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1. はじめに
近年，観光において撮影された写真と自らの
感想を書き綴ることで自分自身の観光を振り返
る観光日記作成システムが注目されている．観
光 日 記 は ， 観 光 者 自 ら が 自 身の観光行動を記
録・振り返るためのものであるが，観光者の観
光行動を把握する貴重な情報源としても期待さ
れる． 本研究では，観光中に撮影した写真とプ
リンタを用いて，プリントされた観光日記を作
成するシステムを開発する．
Futuresource Consulting[1] の 市 場 調 査 に よ
ると，欧州のフォトプリント数は年々減少して
いるが，撮影される画像数は増加しており、ソ
ーシャルネットワーキング内のフォトプリント
アプリや画像共有プラットフォーム，スマート
フォンから簡単にプリントショップに接続する
サービスなどによって，フォトプリント数は増
加が期待できると述べている．
我々が開発したシステムを用いて観光日記を
作成することにより，観光者は自身の観光行動
を記録し振り返ることが可能になる．さらに，
観光者は自身の好みに応じた自由なレイアウト
で観光日記を作成することが可能となる．観光
日記を作成する際に収集した写真などの情報は
システム内のデータベースに保存され，観光者
の観光行動の分析に利用される．本論文では，
観光中に撮影された写真を用いた観光日記作成
システムの概要について述べる．
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その観光地に対する理解を深めることができる．
藤原らは観光予定者のためのパノラマ画像を介
した情報共有システム[3]を開発した．藤原らが
開発したシステムは，観光地において撮影され
たパノラマ画像に，詳細情報を表示するための
アイコンを付与し，観光者に写真の詳細情報を
提供する．いずれのシステムも，現地における
観光者の支援，観光前における観光者の支援に
主眼をおいており，本研究のねらいとは異なる．

3. 観光日記作成システム
本研究で開発した観光日記作成システムは，
観光者が観光中に撮影した写真，写真に付与さ
れる EXIF 情報，写真に対するコメントを基に
観光日記を作成し，プリンタを用いて作成され
た観光日記を印刷するシステムである．図 1 は，
観光日記作成システムの概要を示している．観
光日記作成システムは，観光情報送信アプリケ
ーション，観光情報登録アプリケーション，観
光日記作成アプリケーションから構成される．

3-1. 観光情報送信アプリケーション

観光情報送信アプリケーションは，観光者の
所持する携帯端末上で動作し，観光の記録をサ
ーバに送信するアプリケーションである．観光
情報送信アプリケーションは，写真コメント送
信機能，レイアウト選択機能，プレビュー機能
から構成される．写真コメント送信機能は，観
光者が観光地において撮影した写真およびコメ
2. 関連研究
ントをサーバに送信する機能である．レイアウ
ト選択機能は，観光日記を印刷する際のレイア
浦田らは地域観光を支援するためのフォトラ
ウトを観光者が自由に選択できる機能である．
リーシステム[2]を開発した．浦田らが開発した
システムは，観光地でのフォトラリーを通じて， プレビュー機能は印刷される観光日記を，事前
に確認する機能である．
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3-2. 観光情報登録アプリケーション
観光情報登録アプリケーションは，サーバで
動作し，データベースに観光者の観光行動を保
存・蓄積するアプリケーションである．観光情
報登録アプリケーションは，観光情報抽出機能，
観光情報登録機能，データベースから構成され
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図 1． 観光日記作成システム
る．観光情報抽出機能は，観光情報送信アプリ
ケーションから送信された，写真の EXIF 情報を
解析し，写真が撮影された位置情報，撮影日時
を取得する機能である．観光情報登録機能では，
写真が撮影された位置情報，撮影日時，コメン
ト，印刷レイアウトの情報をデータベースに登
録する機能である．データベースは，観光情報
を保存・蓄積する観光情報テーブルの他に，観
光日記の印刷ジョブを管理するための印刷ジョ
ブテーブルを有する．

4. おわりに
本論文では，観光後の観光者を対象にした，
観光中に撮影された観光写真を用いた観光日記
作成システムについて述べた．本システムを用
いることにより，観光者はプリントされた観光
日記を通じ，自らの観光を記録・振り返ること
ができる．また，観光日記の作成に利用された
データは，データベースに保存され，観光者の
観光行動の分析に利用される．現在，システム
の有効性を検証すべく実証実験を計画している．

3-3. 観光日記作成アプリケーション
参考文献
観光日記作成アプリケーションは，プリンタ
で動作し，観光日記を印刷するアプリケーショ
ンである．観光日記作成アプリケーションは，
ジョブ選択機能，プレビュー機能，印刷機能か
ら構成される．ジョブ選択機能は，データベー
ス上の，印刷ジョブテーブルから印刷データの
一覧を表示する機能である．プレビュー機能は，
選択した印刷ジョブから印刷される観光日記を
事前に確認する機能である．印刷機能は，印刷
ジョブテーブルに登録されている印刷レイアウ
トに従って，観光日記を印刷する機能である．

[1] Futuresource Consulting
http://www.futuresourceconsulting.com/index.html (参照日:2016 年 1
月 5 日)
[2] 浦田 真由，長尾 聡輝，加藤 福己，遠藤
守，安田 孝美，”地域観光を支援するためのフ
ォトラリーシステムの開発”，情報文化学会誌
21(2), 11-18, 2014-12-25
[3] 藤原 佑歌子，吉野 孝，”観光予定者のた
めのパノラマ画像を可視板情報共有システムの
提案”，マルチメディア、分散協調とモバイル
シ ン ポ ジ ウ ム 2014 論 文 集 2014, 430-437,
2014-07-02

4-972

Copyright 2016 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

