [22] は，位置情報を用いた汎用双方向ガイドシス

前情報に関する観光支援，現地情報に関する観光支援，事

テム xExplorer を開発した．xExplorer は，仲間内の観光

後情報に関する観光支援に分けて述べる．3. では，我々が

客を対象に，PDA を用いて，リアルタイムに位置情報，

開発した観光情報の生成／共有を支援する観光支援システ

チャット，画像などの情報を共有できるシステムである．

ムについて述べる．4. では，まとめを述べる．

2. 関連研究
本章では，観光情報に関する研究を，事前情報に関する

事後情報に関する支援には，観光客の観光行動を記録す
るシステムに関する研究が含まれる．伊藤ら [23] は，実世
界データの効率的な収集，蓄積，利用を実現するディジタ
ル旅日記サービスを提案している．伊藤らのシステムは，

観光支援，現地情報に関する観光支援，事後情報に関する

リアルタイムにユーザの行動情報を収集することを可能

観光支援に分けて述べる．

としており，収集された情報を分析することで，ユーザ独

事前情報に関する観光支援には，観光スケジュールの

自のサービス展開が期待できると述べている．原らは [24]

作成支援に関する研究がある．丸山ら [17] は，観光スケ

は，GPS ロガーを用いた訪日旅行者の行動調査を行った．

ジュール作成支援とスケジュールに沿った経路案内を行う

原らは，継続的に観光行動データの収集を実現する仕掛け

c 2015 Information Processing Society of Japan
⃝

2

Vol.2015-IS-131 No.4
2015/3/6

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

図 2

観光情報の生成／共有を支援する観光支援システムの概要

と，収集・分析した観光行動データに基づいて個人旅行者

本章では，観光行動情報を集約する観光ポートフォリオ

を対象とした観光プラン作成支援システムの開発を目指し

について述べるとともに，我々が開発した観光情報の生成

ている．伊藤ら [25] は，旅行記作成支援サービス 電子思

／共有を支援する観光支援システムについて述べる．

いでノート の開発を行った．電子思いでノートでは，観光
中に撮影した写真への文字やイラストの描きこみを行い，
旅行記として公開できる．加えて，閲覧者である他の観光
客も手描きでのコメント付与を可能としている．

3.1 観光情報の生成／共有を支援する観光支援システム
の概要
図 2 は，我々が開発した観光情報の生成／共有を支援す

我々は，観光客の現地での観光行動を通じて観光行動情

る観光支援システムの概要を示している．我々が開発した

報を収集し，収集した観光行動情報を集約することで観光

システムは，観光行動情報を収集し，観光計画を立案する観

ポートフォリオを生成し，生成された観光ポートフォリオ

光支援アプリケーションと，収集された観光行動情報から

を他者と共有できる観光支援システムを開発した．本シス

観光ポートフォリオを生成し，観光客間における観光ポー

テムでは，現地での観光行動によって生成される情報を収

トフォリオの共有を支援する観光支援サーバから構成され

集し，収集された現地情報から事後情報（観光ポートフォ

る．観光支援アプリケーションは，観光行動情報を収集す

リオ）の生成を支援している点，生成された観光ポート

る観光行動情報収集機能，収集された観光行動情報を観光

フォリオを用いて他の観光客が観光旅行計画を立案する際

支援サーバへ送信する観光行動情報送信機能，共有された

に活用できる点で上記で述べた研究と異なる．観光客が発

観光ポートフォリオから観光計画の立案を支援する観光計

する観光情報の伝播を考慮したモデルは，これまで提案さ

画立案機能，立案された観光計画を変更する観光計画変更

れていない．我々が提案した観光情報ライフサイクルは，

機能を有する．観光支援サーバは，送信された観光行動情

観光客が発する口コミのような情報も含んでおり，我々が

報を用いて観光ポートフォリオを生成する観光ポートフォ

開発したシステムは，観光客の口コミの情報伝播を支援し

リオ生成機能，生成された観光ポートフォリオを管理する

ている点で上記で述べた研究とは狙いが異なる．

観光ポートフォリオ管理機能，生成された観光ポートフォ

3. 観光情報の生成／共有を支援する観光支援
システム

リオを共有する観光ポートフォリオ共有機能を有する．
観光支援アプリケーションは，観光中に観光地において
使用されるため，観光客が持つスマートフォンやタブレッ

我々が開発したシステムは，他の観光客が生成した事後

ト端末などの Android OS 上で動作するアプリケーション

情報を，事前情報として提供し，観光計画の立案を支援す

とした．観光ポートフォリオ管理・共有機能は，ブログの

る．また，立案された観光計画に基づいて，現地情報とし

生成・管理を容易に行うことができる WordPress[26] を用

て観光行動に関する情報（観光行動情報）を収集する．さ

いて，Web アプリケーションとして実装した．観光ポート

らに，観光前に立案された観光計画と観光中に収集された

フォリオ生成機能は，観光行動情報を WordPress で扱える

観光行動情報を用いて，観光の思い出を振り返ることので

WXR（WordPress eXtended RSS）形式へ変換する機能で

きる情報（観光ポートフォリオ）を事後情報として生成す

ある．

る．本研究における観光ポートフォリオとは，「観光にお
いて生成されたすべての情報（動画，静止画，音声なども
含む）をまとめたもの」と定義している．
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図 3

観光ポートフォリオの概要

表 1
情報名

収集する観光行動情報
内容

収集方法

コメント

評価や感想

手入力

コメント日時

年，月，日，時間

携帯端末から取得

タグ

観光行動の種類

選択入力

位置情報

緯度，経度

携帯端末から取得

メディアファイル

画像や動画へのリンク

携帯端末から取得

ファイルは，観光行動中に撮影された写真や動画へのリン
図 4 観光ポートフォリオに蓄積される観光行動

クである．
図 4 は，生成された観光ポートフォリオを示している．「観
光行動」の件名は <title> タグ，行動日時は <wp:post date>

3.2 観光ポートフォリオ
図 3 は，観光ポートフォリオの概要を示している．本
システムで生成する観光ポートフォリオは，「観光におい

タ グ ，カ テ ゴ リ は <category domain=”category”> タ
グ で 示 さ れ る ．観 光 行 動 情 報 の タ グ は <category do-

main=”post tag”> で示され，コメント，コメント日時，

て生成されたすべての情報（動画，静止画，音声なども含

位置情報，メディアファイルは <content:encoded> タグで

む）をまとめたもの」と定義している．観光計画は，複数

示される．

の「観光行動」から構成される．観光計画「小豆島 EV 試
乗」を例に挙げると，高松から小豆島へのフェリーでの移

3.3 観光支援アプリケーション

動は「池田港へフェリー」という観光行動にあたり，道の

観光支援アプリケーションは，観光行動情報を収集する

駅ふるさと村での EV 試乗は「EV ドライブ」という観光

観光行動情報収集機能，収集された観光行動情報を観光支

行動にあたる．「観光行動」は，件名，行動日時，カテゴリ

援サーバへ送信する観光行動情報送信機能，共有された観

の情報を持つ．件名は，観光行動名や観光地名，行動日時

光ポートフォリオから観光計画の立案を支援する観光計画

は，観光行動を行った日時，カテゴリは，観光計画名を指

立案機能，立案された観光計画を変更する観光計画変更機

す．表 1 は，収集する観光行動情報を示している．観光行

能から構成される．

動情報は，コメント，コメント日時，タグ，位置情報，メ

図 5 は，観光行動情報収集機能の画面を示している．観

ディアファイルの情報から構成される．コメントは，その

光客は，コメントを入力し，観光行動の分類をタグを用い

観光行動に対する感想，コメント日時は，コメントが投稿

て選択する．「コメント＆タグ投稿」ボタンを押すことで，

された日時，タグは，移動や宿泊などの観光行動の分類を

観光支援サーバに観光行動情報が送信される．観光行動の

意味する．位置情報は，アプリケーションが観光行動情報

分類は，
「周遊」
「レジャー」
「体験」
「食事」
「購買」
「移動」

を収集した時点における携帯端末の緯度と経度，メディア
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図 5

観光行動情報収集機能の画面
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図 6 観光計画立案機能の画面

内部ストレージに保存されているファイルを選択し，「画
像投稿」ボタンを押すことで，観光支援サーバへ送信され
る．また，メディアファイルを選択して「サムネイル画像
更新」ボタンを押すと，選択されたメディアファイルが観
光支援サーバへ送信され観光計画のサムネイル画像として
設定される．「位置情報送信」ボタンを押すと，携帯端末に
内蔵された GPS 機器を用いて位置情報を取得し，観光支
援サーバへ位置情報が送信される．
図 6 は，観光計画立案機能の画面を示している．「観光
計画参照」が押されると，立案された全ての観光計画が観
光支援サーバから取得され，その計画名が画面に表示され
る．観光客が，表示された計画名から，観光計画立案に用
いる計画を選択すると，その観光計画において実施された
観光行動の件名と行動日時が一覧表示される．観光客は，
表示された観光行動の件名と行動日時を押し，観光計画を
編集する．観光計画名を入力し，
「観光計画立案」ボタンを
押すと，観光計画が生成される．
図 7 は，観光計画変更機能の画面を示している．「観光
計画名」には，現在進行中の観光計画名が表示される．
「現
在進行中」には，現在進行中の観光行動の件名が表示され
る．「終了予定時間」には，次に計画されている観光行動の
行動日時が表示される．
「次の予定」には，次に予定されて

図 7 観光計画変更機能の画面

いる観光行動の件名が表示される．観光客は，観光計画に
変更が生じた場合，
「現在進行中」に表示される観光行動の
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図 8

観光ポートフォリオ共有機能の画面（観光計画）

件名を編集し，
「編集」ボタンを押すと，当初計画されてい
た観光行動とは別の新たな観光行動が生成される．

3.4 観光支援サーバ
観光支援サーバは，送信された観光行動情報を用いて観
光ポートフォリオを生成する観光ポートフォリオ生成機
能，生成された観光ポートフォリオを管理する観光ポート
フォリオ管理機能，生成された観光ポートフォリオを共有
する観光ポートフォリオ共有機能から構成される．
図 8 は，
「小豆島 EV 試乗」の観光ポートフォリオを観光
ポートフォリオ共有機能を用いて共有した画面を示してい
る．「高松港へフェリー」，
「国民宿舎小豆島」，
「小豆島オ
リーブ公園」
，
「EV ドライブ」
，
「池田港へフェリー」の観光
行動が共有されている．閲覧者は，それぞれの「観光行動」
をクリックすることで，その観光行動の詳細について情報
を得ることができる．図 9 は，「高松港へフェリー」の観
光行動情報を示している．観光計画の件名は，WordPress
の Categories として表示され，観光行動の分類を示すタグ
は，Keywords として表示される．Google マップを用いて
地図を表示することもできる．
図 9
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観光ポートフォリオ共有機能の画面（移動を示す観光行動）
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4. まとめ
本論文では，観光客の観光地での行動を現地情報として

[9]
[10]

収集し，収集された現地情報に基づいた事後情報を生成し
た後，生成した事後情報を他者と共有することで事前情報

[11]

として利用する観光情報ライフサイクルについて述べると
ともに，観光情報の共有／生成を支援する観光支援システ
ムについて述べた．我々が開発したシステムは，観光客が

[12]

現地情報から生成した事後情報を共有・拡散させ，事前情

[13]

報として共感させる仕組みを構築している点で，観光にお
ける口コミ情報伝播を支援する仕組みであるといえる．

[14]

我々が開発した観光支援システムにおける観光計画立案
機能は，生成された観光ポートフォリオに含まれている観
光行動や観光計画から，新たな観光計画を立案する機能で

[15]

ある．すなわち，これまで訪れたことのない観光地は，立
案される観光計画に含むことができない．おすすめスポッ
トや穴場スポットの推薦機能についても現在検討をすすめ
ている．本研究で扱う観光行動情報は，我々が開発したシ
ステムからしか取り込むことができない．口コミ情報サイ

[16]
[17]

トやブログなど，外部のサービスから観光行動情報を収集
する機能も検討している．今後，観光情報ライフサイクル
および我々が開発した観光支援システムの有効性を検証す

[18]

るため，実証実験を予定している．
[19]
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