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はじめに
らくがき管理サーバ

日本観光協会の調査によると，観光者がもっとも重
視する情報源は，他の観光者から発せられた口コミ情
報であると言われている [1]．松村ら [2] は，手書きに
よる情報は，幅広い世代に受け入れられ，情報共有の
手段として有効であると述べている．本研究では，観

らくがきライブラリ

光者が撮影した写真から撮影場所を特定し，その撮影
画像検索・登録

場所に紐づいた仮想のらくがきインターフェイスによ
る観光者間の観光情報共有システムを提案する．本研

コンテンツ生成

らくがき画像登録

仮想らくがきインターフェイス

究で提案するシステムは，口コミ情報による観光情報
共有を支援するシステムであり，また手書きによる観
光情報共有を支援するシステムでもある．
携帯端末を用いた観光支援システムについては多く
の研究がなされてきたが，観光地側は事前に提示する

写真認識

らくがき閲覧

らくがき描画

コンテンツや，提示のために必要なトリガとなるマッ
プまたはタグを用意しなければならず [3] [4] ，利用で
きる範囲が限定されるなどの欠点を有していた．本研
究で提案するシステムは，観光者によって書き込まれ
る口コミ情報を用いるため，事前になんらかのコンテ
ンツを用意する必要がない．さらに，観光情報へのア
クセスのトリガは，観光地で撮影された写真であるた
図 1: 情報共有システムの概要

め，利用できる範囲は限定されない．本論文では，仮
想らくがきインターフェイスを用いた観光者間の観光
情報共有システムについて述べる．

2

成を可能にするシステムである．図 1 は，観光情報共

仮想らくがきインターフェイスを用いた観
光者間の観光情報共有システム
我々が提案する観光情報共有システムは，観光者が

撮影した写真から撮影場所を特定し，その撮影場所に

有システムの概要を示している．観光情報共有システ
ムは，仮想らくがきインターフェイスとらくがき管理
サーバから構成される．

2.1

仮想らくがきインターフェイス

紐づいた仮想のらくがきインターフェイスを用いて，他

仮想らくがきインターフェイスは，画像認識機能，コ

の観光者によるらくがきの閲覧と新たならくがきの作

ンテンツ閲覧機能，らくがき描画機能を有している．画
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像認識機能は，観光者が撮影した写真をサーバに送信
し，登録されている写真と類似する写真から撮影場所
を特定する機能である．らくがき閲覧機能は，同じ場
所で他の観光者が残したらくがきを閲覧する機能であ
る．らくがき描画機能は，らくがき閲覧機能で生成さ
れたらくがきに対してらくがきを追加する機能である．

4-977

図 2 は，仮想らくがきインターフェイスの画面を示
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機能である．らくがき画像登録機能は，新たならくが

(a)

き画像をらくがきライブラリに登録する機能である．

登録済み画像

3 おわりに

画像の新規登録

本論文では，仮想らくがきインターフェイスを用いた
観光者間の観光情報共有システムについて述べた．我々
が提案するシステムによって，類似の写真を撮影した
観光者間で，写真に書き込まれたらくがきを共有する
ことができる．
現在，システムプロトタイプの機能改良と，実証実
験の計画を行っている．

©William Warby

(b)

らくがきの保存
コンテンツ画像
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テンツ生成機能，らくがき画像登録機能を有している．
写真画像検索・登録機能は，らくがきライブラリ内か
ら撮影画像と類似する画像を検索したり，らくがきラ
イブラリへ撮影画像を登録する機能である．写真画像
検索・登録機能は，画像認識技術のリコービジュアル
サーチ技術 [5] を用いる．コンテンツ生成機能は，撮
影場所の共通する，1 枚の撮影画像と，複数枚のらく
がき画像とを重ねあわせてコンテンツ画像を生成する
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