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留学生を対象としたグループ観光支援システムの提案
蘭天陽†

阿部昭博† 市川尚†

富澤浩樹†

留学生は勉学目的で来日しているが，身近な観光資源にも目を向けることは，異文化交流の面からも促進されるべき
であると考える．しかし，留学生は外国人観光客に比べ，日本語や日本の生活習慣についてある程度の理解があるも
のの，それらを日本人達と同程度に理解しているとはいえない．よって，既存の日本人向け，外国人旅行者向け観光
情報システムの機能は，いずれも留学生にとっては満足できるものではない．そこで，本研究では留学生の観光意向
調査を踏まえ，留学生のグループ観光を対象とした観光前の情報入手や観光計画を作成するプロセスとそこでの日本
語の支援を行うシステムを提案する．本稿では，観光意向調査結果と試作システムの基礎実験について報告する．

Proposal of the tourism support system for
a group of international students
TIANYANG LAN† AKIHIRO ABE†
HISASHI ICHIKAWA† HIROKI TOMIZAWA†
Most of the international students come to Japan for the purpose of studying or researching, but from the intercultural viewpoint,
tourism in Japan should also be encouraged to them. However, compared to the tourists from abroad, international students tend
to have understandings of Japanese language and lifestyle of people to some degrees, but they cannot comprehend them in the
same way as the Japanese do. Accordingly, those students cannot cope with the problems they might have by using the tourism
information systems designed for Japanese or tourists from abroad. Therefore, in order to clarify the needs of the international
students about tourism in Japan, a survey on international students was conducted. According to the findings of the survey, this
research proposes a system that supports a group of international students in planning the tourism. The system can also help
international students to deal with the Japanese problem in the process of tourism planning. The paper reports the survey on
international students about tourism, and the basic experiment of using the prototype system.

1. はじめに

生の日本語能力は会話で基本的な意味を伝えることができ
るが，いくつか間違いがあるというレベルの割合が最も多

外国人の訪日を促進することは日本の観光政策の重要課

いことが指摘されている．よって，留学生は外国人観光客

題である．2003 年から外国人に対する誘客政策であるビジ

に比べ，ある程度日本語や日本での生活習慣が理解できて

ット・ジャパン・キャンペーンが開始された．近年，訪日

いるが，日本語を母国語とする人達と同程度の理解は難し

外国人旅行者数は着実に増加し，2010 年は 861 万人に達し

いとも言える．和佐の研究[4]から，日本にいる欧米学生は

ている．2010 年に掲げられた新たな目標では 2020 年まで

積極的な観光行動を行っているが，中韓など東アジアから

に 2500 万人を目指している．しかし，外国人観光客向けの

の留学生は観光行動に最も消極的であることが明らかとな

情報提供は遅れており，東京オリンピックに向けて，Wi-Fi

った．また，外国に留学する学生の観光における表現に関

環境の整備や外国人観光客向けの観光情報システムの開発

する研究[5]では，ニュージーランドにいる中国人留学生は

が急ピッチで進められている．

学業以外に観光も楽しみたいと考えているが，経済的な要

日本に留学する学生も増加傾向にあり，平成 26 年度外国

因や研究に集中していることが，観光行動の促進を妨げる

人留学生在籍状況調査結果[1]によると，2014 年の留学生数

ことが多い．また，観光の目的について，留学生と外国人

は 184,155 人に達した．前年と比べ 16,010 人（9.5%）増加

観光客は似ている傾向が見られる[3]が，留学生に対する適

し，5 年前と比べると，51,435 人増加している．留学生は

切な言語支援，観光行動遂行の支援などの面から，既存の

勉学や研究目的で外国に留学しているが，留学先の文化を

外国人観光客向けの情報システムでは機能的に不十分であ

よく理解し，当地の人と交流するために，留学した地域を

り，留学生のニーズを考慮した観光情報システムが求めら

観光する傾向にある[2]．したがって，日本に留学する学生

れている．

に対して，日本の有名な観光地だけではなく，身近な地域

そこで，本研究では留学生を対象に観光ニーズを分析し，

の観光資源にも目を向けることは，異文化交流の面からも

留学生向けの観光支援システムの仕組みを明らかにするこ

っと促進されるべきであると考える．しかしながら，師ら

とを目的とする．本研究は岩手県盛岡市を対象フィールド

の留学生の日本国内における観光動向分析[3]により，留学

として，岩手県立大学に在籍する中国からの留学生を対象
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に観光を支援するための仕組みを検討し，システムの設計
を行う．
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2. 留学生の観光意向調査
留学生の観光意向調査
2.1 フィールド概要
本研究の対象フィールドである岩手県盛岡市の中心部は，
岩手県立大学のある滝沢市からバスや電車で 30 分ほどの
距離に位置する．旧市街地は江戸時代に盛岡城が築城され，
城下町として町並みが形成された．また，明治時代以降は
近代的な西洋建築物が多く建てられ，現在でも当時の町並
みや歴史建造物が多く残されている．そのため，まち全体
を屋根のないフィールドミュージアムと見立てた地域づく
りの一環で，スマートフォンによる街歩き支援の取り組み
等も活発に行われてきた[6]．
一方，盛岡の観光案内所に聞き取り調査を行った結果，
外国からの個人観光客に対する情報提供はホームページと
パンフレットに留まっており，多言語対応の充実が急務と
思われる．特に，留学生という潜在的観光客の存在があま
り意識されておらず，留学生の観光に対する意向を明らか
にし，施策に反映していく必要があろう．
2.2 調査概要
留学生の日本での観光に対する関心や，観光時の課題を
明らかにするため，意向調査を実施した．調査方法は IC
レコーダーを使う半構造化インタビューと観光行動観察で
ある．インタビュー調査の対象は岩手県立大学にいる中国
人留学生合計 6 名とし，そのうち，大連から来た特別聴講
生 5 名と，大学院生 1 名であった．インタビューは 1 名ず
つ行い，1 名あたり 2 時間程度をかけ，延べ 6 日間，14 時
間にわたって 2014 年の 12 月初旬から 2015 年 1 月中旬まで
実施した．インタビュー項目は観光現状，交通利用現状，
日本語理解度の 3 つに大別された．観光現状では留学生が
日本にいるときの観光状況と母国にいたときの観光状況の
比較と観光情報の入手方式について聞いた．情報入手の方
式には観光ウェブサイト，観光ガイドブック，観光案内所，
観光パンフレットといった面があった．交通利用では観光
時の交通手段の利用と地図の利用について聞いた．5 人の
特別聴講生は 2014 年の 9 月末に来日しているので，インタ
ビューを実施した当時，日本での滞在経験は 3 ヶ月ほどで
あった．
2.3 KJ 法による分析
インタビューによって得られた内容を KJ 法[7]で分析を
行った．KJ 法は主に以下の特徴がある．データを分解して
から，改めてグループを作成するボトムアップ式の分析に
よって，客観性を確保される．データ分析に当たって，図
解化によるグループの傾向が視覚的にわかりやすい．分析
の手順は録音材料のテキストデータ化，カード化，グルー
プ化，図解化となる．6 人の対象の発言を記述して，一人
で発言の中に意味が重複する表現を省き，合計 308 のカー
ドを作成している．図解化では，異なる人の同じ意味を伝
える発言については同一のカードにまとめ，その発言の人
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数を末尾の（）の中に示す．これら一連の作業においては
思考支援ツール IdeaFragment2 を用いた．A 型図解の結果
は図 1 に示す．
図解した結果として，グループは大きく観光においてポ
ジティブな面，ネガティブな面と観光に対する要望と意見
に分かれた．観光においてポジティブな面の中には，中グ
ループが 8 つ，観光においてネガティブな面の中には 14
つ，観光に対する要望と意見には 7 つ作成された．
以下，中グループは【】で囲み，具体的な意見を「」で
囲んで示す．留学生の観光における現状は【観光が楽しい】
【大連での観光経験が多かった】とその反対の【日本での
観光経験が少なかった】などにまとめた．留学生が共感し
た「見たことがない日本のスポットを見たい」から，日本
で観光したいという気持ちがあることが分かった．しかし，
日本に来てから 3 ヶ月の時点では，
「観光目的で盛岡に行っ
たことがない」という現状であった．また，
「インターネッ
トで観光情報を調べたことがない」という人が多かった．
以上から，インタビュー全体の結果としては，留学生は日
本での観光に対して期待しているが，観光行動は母国にい
た時よりも少ないという実状が確認された．
留学生が母国にいたときの詳しい観光状況の発言は【観
光形態が多様】【大連での観光情報源が多い】【大連での観
光経験が多かった】などに集約された．【観光形態が多様】
から，留学生の一番多かった観光形態は「友達との観光」
「クラスでの観光活動」であることが分かった．また，観
光の際，
「友達とのコミュニケーションが楽しい」という意
見が挙がった．観光情報の入手手段としては，
「周りの人か
ら聞いた」「インターネットで調べた」が多く，留学生は，
主体的に観光情報を調べていることが明らかになった．
【大
連での観光経験が多かった】により，留学生は「大連の観
光スポットにほとんど行った」というポジティブな状況を
生み出す要因については，
【大連での観光情報源が多い】
【グ
ループ観光が簡単にできる】
【人が協力してくれた】などが
示している．これは，留学生は周りの環境によく慣れてい
るから生じた結果ともいえる．
一方，留学生の日本での観光状況は【日本での観光経験
が少なかった】
【日本での観光情報源が少ない】などに示さ
れる．留学生の日本での観光経験が少なかった要因を探る
と，
【盛岡に詳しくない】
【観光情報は知らない】
【グループ
観光が難しい】【観光しない他の要因】などが挙げられた．
「盛岡のバスの使い方が分からない」という問題から，盛
岡の交通機関は留学生の母国の状況と違い，使いづらいと
感じている可能性が大きい．また，
「盛岡の観光地を知らな
い」「日本の観光ウェブサイトを知らない」「観光情報を紹
介してくれる人がいない」などの現状が明らかになった．
【グループ観光が難しい】はグループで観光する際の問題
点を示す．まず，観光計画を立てるときに，
「合意形成が難
しい」から，意見を統一できない，計画を作成できないな
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観光においてポジティブな面

要望と意見

観光が楽しい

グループ観光が簡単にできる

見たことがない日本のスポットを見たい
(2)

簡単に合意形成できる(1)

観光情報が充実している
サイトに観光情報がまとめてあった(2)

パンフレットが観光を振り返るには役に立つ(1)

留学生の5人はみんな仲よい(1)

写真を撮る(3)
友達とのコミュニケーションが楽しい(3)

5人のなかに1人のリーダがいて、みんな協力
して観光を計画した(1)

関連

観光形態が多様

グループで観光したい

関連

クラスでの観光活動(5)

日本の友達と一緒に観光に行き
たい(1)

地元の友達に連れられて行った(3)

買い物するついでに観光した(1)

音声解説(2)

2,3人の友達と一緒に行きたい(5)

人が協力してくれた

関連

関連
岩手の温泉は中国人の先生が連れて行ってく
れた(1)

周りの人から聞いた(6)

観光計画は詳しい人に任せた(1)

関連

相互に因果関係

情報チラシ(1)

因果関係

因果関係
観光情報がわかる

大連での観光経験が多かった
因果関係

観光情報が入手しやすい(2)

行動しにくい

日本の友人
を観光に誘っ
た(1)

地図上の情報提供(5)

関連

地元の友達が支援してほしい(2)
グループ観光はリーダが重要(4)
観光の時間を合わせる(3)

交通利用が不便(5)
紙地図が不便(4)
因果関係

循環バスを利用したい(6)
買い物のついでに観光をしたい(2)

日本語支援

観光計画作成支援

固有名詞は中国語の訳がほ
しい(2)

観光計画作成支援(5)

すぐに単語の翻訳ができる(2)

観光計画したくない(5)

漢字で情報を表す(1)

歴史文化スポットの解説(5)

因果関係
グループ観光が難しい

日本での観光経験が少なかった
因果関係

観光目的で盛岡に行ったこと
がない(5)

観光しない他の
要因

一緒に観光に行く人がいない(2)

関連

観光が楽しくない
歴史的な固有名詞の意味
が分からない(4)

時間が足りない(2)

仮名が苦手(5)

関連

因果関係

天気がよくない(1)

文章を読んでいるとすぐに
意味が分からなくなる(4)

人が協力してくれない
盛岡は観光地がな
いと感じる(5)

観光情報を紹介してくれる人がいない(3)

お金が足りない(3)

観光計画を立ててくれない(2)

関連

観光情報がよくない

観光情報は知らない
盛岡の観光地を知らない(5)

中国のサイト(1)

漫画(2)

地方の観光情報サイトはよく使ってい
ないし、役に立たない(1)

関連

日本での観光情報源が少ない

観光パンフレットはどうい
うものか分からない(3)
観光案内所を知らない(5)

盛岡の道が分からない(3)

日本の観光ウェブサイト
を知らない(6)

バスの車内放送(1)

日本社会との接触が少ないし、接触
したくない(3)

正しいバス乗り場が見つからな
い(3)

循環バスを知らない(5)

SNS(1)

自分は他の人を誘わなかった(5)

駅やバスセンターの看板(1)
授業(1)

課題(1)

図1

予備知識がない、解説がない歴
史文化スポットが面白くない(4)

因果関係

観光計画の作成が難しい
すぐに観光計画が作れな
い(1)

サイトに視覚的な情報が少ない(5)

盛岡に詳しくない
地図から現地の様子がイメー
ジできない(1)

因果
関係

因果関係

日本語入力が難しい(1)

交通費が高い(2)

合意形成が難しい(2)

日本での観光が多かった(1)

インターネットで
観光情報を調べ
たことがない(4)

日本語が難しい

人数が多いと活動が大変(1)

因果関係

因果関係
交通アクセスに関心がある(1)

一度たくさんのスポットに行きたい(1)
日帰り旅行したい(1)

因果関係

対立

バスの使い方が分からない(5)

交通不便

他の観光形態への要望

日本語の入力(1)

観光するところの意見の統一(5)

情報を得る方法がわからない(4)

関連

人の経験に基づく推薦(1)

大連での観光少なかった(2)

面倒くさい(2)

予約や支払い方法わからない(1)

予約方法を説明する(1)

観光情報は他人と共有したい(1)

大連の観光スポットにほとん
ど行った(4)

観光においてネガティブな面

観光カレンダー(1)

漫画での紹介(1)

グループ観光に必要なこと

先輩が教えてくれた(1)

観光ガイドブックがほしい(3)

動画の紹介(1)

スポットの特色をアピール(3)

因果関係
一人で行きたくない(4)

研究室の人に誘われて北海道に行った(1)
インターネットで調べた (5)

観光を便利にしたい

対面的な話・口コミ情報の提供(4)

クラスで大連観光活動を企画した(5)
大連での観光情報源が多い

関連

視覚的表現の利用(6)

エリア別でのスポット情報提供(1)

誰かが観光に行きたい時にみんなで行った(1)

観光と生活情報を合わせて
提供してほしい(1)
長い文章を読みたくない(3)

観光情報の分類(2)

プッシュ型の情報提供(1)

友達との観光 (6)

親と観光した(1)

関連

内容を簡潔にする(4)

因果関係

観光計画はみんな紙に書いて、紙を集めて、
議論して決めた(1)

因果関係

観光情報提供
観光コースの提供(2)

パンフレットに観光情報がまとめてあった(3)

相互にほかの人のことを考える(1)

観光地できるところが多い(3)

関連

内向的性格
留学生同士のコミュニケーションが少
ない(1)

サイトの紹介文は長くて面白くない(4)
パンフレット内容が変化に乏しい(4)
パンフレットから魅力が伝えられない(2)
バスの看板の内容がよくない(3)

KJ 法による A 型図解

どの問題点が読み取れる．なお，
「日本社会との接触が少な

するところの意見の統一」「グループ観光はリーダが重要」

いし，接触したくない」ことから，母国にいた状況と比べ，

などの意見が挙がった．【観光情報提供】では，「長い文章

日本で周りの人から観光情報を聞けていないのは，留学生

を読みたくない」ことに対して「内容を簡潔にする」，「視

がまだ日本の環境に慣れていないからであると考えられる．

覚的表現の利用」の要望が挙がった．留学生のニーズを考

そして，
【内向的性格】から，留学生は他の人と一緒に観光

慮した「観光情報の分類」は「観光情報と生活情報を合わ

したいと思うものの，「自分は他人を誘わなかった」「一緒

せて提供してほしい」や「買物のついでに観光したい」と

に観光に行く人がいない」状況になるのであろう．
【観光し

いう要望と関連がある．
【日本語支援】では「固有名詞は中

ない他の要因】では，
「お金が足りない」と「交通費が高い」

国語の訳がほしい」
「すぐに単語の翻訳ができる」などが示

という意見があり，留学生の経済的に余裕がないことがわ

された．
【観光計画作成支援】は，いずれの留学生も計画作

かる．また，
「時間が足りない」から留学生の勉学状況が観

成に負担を感じており支援に対するニーズの高さが伺える．

光に影響を与えていることが分かった．【日本語が難しい】

2.4 観光行動観察

から外国語として学んでいる日本語は，留学生にとって難

留学生の観光実態を理解するために，2015 年 1 月 1 日，

しいことを示している．留学生は観光情報を読むとき，
「文

中国人留学生 5 名に同行して，留学生の盛岡での観光行動

章を読んでいるとすぐに意味が分からなくなる」，「歴史的

を観察した．

な固有名詞の意味が分からない」，「片仮名が苦手」である
と感じている．
【グループで観光したい】【グループ観光に必要なこと】

観察を通じて，
「観光しようと思うとき，支援してくれる
人に一緒に行ってほしい」
「一緒に観光する時間合わせが難
しい」
「話し合うことで，観光意欲と満足度が高くなる」
「バ

【観光情報提供】【観光計画作成支援】【日本語支援】など

ス運行システムが分からない．運休の情報が分からない」

は留学生の観光に対する要望を示している．「2,3 人の友達

といった留学生の観光実態が把握できた．これら観光経験

と一緒に行きたい」
「一人で行きたくない」という意見が数

の共有は，インタビュー結果の分析・解釈を進めるうえで

多く挙げられたことから，グループでの観光活動は留学生

も役立った．

の共通の要望であることが分かった．グループで観光する

2.5 調査結果のまとめ

うえで必要なことしては，「観光の時間を合わせる」「観光
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の観点から考察する．

詳細を作り上げていく．これらのオンラインで完結したシ

①グループ活動支援：留学生はグループでの観光を希望し

ステムや研究は，グループで観光計画を作成する点におい

ているが，自分から積極的に他人を誘って観光行動をと

て参考になるものの，前述の意向調査を踏まえると本研究

るのは容易ではないため，システムでグループ観光のき

で対象とする留学生には向かないと思われる．

っかけを提示する仕組みがあると良い．また，グループ

また，対面のグループを対象に買物や見学などの計画作

で観光したい半面，グループでの合意形成は手間のかか

成を支援するシステムの研究として，複合商業施設内の行

る作業であり，観光計画を立てる際のスケジュール調整

動をプランニングするデジタルサイネージシステム[12]や，

や意見の共有支援が考えられる．

携帯端末と固定ディスプレーを用いてミュージアムの見学

②留学生を対象とした観光情報提供：対象フィールドであ

プランをグループで立案するシステム[13]がある．これら

る盛岡の観光情報について留学生はほとんど入手でき

は，対面でのグループ支援を意図している点で本研究と同

ておらず，留学生の観光を想定したコンテンツの開発は

様のアプローチを志向しているが，屋内のごく限られた空

必須である．

間内での行動を対象としており，本研究で扱う広域での観

③予約や支払方法：食事や見学，移動に伴う各種の予約，

光計画作成とは扱う問題が異なる．

支払い方法は日本固有の部分が多いため，それらの対処

そのほか，観光計画作成に関する研究としては，グルー

についての事前の情報提供や現地でのコミュニケーシ

プ観光を対象として観光計画を自動生成するシステムの研

ョン支援が考えられる．

究[14][15]がある．グループの各メンバの嗜好を抽出し，訪

④交通情報：盛岡のような地方都市の公共交通機関は，電

問するべき観光スポットの推薦を試みているが，詳細な計

車よりもバスのほうが発達している．バス利用の情報支

画の作成までは至っていない．対話的な観光計画の作成を

援ニーズは高いが，バスの乗り換え路線が複雑かつ膨大

支援する CT-Planner[16]は，ユーザの嗜好を反映した観光

であること，路線情報のオープンデータ化は進んでいな

計画を段階的に精緻化する，実用性の高い研究であるが，

いことから，システムでの支援は容易ではない．

グループでの合意形成等は特に支援していない．

⑤日本語支援：観光において留学生が抱える「日本の歴史

一方，外国人観光客の言語問題に対するシステムの研究

文化に関係する固有名詞の意味がわからない」「日本語

開発は，スマートフォンの普及によって活発化しているが，

での対面的コミュニケーションの理解が不十分」などの

留学生のニーズに必ずしも対応できているわけではない．

問題に対する支援は重要である．

たとえば，スマートフォン用多言語音声翻訳アプリケーシ

留学生が観光行動をとらないことの主な要因は，観光情

ョン VoiceTra は，産官学プロジェクトのもと多言語音声認

報の入手とグループで観光計画を立てることがうまく行え

識，多言語翻訳，多言語音声合成などの豊富な機能を提供

なかったことにある．したがって，留学生に観光を促進す

している[17]．そのほか，小吹らは外国人用の現地の人に

るために，観光前のプロセスの支援が重要となる．観光客

協力を求めることができる「言語フレーズブックサービス」

向けの巡回バス利用方法や観光場面での一般的な支払いや

と食事に関する情報を外国語で提供する｢飲食店情報サー

予約方法に限定すれば，それらは事前の観光情報提供の範

ビス｣を構築した[18]．高橋は外国人観光客向けの位置情報，

疇で十分対応も可能であろう．その際，観光場面を前提と

施設情報やイベント情報といったコンテンツを組み合わせ

した日本語の支援が不可欠となる．以上から，本研究では，

たガイド情報サービス「映画村ガイドシステム」と通訳を

事前の観光情報提供，グループでの観光計画作成，日本語

介して外国人観光客とスタッフとの情報交換を行う Q&A

支援の３点に主眼を置いて進めることとする[8]．

サービス「多言語 Q&A システム」の実証実験を行った[19]．

3. 関連研究

4. システム設計

オンライン環境での協働作業によって観光や旅行の計画
を作成するシステムとして，AniMAP[9]，Bon Voyage[10]，

4.1 設計方針
(1) グループで観光計画を作成するプロセスの支援

Trippiece[11]などがある．AniMAP はブックマークとアノテ

個人観光計画の作成に比べ，グループを対象とする観光

ーション共有による Web 協調型探索システムモデルに基

計画の作成は主に以下の特徴がある．①観光提案者が存在

づき，グループ旅行プラン決定支援に特化した検索システ

し，他のメンバとグループを構成する．通常は観光提案者

ムである．Bon Voyage は，企業内の出張旅行を計画する際

が観光テーマを決めて，観光に同行する人を誘う．②メン

に，ユーザが自分の作成した計画を他のユーザと共有する

バ間の合意形成が必要となる．グループ観光スポットとそ

ことで，計画作成の効率化を意図している．Trippiece はグ

れらの訪問順の確定，スポット間の移動手段の検討などの

ループを対象として観光を企画するソーシャル旅行サービ

作業はグループ全員が議論したうえで決定する．留学生グ

スで，企画者と参加者がシステムユーザとなる．企画者は

ループでの観光を計画する上で，トリガーがないと観光行

新たな旅行を提案し，その旅行に興味をもつと協働で企画

動に踏み出せないことが，前述の調査結果から懸念される．
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この点については，先輩留学生や留学生支援者がファシリ

ファシリテータから観光の誘いを受け，希望する場合は

テータとして介在することが可能なシステム設計とする．

メンバとしてグループに加わる．観光計画を作成する際，

システムの主たる利用形態は対面・同期型とする．これ

ファシリテータの指示に沿って，他のメンバと議論しなが

は，観光計画という合意形成を伴う作業であることと，調

ら訪問する観光スポットとルートについて決める．

査対象とした留学生の行動傾向から，対面・同期型の作業
が最も効率が良いと判断したためである．なお，各自が観
光情報を事前に収集してからグループの計画作成に参加し
たり，一部メンバが途中でグループ計画作成に参加する場
合の利用も想定する．
(2) 留学生のニーズを考慮した観光情報の提供
意向調査で挙がった観光は生活情報と合わせて提供して
ほしいという意見を踏まえ，歴史文化，見学施設といった
定番の観光情報以外に，日常的に利用する商業施設，飲食
店などの情報を加える．また，視覚に訴えるような表現を
利用してほしいという意見に対しては，写真等を主体とし
て直感的にスポット情報を伝えるような仕組みとする．な
お，観光情報と作成した観光計画は事前のみならず現地で

図 2

システム構成

観光する際にもタブレット端末等で閲覧できるようにする．
(3) 日本語ベースでの外国語対応の支援
日本語の学習を兼ねて，システムは日本語ベースにし，
分からない語彙があった際にはその単語を選択することで，

5. プロトタイプ実装
プロトタイプは PHP，JavaScript 言語で開発し，データ

言語翻訳を表示する．観光計画を作成する時に，留学生が

ベースには MySQL，地図表示には Google Maps API を利用

調べた語彙を自動収集しながら，段階的に観光対応翻訳辞

する．また，辞書翻訳・辞書には，デ辞蔵 API，Microsoft

書を拡張できるようにする．

Translator API と Wikipedia API を用いる．

観光辞書に蓄積されたデータを分析することで，留学生

5.1 コンテンツ

にとって理解しにくい日本語や日本文化の傾向を分析する

プロトタイプでは，観光情報として，
「歴史文化」，
「見学

ことができる．また，観光情報システムだけでなく，観光

施設」と「商業施設」の 3 つのカテゴリのスポットを計 71

地の各施設で他言語対応を進める際の参考にするなど，他

箇所掲載している．商業施設に関しては，盛岡市にあるス

の応用も可能だと思われる．

ーパー，総合商業施設と飲食店の情報を収集している．図

4.2 システム構成

書館，美術館，記念館，科学館，資料館，ミュージアムと

システム構成を図 2 に示す．上記の設計方針を踏まえ，

いったスポットは見学施設としてまとめている．スポット

本研究ではユーザ管理，観光計画作成支援，外国語対応の

一覧では写真に基づいたスポット情報を直感的に提供する．

3 つの機能モジュールを設計する．ユーザ管理にはユーザ

スポット詳細では，観光スポットの画像，紹介文，地図で

が登録した情報の管理機能や一緒に観光計画を作るユーザ

位置情報を提供している．スポットの位置情報に関しては，

たちをグループに編成するグループの管理機能がある．観

Google Maps の Geocoding 機能を使い手動で収集した．
開始

光計画作成支援には，スポット閲覧，計画作成，計画閲覧
といった機能がある．外国語対応には語彙を選択して，翻

STEP1

参加者の募集

①ファシリテータは観光テーマを提示する
②ファシリテータは参加者を誘い、参加者はグループに加入する

訳を表示する語彙翻訳機能と観光辞書に語彙を登録する語
彙収集機能がある．

STEP2

観光スポットの決定

③グループメンバは行きたい観光スポットを各自で選択する
④システムはグループ全体の観光スポットを集計する

4.3 システム利用対象
システム利用対象は 4，5 人程度の留学生グループで，フ

NO

グループ議論
合意形成

ァシリテータとグループメンバの 2 つの役割に分かれる．

YES

(1) ファシリテータ

STEP3

⑤ファシリテータは訪問順を決定し、タスクを分担させる
⑥グループメンバは交通手段を検索し、タスクを完成する

観光のテーマを考え，他人を観光に誘う立場であり，グ
ループメンバが出した意見を集約し，代表者としてグルー

NO

プの意志決定を行う．計画作成および実際の観光時のファ
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グループ議論
合意形成

YES
計画完成

シリテーションを遂行する役割もある．
(2) グループメンバ

観光ルートの決定

図3

グループでの計画作成プロセスフロー

5

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2015-GN-96 No.21
2015/10/3

5.2 グループでの計画を作成するプロセス
グループで計画を作成するプロセスフローを図 3 に示す．

語の語彙や文を機械翻訳した結果を出す．日本の歴史文化
に関する固有名詞は Wikipedia API を使って日本語で説明

Step1: ファシリテータは参加者ユーザをグループに誘う．

を行う．観光情報を閲覧する時，分からない語彙があれば，

参加者ユーザはグループに加わる．Step2: 対面で議論する

その語彙をマウスで選択することで，言語翻訳の結果が図

ためにグループメンバは日時を調整して集まり，一人一台

5 のように表示される．また，ユーザ全員は，過去の辞書

のパソコンでシステムの利用を始める．ファシリテータの

を検索した履歴を参照することで，観光でよく参照される

進行に従って，まず，各自スポット一覧から自分の興味あ

語彙を容易に調べることもできる．

るスポットを選択してシステム上に登録する．全員分の希
望スポットが集計された一覧画面（図 4 左）を見ながら，
希望の上位に挙がったスポットについて，希望者は理由や

6. 評価実験
評価実験と考察
実験と考察
6.1 実験概要

コメントを口頭で伝えながら議論し，訪問スポットを決定

提案システムの機能要件を明確にすることを目的に，留

する．Step3: 訪問が決定したスポットの位置を地図上で確

学生 5 人を対象として，2015 年 7 月 17 日～18 日に基礎実

認しながら（図 4 右），どのような訪問順，ルート，交通手

験を行った．

段にすべきかについて，メンバで作業（タスク）を分担し

評価の流れは以下の通りである．1 年間の研修を終えて

て Web 等で調べる．全員のタスク完了後，集約された計画

帰国予定の大連からの特別聴講生を対象として，
「帰国する

をシステム上で確認し，ファシリテータの最終確認を経て，

前に，もう一度盛岡をグループで観光し，日本文化への理

作成を完了する．

解を深めてもらう」といった観光場面（テーマ）を設定し，
先輩留学生である筆者はファシリテータとして，後輩達を
観光に誘った．7 月 17 日，筆者を含む 6 名で構成されたグ
ループでシステムを利用して観光計画作成を実施した（図
6）．実施に出たシステムに対する意見は随時記録した．翌
18 日，5 名中 3 名が立案した計画に沿って実際に盛岡を観
光した．現地では，タブレット端末を持ち，Wi-Fi でシス
テムにアクセスし，作成した観光計画やスポット情報を閲
覧した（図 7）．実際の観光ルートと計画したルートを比較
するために，GPS logger を持参して記録した．観光終了後，
観光に参加した 3 人と未参加の 2 人という 2 つのグループ
に分けて，グループインタビューを実施した．

図4

計画作成画面

図 6 システム利用の様子

図5

言語翻訳

5.3 翻訳・観光辞書

図7

実際の観光の様子

翻訳・観光辞書では，英語辞書，中国語翻訳と日本語
Wikipedia の 3 つを提供している．英語辞書はデ辞蔵 REST

6.2 評価結果

版 API を使っており，日本語の語彙を英単語に翻訳する．

(1) システム利用実験

中国語翻訳は Microsoft Translator API を使っており，日本
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③計画したルート以外にあるスポットに立ち寄った：
「鬼の

た．観光辞書にはユーザが調べた 23 の語彙を収集できた．

手形」という看板があり，ファシリテータが有名な神社

その内，複数検索した言葉として，
「狛犬」
「天満宮」
「啄木」

であることを教えたところ，皆が興味をもったため観光

「明治 23 年」「盛岡」「博物館」があった．

することとなった．「鬼の手形」で入手したパンフレッ

計画したルートは「盛岡駅から出発～（巡回バス）～盛

トから，周辺には他にも観光スポットがあることが分か

岡市役所～（徒歩）～ござ九（保存建造物）～（路線バス）

り，それらも見て回った．帰りルートが変わったため，

～盛岡中央公民館～（徒歩）～報恩寺～（路線バス）～盛

タブレット端末で調べて，巡回バスで盛岡駅に戻った．

岡駅～（徒歩）～フェザン（駅ビル）で買い物～（徒歩）
～盛岡駅に到着」である（図 8 上）．

(3) インタビュー結果
グループインタビューは，一人ひとりを対象とするので

グループでの計画作成時に，幾つか問題があった．各自

はなく，各設問に対して，グループ全員から自由に意見を

の訪問したいスポットを集約した結果，当初想定していた

述べてもらった．予め設定したインタビューの基本項目は

よりスポット総数が多かったため，スポットの絞込みは容

システムの期待効果，システム機能に対する要求，情報提

易ではなかった．また，スポット選択に要する時間には個

供に対する要求の確認といった 3 つの観点に分けたが，回

人差があり，早く作業を終えた人はやることがなく時間を

答に応じて，適宜追加の質問を行うことで，当初意図した

持て余した．そのほか，スポット間の移動手段の確定やバ

内容を聞き取ることができた．

ス路線と乗車時刻の検索は留学生にとって難しい作業であ

6.3 考察

った．

(1) グループで観光計画を作成するプロセスの支援
実験中の様子や実験後のインタビューから，グループで
観光計画作成することで留学生の観光に対する参加意識が
高まる様子が見られ，本システムのコンセプトの妥当性が
確認できたものと考える．
一方，グループ計画作成支援の機能としては，２つの課
題が明らかになった．
①ファシリテーションに対する支援：メンバ各自がスポッ
ト選択し，それらを集約するプロセス（図 3 の Step2）
において，選択されたスポット数が多すぎで作業が滞っ
てしまった．対処としては，ファシリテータ役が各自の
希望スポット数に個数制限や対象となる観光エリアを
限定するなど，ファシリテーションの工夫が考えられる．
しかしファシリテータ役が必ずしも経験豊富とは限ら
ないことから，ファシリテーションを支援するための機
能が望まれる．
②現地観光時の計画変更支援：実際の観光では計画と異な
る行動をするのが一般的である．今回の実験でも，観光
図8

計画と実際のルート比較

途中で立ち寄りの行動が見られた．計画の変更は，移動
手段の変更を伴うため，留学生にとって対応は容易では

(2) 実際の観光
実際に観光したルートの GPS ログデータを図 8 下に示す．
観光に要した時間はおよそ 6 時間であった．計画に沿って

なく，システムによる支援の必要性が示唆された．
(2) 留学生向けの情報提供
今回の実験を通して，留学生のニーズを考慮したコンテ

スポットを順番に観光したが，計画と異なる行動が幾つか

ンツの在り方についてより明確になった．

あった．GPS ログデータから大きく 3 点の変更が確認され

①生活情報の充実：定番の観光情報以外に普段の生活で利

た．

用する商業施設の情報を盛りむようにしたが，祭りなど

①予定していたルートの途中に興味をもったスポットに立

地元住民ならよく知っているが観光情報として発信し

ち寄った：盛岡市役所からござ九に徒歩で移動途中，岩

ていないようなイベント情報についても充実が望まれ

手銀行中ノ橋支店（重要文化財）に立ち寄った．

る．

②交通手段を変更した：ござ九からバスで盛岡市民中央公

②スポットの評価：留学生目線によるスポットの評価を蓄

民館に行く予定であったが，バスを乗り過ごし次の乗車

積しランキングを付与すれば，スポット選択時の参考に

時刻まで 1 時間あったため，歩くこととした．

なる．
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③モデルプランの提示：巡回バスのみを使ったプランや，

手県立大学ソフトウェア情報学部の大連特別聴講留学生第

先輩留学生が作成したプランなどを提示することで，日

10 期生諸氏，社会情報システム学講座の萬直之氏に感謝の

本での滞在経験が浅い留学生でも，手軽に観光を楽しめ

意を表する．なお，本研究の一部は，科研費 26360070 の助

るようになる．また，地元住民が生活の足として使って

成を受けている．

いる路線バスを使ったプランなども用意することで，普
段訪れることのない場所の観光にも役立つ．これらモデ
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繋がる．
(3) 日本語ベースでの外国語対応の支援
提供した観光対応翻訳辞書機能の評価は高かった．留学
生はある程度日本語が理解できていること，長文に対する
機械翻訳の質に問題があることから，辞書として語彙の翻
訳支援に留めたほうが使いやすいようであった．システム
の辞書で複数回検索した語彙「天満宮」「啄木」「明治 23
年」
「盛岡」などから，留学生にとって歴史文化に関する語
彙が分かりにくいことを示しており，Wikipedia による固有
名詞（人名，地名）の解説は有用であることが確認された．
一方，観光辞書に登録された 23 の語彙のうち 1 回だけ検
索されたのが 17 個で，留学生の日本語理解状況にばらつき
が見られる一方，特に検索が集中した語彙は見られないの
で，今回の実験だけでは留学生にとって理解しにくい日本
語や日本文化の傾向を確認することはできなかった．分析
するには今後さらに多くのデータを収集する必要がある．

7. おわりに
本研究では留学生の観光意向調査を踏まえ，グループ観
光を支援するシステムを提案した．観光意向調査は，盛岡
市をフィールドとし，岩手県立大学に在籍する中国からの
留学生 6 名を対象にインタビュー調査と観光行動調査を実
施した．調査結果から明らかになった日本での観光行動の
現状と問題点を踏まえ，設計方針として，①グループでの
観光計画作成プロセスの支援
た観光情報の提供

②留学生のニーズを考慮し

③日本語ベースでの外国語対応の支援

の 3 点に主眼を置くことした．プロトタイプを実装し，評
価実験を行った結果，システムによる支援の方向性が観光
実態やニーズに合致していることを確認した．対面・同期
型による計画作成支援の方向性については，留学生の観光
への参加意識の醸成に効果が期待できるものと考える．ま
た，日本語をある程度習得している留学生の日本語レベル
を念頭に置いた観光翻訳辞書についても実用性が確認でき
た．
今後は，評価実験で明らかになったシステム機能やコン
テンツへの要望を踏まえ，システムの機能要件を再度見直
し，改善する予定である．また，将来的には中国語圏以外
の留学生に対する本アプローチの適応可能性についても検
討したい．
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