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はじめに

	
  近年，訪日外国人旅行者の増加に伴い，観光業は我が国
の重要な産業の１つとなっている[1]．特に 2020 年の東京
オリンピック開催に向け，観光客が快適に観光を満喫でき
る環境整備が求められている．快適な観光の実現には，観
光案内パンフレットや案内図といった複数の観光スポット
の情報をあるテーマに沿って分かりやすくまとめた観光コ
ンテンツの充実が必要不可欠である.しかしながら，現在供
給されている観光コンテンツはバリエーションが少ないた
め，観光客それぞれの嗜好に合わせた観光コンテンツを提
供することが困難である．また，既存の観光コンテンツの
多くは静的情報のみを扱っているため，実際に観光を行う
時の天気や混雑状況，期間限定のイベントといった動的情
報が反映されていない．
	
  一方，スマートフォンなどのモバイル端末の爆発的な普
及や SNS，レビューサイトなどの人気化により，一般ユー
ザがつぶやきや動画像，レビューと言った自身の体験に関
する情報(CGM：Consumer Generated Media)を発信する機会
が増加している[2]．特に，観光客が発信する CGM は，実
際に体験した観光行動の感想や評価，気候や混雑状況と言
った情報を含んでいる可能性が高いことから，これから観
光を始める人々にとって有意義な情報であると考えられる．
	
  本研究では，個々の観光客の満足度を上げるため， 観光
客の嗜好および金銭的・時間的制約および観光スポットの
混雑状況を考慮して，個々の観光客にとって価値が高くな
る観光コンテンツを自動作成し提供する,CGM のキュレー
ション手法の実現に向けた検討を行う．キュレーションと
は，収集した様々な情報を，特定の価値観・嗜好・目的に
基いて要約・編纂し，共有するという手法であり，観光コ
ンテンツの編纂に適していると考えられる．提案する
CGM キュレーションでは，現在，観光している人々がア
ップロードする CGM を素材として，取捨選択，統合処理
を行い，次の観光客の嗜好に合わせた観光コンテンツを生
成することを目指す．
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図 1	
  提案システムの全体像
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図 2	
  作 成す る観 光 コン テ ンツ のイ メ ージ 図

提案システムの概要

	
  	
  提案システムの全体構成を図 1 に示す．また，以下に
キュレータの処理過程を示す．	
 
(1)
参加型センシングによって集まった CGM から，現
在行われているイベント情報，観光スポットの動画
像，混雑度や待ち時間を抽出する．
(2)
キュレーション結果を提供する観光客の嗜好や過去
の情報を取得する．
(3)
(1)，(2)の情報を合わせて取捨選択，統合処理を行い，
観光コンテンツとして使用する CGM を選択する．
(4)
(3)で選択した CGM を組み合わせて観光客に観光コ
ンテンツとして提供したときの観光客の評価を予測
し，最も評価が高くなるように CGM を組み合わせ，
観光コンテンツを作成する．
(5)
(4)で作成した観光コンテンツを観光客に提供する．
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表 1	
  ユ ース ケー ス シナ リ オ

a

b

c

提案システムでは，外国人男性の観光客が過去に
SNSで発信している情報から，日本文化に強く興味
を持っており，特に日本の文化遺産や舞妓への関心
が強いことが分かっている．また，彼が検索してい
る内容から，祇園祭の神輿と舞妓を祇園へ見に行き
たいと考えていることが分かっている．
さらに，祇園にいる人々から発信されるCGMから，
今の時間は非常に混雑しており，神輿の位置も彼の
現在位置からは遠いことが分かった．
提案システムは「金閣寺では現在，舞妓体験イベン
トが行われており，祇園にいる舞妓が金閣寺に来て
観光客向けに舞妓体験の指導している．また，京都
では観光名所の巡回用に特別なバスが出ているた
め， 彼の現在地から金閣寺まで簡単にアクセスでき
る」というキュレーション結果を彼に示した．

	
  本稿では，先述の処理過程の内，処理(3)と処理(4)につ
いて検討する．観光客にとって価値の高いコンテンツを自
動で生成するためには，観光スポットの CGM を観光客の
嗜好および金銭的・時間的制約および観光スポットの混雑
状況を考慮した上で価値の高い順に並べ，それらを組み合
わせる．価値の高い順に並べるためには，観光コンテンツ
に対する観光客の評価を予測する必要がある．観光客の評
価を予測するためには，観光客の嗜好のモデル化と観光コ
ンテンツを構成する CGM のモデル化が必要となる．本研
究では，これらのモデル化によって観光コンテンツの評価
を定量化し，最も高い評価が得られる CGM の組み合わせ，
つまり CGM のキュレーション結果を最適な観光コンテン
ツとして観光客に提供することを目的とする．
	
  表 1 に提案システムが目指すユースケースシナリオを示
す．外国人男性の観光客が一人で京都を観光している状況
を考える．
表 1 のシナリオ内でポイントとなるのは，以下の通りであ
る.	
 
• 観光スポットの動的情報を取得する(表 1:b)
• 参加型センシングによって CGM を取得する(表 1: b，c)
• 観光客の嗜好を抽出する(表 1: a)
• 観光客と観光スポットとの距離を考慮する(表 1: b，c)
•観光客にとって魅力的で価値の高い観光コンテンツにな
る構成を考える(表 1: c)
• キュレーション結果を観光客に示す(表 1: c)

3.

関連技術

	
  提案システムを実現するために必要な技術の現状や課題
について述べる．

3.1.

参加型センシング

参加型センシングとは，一般ユーザの持つスマートフォン
などの IoT(Internet of Things)機器を新たなセンシング機器
として活用し，都市地域の環境情報を取得するユーザ参加
型環境センシングである．網羅的なデータ収集やリアルタ
イムな情報更新が期待される．しかし，ユーザがセンシン
グ に参加するモチベーションを保つことや，使用端末のセ
ンサ個体差や測定環境の差異を補正することが必要となる
といった課題を抱えている[3]．ユーザのモチベーションを
維持するための取り組みとして，金銭的な報酬を与える
「金銭的インセンティブ」や，金銭的ではなく “体験” を
報酬として与えるゲーミフィケーションが挙げられる[4]．

3.2.

混雑度推定

	
  混雑度推定とは，都市街区などにおける人々の存在や行
動を把握し，混雑予想や大規模イベント推定に活用する技
術である．スマートフォンで得られる GPS などの位置情
報をユーザから収集し混雑状況や移動傾向を把握する手法，
スマートフォンで撮影された群衆の画像から 対象領域の人
密度を推定する手法．スマートフォンに搭載された加速度
センサから推測される「歩きやすさ」および「雑踏の音」
に基づき人密度を推定する手法，Bluetooth や Wi-Fi の
MAC アドレスの観測数に基づき周辺の人密度を 推定する
手法などが提案されている[5][6][7]．しかし，プライバシ−
問題，収集したデータをクラウド側で集約・管理する場合，
ネットワー ク帯域幅やクラウドの計算資源の浪費が指摘さ
れている[2][8]．これらを解決する手法として，日時やイ
ベントなどの状況に応じて群衆分布のパターンが複数存在
すると仮定し，時空間的に散在する人密度の観測を蓄積す

ることでこれらのパターンを学習する手法が提案されてい
る[8]．

3.3.

観光地推薦

	
  一般的な推薦技術は，協調フィルタリングを利用した推
薦と内容ベースフィルタリングを利用した推薦の 2 つに分
類される．協調フィルタリングとは，多くのユーザの嗜好
情報を過去の行動という形で記録し，そのユーザと嗜好の
類似した他のユーザの嗜好情報を用いてユーザの嗜好を推
測する手法である[9]．また，内容ベースフィルタリングと
は，アイテムの内容とユーザの嗜好情報を比較し，その関
連度に基づいてフィルタリングを行う手法である[10]．観
光客のパーソナリティを考慮した観光スポットの推薦に関
する研究には協調フィルタリングを利用する手法が主流で
ある．例えば，Flicker などの写真投稿サイトや SNS に投
稿された Geo-tag 付きの写真を用いて，観光客間のプロフ
ィールや過去に訪れたスポットの類似度から協調フィルタ
リングによって次に行く観光地を推薦する研究があるがあ
る[11][12][13]．また，観光スポットの持つ特性(レストラ
ン，お寺などの分類)を用いて，内容ベースフィルタリン
グと協調フィルタリングを合わせて行う研究もある[14]．

3.4.

本研究のアプローチ

	
  提案システムの実現に向けて，混雑度推定のために参加
型センシングで得られた CGM の内，ユーザの投稿写真か
ら対象領域の人密度を推定する手法を検討している．また，
参加型センシングでは，我々のグループで研究・開発を行
っている参加型センシングアプリを使用する[15]．本研究
では，観光客の評価が最も高くなるような CGM のキュレ
ーション結果を最適な観光コンテンツとして作成する．そ
のためには，キュレーション結果の評価予測が必要であり，
評価予測には観光コンテンツを受け取る観光客の嗜好のモ
デル化と，観光コンテンツを構成する観光スポットの
CGM のモデル化が必要となる．
	
  一方，観光地の推薦に関する既存研究は，観光客を協調
フィルタリングによって分類し，評価が最も高くなると予
測される観光地を推薦するという手法である．
	
  よって，既存研究で行われている推薦手法と本研究で必
要な評価予測とはアプローチが同じであると考えた．
	
  しかし，それらの既存研究には，
(1)
天気や混雑状況，期間限定のイベントといった動的
情報が反映されていない．
(2)
協調フィルタリングや内容ベースフィルタリングと
いう推薦手法には問題がある．
という 2 つの課題がある．
	
  協調フィルタリングでは，そのユーザと嗜好の類似した
他のユーザの嗜好情報を用いて推薦を行っているため，新
しく登場したスポットや近い嗜好を持つ他のユーザが少数
派のユーザに対して，十分な推薦精度が得られないという
Cold-start 問題がある[16]．また，推薦の正解率の高さがユ
ーザにとっての有用度と必ずしも一致しているとは限らな
い[17]．これは誰もが確実に好むアイテムのみを推薦する，
または，予測が簡単なアイテムについてのみ推薦の候補に
入れると簡単に正解率は向上してしまうことに起因してい
る．具体的には，推薦されるスポットの間の多様性や被覆
率が焦点になる．多様性は推薦されたアイテムが互いに似
ていないことを意味し，被覆率は推薦の対象にできるアイ
テムの割合を意味する．つまり，推薦の正解率と多様性お
よび被覆率とはトレードオフの関係にある．こうした多様

性や被覆率の問題を考慮し，推薦システムに正解率だけな
く，意外性や新鮮味にも重きを置いた研究も行われている
[18] [19] [20]．
	
  本研究では， 観光スポットの推薦に関する既存研究が，
手法の評価方法として正解率を基準におり，推薦されるス
ポットの多様性や被覆率を考慮していないことに着目した．
推薦システムによって観光客個人に対して次に行くべき観
光スポットを推薦した結果，人気スポットや定番スポット
と変わりのない場所を推薦するばかりならば，既存の観光
コンテンツで十分であり，推薦システムの有用性は低い．
つまり，人気ランキングと差のない「分かりきった」推薦
ではユーザにとって有用度が低い．しかし，初めてその観
光地に来た観光地や流行を追うことが好きな観光客など，
観光客の過去の旅行経験やタイプ(性格)によっては人気や
定番スポットを推薦が有効である場合もある．つまり，観
光客のタイプによって推薦の正解率と多様性および被覆率
の内，どれを重視するかが異なる．
	
  本研究では，観光客のタイプを分類し，タイプに応じて
観光スポットの推薦方法を変える手法を提案する．これは
観光スポットにいる人々から得る CGM などのインプット
は変えず，他の観光客へのアウトプットする観光コンテン
ツの作成方法，つまりキュレーションの際に用いる CGM
の取捨選択の基準を検討することを意味する．そのため，
提案手法では，観光客と観光スポットのモデル化を検討す
る．
	
  システムの利用ユーザはグループではなく単独で行動し
ているものとして，提案システムの動作環境を次のように
設定する．想定するエリアには，広域の地域ネットワーク
網が整備されているものとする．地域ネッ トワーク下には，
路上カメラや環境センサ，人々が所持するスマートフォン
やウェアラブルカメラ，車やドローンに搭載されたカメラ
など様々な IoT デバイスが存在し，地域の各所を網羅的に
キャプチャすることが可能な環境とする．観光客は，自身
のスマートフォンを地域ネットワークに接続し，観光コン
テンツを受け取ることができるものとする．

!
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!
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表 2	
  観 光客 のタ イ プ分 類
タイプ
A
B
C
D

傾向
観光地の定番スポットや名物を好む
流行や話題性を重視し，自分の嗜好より他人
の動向を気にする
どの観光地でも流行に囚われず常に自分の嗜
好を重視する
流行や話題性に関係なく，未経験のもの新し
いものに挑戦する
表 3	
  各 観光 客の ペ ルソ ナ シナ リオ

タイプ
A

B
C
D

例
このタイプのユーザが初めて京都に来たなら
ば，金閣寺や清水寺など京都の定番を抑えて
おきたいだろうと推測される．
テレビ番組で取り上げられて話題になってい
るレストランなどは，このタイプのユーザに
とって評価が高くなる可能性が高い．
全国のどこに行っても常にラーメンを食べる
ようなユーザはこのタイプに分類される．
ある観光地に過去に何度か来たことがある観
光客の内，行ったことのない場所に行きたい
と思うユーザはこのタイプに分類される．
表 4	
  各 観光 客タ イ プ別 の 推薦 方法

タイプ
A

4.2.
推薦手法と観光客のモデル化
	
  本研究では，観光客のタイプによって観光プランニング
に用いる推薦の手法を変えること提案する．これは観光客
のタイプによって推薦の精度や多様性に対して求めている
ものが違う可能性が高いことに起因している．具体的には，
4.1で分類した観光客のタイプに応じて，表4のように評価
手法を変更する．
Aタイプの観光客は観光地の定番スポットを好むため，
スポットの人気ランキングと類似しても満足度は低下し
ないと考えられる．
Bタイプの観光客は自分の嗜好より他人の動向を気にす
るため，他人の動向を重視すると考えられる．
Cタイプの観光客は多様性を必要としないため，推薦の
精度を重視すると考えられる．
Dタイプの観光客は多様性を重視するため，推薦の精度
より推薦する内容に多様性を持たせたほうが満足度を向
上させる可能性が高い．

D

図 3	
  観 光客 のタ イ プ分 類

4. 提案手法と課題検討
4.1. 観光客の分類とペルソナシナリオ
	
  本研究では，JTB 総合研究所が観光客の統計データを用
いて分類した結果[21]をもとに，観光客のタイプを表 3 の
ように 4 タイプに分類する．

B

B
C
D

推薦方法
人気を考慮した自分と似た属性(年齢，性別)を持
つ観光客をデータに用いた協調フィルタリング
による評価，観光地での観光スポットのランキ
ングとを用いた推薦
流行を考慮した自分と似た属性を持つ観光客を
データに用いた協調フィルタリングによる評価
観光スポットの内容をベースにした推薦
過去に訪れた観光スポットの内容に類似性が低
い観光客をデータに用いた協調フィルタリング
による推薦

図3中の縦軸は観光スポットの人気を重視するか，横軸は
自分の嗜好以外のもの推薦された時に対する許容範囲の広
さに相当する．表3に，それぞれのタイプごとの傾向とペ
ルソナシナリオを示す．表4のような推薦を行うために観
光客のモデル化には表5のような要素の取得が必要である．
観光客のモデル化に必要なこれらの要素の取得する手法と
して，要素1，2，9についてはユーザに入力してもらう必
要がある．また，要素7，8については提案システムによっ
て自動的に記録されている情報から取得する．

表 5	
  観 光客 のモ デ ル化 に 必要 な要 素
番
号

モデル化に
必要な要素

1

属性

2

静的な嗜好

3
4

人気重視度
流行重視度

5

多様性重視度

6

許容範囲

7

過去の経験

8

現在の状態

9

未来の予定

	
  内容説明
・性別
・年齢
・居住地
・好きな食べもの
・趣味
・体験が好きか，視聴が好きか
人気スポットに行きたいかどうか※
流行を追うのが好きかどうか※
自分の静的な嗜好以外のものでも積
極的に経験したいと考えるかどうか
待ち時間，混雑度，金銭的制約
・その観光地に来た回数
・行ったことがあるスポットとそれ
に対するレビュー
・最近食べた食事の内容
・どこにいるか
・食前か食後か
・体力の状態[]
・どこに泊まるか
・あと何時間観光できるか

4.3.

観光地のモデル化

観光スポットのモデル家に必要な要素を表 6 に示す．
要素 1 の静的情報とは，スポットの種類，サービス内容，
スポットの位置情報を示す．要素 2 の魅力の変化は混雑度，
天候，時間帯，季節の違いによる景観への影響を示す．例
えば，落ち着いた雰囲気が魅力である観光スポットなどは
混雑度が高いと魅力が落ちる可能性が高い．
また，野球場やライブ会場などは混雑していても比較的魅
力は損なわれないと考えられる．この値の取得方法として，
観光地側の説明，観光客のレビューよって設定する．
要素 6 の人気度は来客数，レビューの高さ，既存の観光コ
ンテンツによって得られているランキングの高さから設定
する．要素 7 の人気度の変動及び発信される CGM の量に
ついて時間軸で見た時の変化度合いやメディアでの取り扱
いによって設定する．要素 9，10 にある観光客のタイプと
は 4−1 節で示した観光客のタイプを示す．

4.4. 観光コンテンツの作成方法
	
  それぞれのタイプの観光客の評価を Ft=HE(t=A，B，C，
D)と表し，観光客及び観光スポットのモデルを Ht ={ht1,
ht2,…ht9}，Et={et1, et2,…et10}という行列で定義して，観光
客のタイプごとに各要素の重みを主成分分析によって決定
する．この Ft の値が高い順，観光コンテンツに使用する
CGM を決定する．

表 6	
  観 光ス ポッ ト のモ デ ル化 に必 要 な要 素
番号

モデル化に必要な要素

1

静的情報

2
3
4
5
6
7
8
9
10

魅力の変化
待ち時間
混雑度
レビューの高さ
人気度
流行
リピート率
観光客のタイプ別来客数
観光客のタイプ別レビュー

要素3，4，6については複数の手法を組み合わせる必要が
ある．要素3，4，5，6の取得には以下のような手法を組み
合わせることを検討している．
a)
ユーザ入力の事前アンケートによる自己申告及び性
格診断
b)
過去に訪れた観光スポットの特性から判断する．
c)
表5の1を用いる推薦(既存の手法)によって，観光ス
ポットの仮推薦を行い，ユーザにはその中で興味の
ある観光スポットと仮推薦に対する満足度を入力し
てもらう．その入力によって選ばれたスポットの特
性(人気度，話題性)と仮推薦の満足度から判断する．
例えば，その地に初めて来たユーザに対して，その
ユーザの静的な嗜好に沿っておりスポット自体の人
気も十分であるのにも関わらず仮推薦で選ばれず満
足度も低かった場合，そのユーザはDタイプの観光
客である可能性が高い，というような判断手法であ
る．
上記の手法の内，手法(b)，(c)については観光スポットのモ
デル化が必要である．

5.

おわりに

	
  本稿では，観光地にいる人々が発信するつぶやきや動画
像，レビューといった自身の体験に関する情報(CGM：
Consumer Generated Media)を収集し，個々の観光客の嗜好
および金銭的・時間的制約および観光スポットの混雑状況
を考慮して，個々の観光客にとって価値が高くなる観光コ
ンテンツを自動作成し提供する CGM のキュレーション手
法の実現に向けた検討を行った．今後は実験データを用い
て，観光客や観光スポットのモデルの具体化を行う予定で
ある．
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