ジオサイトの知名度向上を目的とした
ジオツアー支援システムの開発と評価
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概要：近年，貴重な地質や地形を巡る新しい観光形態として，ジオツアーが注目を浴び始めている．しか
し，そのような大地や自然がある地域でのみ，ジオツアーが行われるため， ジオツアー そのものの知名
度は高くない．また，地域外からの参加者も少なく，当初の目的の 1 つである地域経済の活性化の効果も
十分ではない．さらに，ジオツアーでは，日常生活であまり耳にしない専門用語などが多数存在するため，
参加者が用語の意味を理解しづらいという問題がある．そこで我々は，ジオサイトの知名度向上を主な目
的として，マイクロブログを用いたジオツアー支援システム「ついジオ」の開発をおこなっている．つい
ジオの目的は，(1) ジオツアーの知名度向上，(2) ジオツアー参加者の理解支援，の 2 点である．本稿で
は，システムを用いたジオサイトでの評価実験により，以下の 2 点を明らかにした．(1) 参加者がジオツ
アー中に行った画像付きのツイートにより，ジオツアーの知名度向上に貢献する可能性がある．(2) ガイ
ドの説明や画像を参加者に素早く提示することにより，ガイド説明が理解しやすくなる．
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で，その価値や大切さが理解され，保全につながっていく

1. はじめに

ことを目指している．また，ニューツーリズムでは，地域

近年，国や地方自治体において，観光を中心とした地域

固有の資源を新たに活用し，体験型・交流型の要素を取り

振興策が注目を集めてきている [1]．地域振興策の中で有名

入れ，地域活性化につながっていくことを目指している．

な観光形態として， エコツーリズム
ズム

*2
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や ニューツーリ

このような新しい観光形態の中の 1 つに， ジオツアー

がある．エコツーリズムでは，地域固有の自然環

がある．ジオツアーとは，自然資源からできた地質や地

境や歴史文化を対象とし，その魅力を観光客に伝えること

形，および景観を観光するツーリズムである．自然資源か
らできた地質や地形および景観が集中している場所を ジ
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オパーク と呼び，その中でも見どころとなる景色や景観
は ジオサイト と呼ばれている．ジオツアーを行う目的
の 1 つに，地域の持続可能な社会・経済の発展を育成する
ことが挙げられる [2]．これは，ジオツアーに参加するとい
うきっかけから，地域外の人を地域内に呼び込み，経済を
活性化させるということである．
現在，日本におけるジオパークの認定機関である「日本
ジオパーク委員会」に認定されているジオパークの数は 43

箇所であり，このうち 8 箇所はユネスコ世界ジオパークに

うことを目的とする．

認定されている *3 ．今後，日本ジオパークに認定されるジ
オサイト数は増え，ジオパーク活動にさらなる発展が期待

2.2 Twitter を用いた観光支援に関する研究
Twitter*5 を用いてジオツアーをおこなっている研究と

できると考えられる．ジオサイト認定の増加に伴い，ジオ
ツアーを行う地域が増加しつつある．

して，斉藤らの研究がある [9]．この研究は，マイクロブロ

しかし，ジオツアーには, 知名度が低いという問題点が

グである Twitter を用いて，ジオガイドを行う「Twitter

ある [3]．また，我々が大学生 30 名に「ジオツアーやジオ

ジオツアー」を実施し，その効果について検証している．

サイトという言葉を知っていますか」というアンケートを

しかし，この Twitter ジオツアーで，現地に赴いたのはジ

行った．その結果，
「知っている」と答えた人が 7 名であっ

オガイドのみであり，参加者は Twitter 内の不特定多数の

たため，ジオツアーやジオサイトの知名度は高くない．

Twitter ユーザである．本研究では，参加者がジオガイド

さらに，ジオツアーを行う際の問題点として，ジオガイ
ドが多くの知識を有していることで，ジオサイトを説明す

に同行し，説明を聞きながら巡る一般的なジオツアーで利
用するシステムを開発，評価している．

る際に参加者に対し，専門用語を多用してしまうことが挙
げられる [4]．ジオガイドとは，参加者にジオサイトの説明

2.3 知名度向上に関する記事や研究

を行うガイドである．参加者の多くは，専門的な知識を有

SNS デ ー タ を 分 析 し 観 光 支 援 を 行 う 研 究 と し て ，

していない．そのため，ジオガイドの説明がうまく参加者

Padadimitriou らの研究がある [10]．この研究は，SNS の

に伝わらないこともある．また，自然地形の制約上，参加

中にある観光地の評価情報を組み合わせ，システム内部

者とガイドとの距離が離れていることがある．こうした際

で分析を行い，ユーザに適した目的地を提示する仕組み

に，ジオガイドの説明を聞き逃してしまうこともある．

になっている．位置情報付きツイートを利用した研究と

これらの問題を解決するために，我々は以前より，マイ
クロブログを用いたジオツアー支援システム「ついジオ

*4

」

して，中嶋らの研究がある [11]．この研究は，Twitter や

Instagram*6 から発信された位置情報付きの投稿を収集し，

の開発をおこなってきた [5]．本稿では，ジオサイトの知名

旅行者の観光ルートを抽出することを目的としている．こ

度向上を目的とし，実際のジオサイトで行った評価実験か

れらの研究は，ツイートへの位置情報付加機能を利用して

ら得られた知見について述べる．

いる．本研究では Twitter のハッシュタグを利用し，参加

2. 関連研究

者のフォロワーへ対して， ジオツアー という言葉そのも

2.1 携帯電話やスマートフォンを用いた観光支援に関す
る研究
スマートフォンやタブレットを用いた情報配信システム
に関する研究として，鈴木らの研究がある [6]．この研究
は，各ジオサイトごとに用意された QR コードを読み取る
ことで，スマートフォンやタブレット上で，動画や地図と
同時にジオサイト情報を提示するアプリケーションを用い
て，観光客の動向を調査することを目的としている．しか
し，この研究で開発されるアプリケーションは，観光客の
みが利用する．本研究では，ジオガイドと参加者がお互い
にシステムを利用し，双方向でやり取りを行う．
スマートフォンを用いた観光支援システムに関する研究
として，Izumi らや長尾らの研究がある [7][8]．これらの研
究は，GPS を利用した現地体験型のモバイルアプリケー
ションであり，観光客が現地に足を運ぶ動機づけを行う
ことを目的としている．本研究では，参加者がツアー中に
投稿するツイートを Twitter 閲覧者が見ることで，そのツ
イートに興味を持ち，ジオサイトに足を運ぶ動機づけを行
*3
*4
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入手先 ⟨http://www.geopark.jp/⟩(参照 2016-10-23)
由来は，Twitter の Twi であると同時に，このシステムを用
いて「 ついジオ ツアーに行きたくなるシステム」という言葉
から「ついジオ」と命名した．

のの知名度向上支援を行う．

Twitter を用いた観光地情報推薦システムとして，免田ら
や田中らの研究がある [12][13]．これらの研究は，Twitter
に投稿された観光地に関するツイート収集，および分析
を行い，ユーザへと観光地を推薦し，提示をおこなってい
る．本研究では，参加者がジオツアー中に Twitter へと投
稿したツイートを収集し，ジオガイドと参加者，および参
加者同士でコミュニケーションを図るきっかけを与えるた
めに，収集したツイートの提示を行う．さらに，参加者の
フォロワーが，どのようなツイートに興味を持ち，ジオサ
イトの知名度向上に効果があるかについて検証する．
知名度があまり高くない地域の知名度向上に関する記事
がある [14]．この記事は，島根県隠岐郡隠岐の島町を，映
画やドラマのロケの誘致や撮影の支援を行うことで，知名
度を向上させるというものである．また，和歌山県では，
国内外の観光客にジオパークを周知するためのアプリケー
ションが存在する *7 ．これは，南紀熊野推進協議会が南紀
熊野ジオパークの知名度向上の目的のために作成したア
プリケーションである．AR 広告プラットフォームである
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Blippar*8 を使って，南紀熊野ジオパークのマークにかざ

(e)

(d)

(2)

すと，ジオサイトの映像やナビゲーションなどのコンテン
ツを楽しむことができる．このように，知名度を上げる手

(1)

法は様々であるが，本研究では Twitter を用いて，ジオツ
アーの知名度を向上させることを目的とする．

Twitter

インターネット

3. ついジオ
3.1 システム構成
図 1 に「ついジオ」のシステム構成図を示す．本システ

(1)

(a)

Twitter 閲覧者

(b)

ムは，ジオサイト情報を提供するサーバと，ジオガイドや

(1)

参加者がガイド説明を配信，閲覧などを行うために利用す
るスマートフォンやタブレット端末から構成される．図

1(a) のジオガイドは本システムの機能を用いて，図 1 <1>

スマートフォン
（タブレット端末）

のように，図 1(b) のサーバを介して図 1(c) の参加者へ，
あらかじめ登録しておいたジオサイト情報を配信する．さ
らに，図 1(c) の参加者は，ツアーの感想や疑問点などをシ
ステム内のツイート投稿機能（3.2.2 項参照）により，図

<1>
サーバ

ジオガイド

(1)

(c)

<1>

1(d) の Twitter へと投稿を行う．この支援により，図 1(2)
のように図 1(e) の Twitter 閲覧者である友人・知人へとジ
スマートフォン
（タブレット端末）

オツアーやジオサイトを広め，ジオツアーの知名度向上支
援を行う．また，参加者のツイートはジオガイド側でも閲

参加者 1

スマートフォン
（タブレット端末）

参加者 2

ツイート情報

覧できるため，参加者がジオツアー中に疑問に思っている

ジオサイト情報

ことを投稿し，それに気づいたジオガイドは，すぐに答え
ることができる．このようなことから，ガイドと参加者は
コミュニケーションを図るきっかけになると考えられる．
さらに，本システムは Twitter と連携をおこなっているた
め，本システムを知らなくても Twitter 上での検索などか
ら，ジオツアーの存在をアピールすることが可能である．

3.2 「ついジオ」の各機能
本節では，ついジオの機能を説明する．

3.2.1 ガイド説明配信機能
図 2 にガイド説明配信機能の画面を示す．この機能は，

．．．

図 1 システム構成図

イドは，撮影した写真や画像を選択する．次に，図 3(1) の
枠内に表示される画像の上に，ジオサイトの情報を描く．
図 3(2) のジオサイト選択ボタンを用いて，画像のジオサイ
トを選択することができる．さらに，図 3(3) の色選択ボ
タンを用いて，ジオガイドがジオサイトの情報を描く線の
色，図 3(4) の太さ選択ボタンを用いて，ジオガイドがジオ
サイトの情報を描く線の太さを選択することができる．ま
た，図 3(5) の画像消去ボタンを用いて，画像を消去するこ

ジオガイドが，システムにあらかじめ登録した説明や画像

とができる．ジオガイドがジオサイトの情報を描いた画像

をツアー中に参加者に配信することができる機能である．

を図 3(6) の画像配信ボタンを用いて，参加者へ配信するこ

図 2(a) がジオガイド側の画面，図 2(b) が参加者側の画面

とができる．この機能により，ジオガイドが配信する画像

である．始めにジオガイドは，図 2(1) のボタンより，シス

の中でも，特に参加者に見てほしい箇所を，参加者それぞ

テムに登録しているジオサイトの場所を選択する．そうす

れへと伝えることができる．図 3(c) の参加者画面では，ジ

ることで，ジオガイドがジオサイトごとにあらかじめ登録

オガイドが配信ボタンを押すとすぐに，ジオガイドの説明

している説明や画像がジオガイドの画面にリスト形式で表

や画像が自動で表示されるため，ほぼ同時でジオガイドの

示される．次に，図 2(2) の説明配信ボタンを押すことで，

説明文や画像を閲覧することが可能となっている．

ジオガイドの説明や画像を参加者へと，配信することがで

3.2.2 ツイート投稿機能

きる．さらにジオガイドは，配信する画像に情報を描くこ

図 4 にツイート投稿機能の画面を示す．この機能は，参

とができ，配信ボタンを押すことで，その画像を参加者へ

加者が自由に図 4(2) のテキストエリアに記述した文章を

と配信することができる．図 3(a) および図 3(b) がジオガ

Twitter へと投稿できる機能である．ツイート投稿時に図

イドの画面，図 3(c) が参加者の画面である．始めにジオガ

4(3) の写真選択ボタンから，写真 1 枚を同時に投稿するこ
とができる．ツイート投稿機能の特徴として，図 4(4) のツ
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入手先 ⟨https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
blippar.ar.android&hl=ja⟩(参照 2016-10-24)

イート投稿ボタンより Twitter へと投稿することにより，
参加者自身が作成した文章にハッシュタグ「#ジオツアー」

(a) ジオガイド画面

(b) 参加者画面 ( 説明表示後 )

(a) 参加者画面（説明閲覧画面）

タブ形式

タブ形式

(b) 参加者画面（投稿機能画面）

(1)

(1)

ひとことボタン

ジオサイト
選択ボタン

説明をタップ

ジオガイドが
登録した説明文

(2)

説明引用可能

(4)

(3)

未配信
配信済

写真選択
ボタン

配信

未配信

ツイート
投稿ボタン

未配信

(2)

図 2

説明配信ボタン

(1)

ガイド説明配信機能
(b) ジオガイド画面

(a) ジオガイド画面

(2)

(3)

図 4 説明引用機能とツイート投稿機能

説明文を自動表示

参加者のツイート

(c) 参加者画面 ( 画像表示後 )
ジオサイト
選択ボタン

(2)

色選択ボタン

(4)

いいね

共有

画像が自動表示

太さ選択ボタン

(1)

配信

画像に情報を
書き込みできる

画像を選択

(5)

画像消去ボタン

(6)

画像配信ボタン

図 3 画像配信機能

※個人情報保護のため一部隠蔽

が自動で付与される．
図 4(1) は，図 4(2) のテキストエリア内の文章にひとこ
とを追記することができるボタンである．また，図 4(a) の

図 5

るきっかけになる可能性がある．

説明閲覧画面で，ジオガイドの配信した説明をタップする

4. 実験

ことで，図 4(2) のテキストエリアへと引用することができ

4.1 検証項目と目標

る．これら機能や特徴を利用し，参加者がツイート投稿機
能から Twitter へ投稿を行うことで，参加者自身が意図せ
ずとも， ジオツアー をおこなっていることをフォロワー
へと伝えることができる．

3.2.3 ツイート閲覧機能
図 5 にツイート閲覧機能の画面を示す．この機能は，

Twitter に投稿されている「#ジオツアー」付きツイート
を自動で収集し，ジオガイドの画面と参加者の画面の双

ツイート閲覧機能

本実験では，以下の項目について検証を行う．

( 1 ) 画像や文章を配信するガイド説明配信機能により，参
加者の理解度は向上したか

( 2 ) 参加者がツイート投稿機能から Twitter へと投稿する
ツイートにより，Twitter 閲覧者はジオツアーに関心
をもったか

( 3 ) ツイート閲覧機能により，参加者が他の参加者とコ
ミュニケーションを図るきっかけになったか

方で，図 5(1) のようにツイートを提示することができる
機能である．参加者が，本システムのツイート投稿機能か

4.2 実験概要

ら Twitter へ投稿していると，そのツイートに「#ジオツ

本実験は，実際のジオガイドがジオツアーで使用する前

アー」が自動で付与されるため，本システムから投稿した

段階の実験であるため，著者の 1 人がツアーガイド役を

ツイートは，ジオガイドや他の参加者からも閲覧すること

行った．実験協力者は，和歌山大学の大学生・大学院生 9

ができる．

名（男性：6 名，女性：3 名）であり，ツアー参加者として

これにより，参加者がツアー中に何を思っているのかを

協力を依頼した．実験協力者の中で，1 年に 1 度はツアー

ジオガイドが知ることができるため，ガイドと参加者がコ

旅行に行く人は 9 名中 3 名であった．また，実際のジオツ

ミュニケーションを図るきっかけになる可能性がある．さ

アーに参加したことがある人は 9 名中 1 名であった．

らに，参加者も他の参加者のツイートを閲覧できるため，

今回は，日本ジオパークに認定されている和歌山県のジ

自分の意見と同じ人が存在するかの確認や，他の参加者の

オサイト 3 箇所を巡るジオツアーを行った．それぞれの場

意見に自分も共感し，図 5(2) に示す「いいね」や「共有」

所は，円月島（高嶋）
，白浜の泥岩岩脈，保呂の虫食い岩で

をすることから，他の参加者とのコミュニケーションを図

ある．今回は，円月島，白浜の泥岩岩脈，保呂の虫食い岩

ジオサイト ( 円月島 )

ジオガイド役
( 著者の 1 人 )

数やリツイート数が確認できるだけでなく，インプレッ
ション数やエンゲージメント数が提供されている．インプ
レッション数は，ユーザのタイムラインまたは検索結果に
ツイートが表示された回数を指している．このインプレッ
ション数は，ツイート数やフォロワー数に影響を受け，ツ
イート数が少ないにもかかわらず，フォロワー数が多いと

1 ツイートあたりのインプレッション数が高くなる．エン
ゲージメント数は，ユーザがツイートに反応した合計回数
を指している．このツイートに反応した回数とは，ツイー
ト内の任意の箇所（リツイート，返信，フォロー，いいね，
リンク，カード，ハッシュタグ，埋め込みメディア，ユー

実験協力者
図 6

ザ名，プロフィール画像，ツイートの詳細表示など）をク
リックした回数のことである．これらの指標を用いて，ジ

円月島での実験風景

(1)

オツアー時の参加者のツイートがどの程度 Twitter 閲覧者

(2)
各ジオサイトでの
参加者ツイート

実験中の
システム画面

（主に参加者自身のフォロワー）に興味を持たれていたか
を確認した．結果を 5.4 節に示す．

5. 実験結果と考察
5.1 説明配信機能に関するアンケート結果と考察
表 1 にジオツアー参加者に実施したアンケート結果を
示す．
「ガイド説明の言葉が出ることで，ガイドの説明がわか
りやすくなった」（表 1（1））という質問を行ったところ，

5 段階評価で中央値 4，最頻値 4 という評価を得た．高い
評価をした実験協力者の意見には「保呂の虫食い岩で，
『タ
円月島

図 7

白浜の泥岩岩脈

保呂の虫食い岩

実験時のシステム画面とツイート例

の順でジオツアーを行った．また，9 人の参加者を 2 つの
グループにわけ，それぞれ A グループ 5 名，B グループ 4
名とした．始めの 2 か所は，A グループがシステムあり，

B グループがシステムなしでジオツアーを行い，3 か所目
は，システムありのグループとシステムなしのグループを
入れ替え，実験を行った．実験終了後にアンケート調査を
行った．結果を 5.1 節〜5.3 節に示す．図 6 は，ガイド役の
著者の 1 人が，ジオサイトである円月島の説明をおこなっ
ている実験風景である．また，図 7(1) は，実験中のシステ
ム画面であり，図 7(2) は，実際にあった各ジオサイトごと
の参加者のツイート例である．

4.3 Twitter 閲覧者の興味の確認方法
ジオツアー参加者のツイートが，ジオツアー時にどの程
度閲覧されているか，Twitter 社が提供しているツイート
アクティビティ *9 を用いて確認した．ツイートアクティ
ビティでは，自分が投稿したツイートに対するいいね *10
*9

*10

ツイートアクティビティダッシュボード – Twitter ヘルプセンター
入手先 ⟨https://support.twitter.com/articles/20171994⟩(参照
2016-10-25)
ツイートに対する好意的な気持ちを示すために使われる指標

フォニ』を『タコニ』と聞き間違えていたが，文章が配信
されることで間違いに気付くことができた」「名所や名物
などによくある『聞き取れるけど漢字がわからず理解がで
きない名前』を理解しやすい」という意見が得られた．し
かし，低い評価をした実験協力者の意見には「画面に気を
取られて，ジオガイドの話が頭に入って来なくなった」と
いう意見も得られた．このことから，説明配信機能で文章
が配信されることにより，参加者は聞き間違いに気付くこ
とができ，同時に漢字を見ることでジオガイドの説明の理
解度を向上させることができる．しかし，参加者が画面に
集中しすぎないように，長文を配信しないなどの配慮をす
る必要がある．
「ガイド説明の画像が出ることで，ガイドの説明がわか
りやすくなった」
（表 1（3）
）という質問を行ったところ，5
段階評価で中央値 4，最頻値 4 という評価を得た．高い評
価をした実験協力者の意見には「ジオガイドと距離が離れ
ていても画像を手元で確認できたのが良かった」
「画像に矢
印などが示されていてわかりやすかった」「紙で見るより
鮮明に見えた」という意見が得られた．このことから，説
明配信機能で画像が配信されることにより，参加者はガイ
ド説明の理解度を向上させることができる可能性がある．

表 1

実験終了後の参加者に行ったアンケート結果 (5 段階評価)
評価の分布

質問項目
ガイド説明の言葉が出ることで，

(1)

ガイドの説明がわかりやすくなった
ガイド説明の画像が出ることで，

(2)

ガイドの説明がわかりやすくなった
ツイート投稿機能により，

(3)

積極的にツイートを行おうと思った
他の参加者のツイートを見ることで，

(4)

他の参加者とのコミュニケーションを図るきっかけになった
ガイド説明が出ることは，

(5)

ツアーを楽しむきっかけになった
ジオツアーを行う上で，

(6)

公式 Twitter とツイート投稿機能のどちらが使いやすいですか

中央値

最頻値

2

4

4

8

1

4

4

0

8

1

4

4

3

0

6

0

4

4

0

1

0

5

3

4

4

3

2

1

2

1

2

1

1

2

3

4

5

0

0

2

5

0

0

0

0

0

0

・(1)〜(5) の評価の分布 (1:強く同意しない，2:同意しない，3:どちらともいえない，4:同意する，5:強く同意する)
・(6) の評価の分布 (1:Twitter，2:どちらかといえば Twitter，3:どちらでもいい，4:どちらかといえば投稿機能，5:投稿機能)

表 2

システム有無に関するアンケート結果

質問項目

見が得られた．このことから，ツイート閲覧機能は，他の

システムあり

システムなし

9

0

7

2

システムありとシステム

(1)

なしでは，どちらの方が

参加者とのコミュニケーションを図るきっかけづくりがで
きる可能性があるが，その場ですぐにコミュニケーション

説明を理解できましたか

を図る場合には利用されない場合があった．

システムありとシステム

(2)

なしでは，どちらの方が
ツアーを楽しめましたか

5.3 システムの有用性に関するアンケート結果と考察
「ガイド説明が出ることは，ツアーを楽しむきっかけに
なった」
（表 1（5）
）という質問を行ったところ，5 段階評価

5.2 参加者のツイート投稿機能と閲覧機能に関するアン
ケート結果と考察
「ツイート投稿機能により，積極的にツイートを行おう

で中央値 4，最頻値 4 という評価を得た．高い評価をした
実験協力者の意見には「聞き逃した言葉や聞き取れなかっ
た言葉を見れ，説明についていけた」
「聞き逃しを防げた」

と思った」
（表 1(3)）という質問を行ったところ，5 段階評

という意見が得られた．しかし，低い評価をした実験協力

価で中央値 4，最頻値 4 という評価を得た．高い評価をし

者の意見には「画面に集中してしまうときがあった」
「ジオ

た実験協力者の意見には「ひとこと追記するボタンが楽し

ガイドが喋っているときに説明が出るので，説明を見るタ

くて，ついつい投稿してしまった」「ジオガイドの説明が

イミングがなかった」という意見も得られた．このことか

簡単にコピーできて便利だった」という意見が得られた．

ら，参加者は説明配信機能により，ジオガイドの説明につ

しかし，低い評価をした実験協力者の意見には「
（普段と）

いていくことができ，同時に聞き逃しが防止できるため，

特に変わらなかった」という意見も得られた．このことか

ツアーを楽しむきっかけになる．しかし，参加者が説明を

ら，ひとことボタンや説明引用機能をツイート投稿機能に

見ることができるタイミングを考慮する必要がある．

付随することで，参加者のツイート意欲を向上させる可能
性がある．

「ジオツアーを行う上で，公式 Twitter とツイート投稿
機能のどちらが使いやすいですか」
（表 1（6）
）という質問

「他の参加者のツイートを見ることで，他の参加者との

を行ったところ 5 段階評価で中央値 2，最頻値 1 という評

コミュニケーションを図るきっかけになった」（表 1（4））

価を得た．投稿機能の方が使いやすいと評価した実験協力

という質問を行ったところ 5 段階評価で中央値 4，最頻値 4

者のコメントに「ひとことボタンがよかった」
「タップでジ

という評価を得た．高い評価をした実験協力者の意見には

オガイドの説明を引用できるのは便利だったため」という

「Twitter へと投稿された写真に，ツアーに参加している他

意見があった．Twitter の方が使いやすいと評価した実験

の参加者が写っていると，それが話のネタになり盛り上が

協力者のコメントに「Twitter のアプリの方が慣れている

ることがあった」
「この写真どこから撮影したの？ と聞い

から」という意見があった．このことから，使いやすさと

た」という意見が得られた．しかし，低い評価をした実験

いう点においては，投稿支援機能の有無に関係なく，慣れ

協力者の意見には「実際のコミュニケーションはその場で

親しんだツールの人気が高いことがわかった．

すぐに行うが，ツイートはタイムラグがあるため，他の参
加者とのコミュニケーションには使わなかった」という意

表 2 にジオツアー参加者に実施したシステム有無に関す

表 3 ジオツアー参加者の 2016 年 9 月における 28 日間分の Twitter ステータス
参加者

ツイート数

フォロワー数

IMP 数

平均 IMP 数

平均 ENG 率

A

219

67

19,681

89.9

3.4%

B

16

88

4,647

290.4

2.8%

C

394

46

27,574

70.0

3.4%

※ IMP 数 = インプレッション数 （詳細は 4.3 節参照）
※ ENG 数 = エンゲージメント数 （同上）
※平均 IMP 数 = IMP 数 / ツイート数 （小数点第二位で四捨五入）
※平均 ENG 率 = ENG 数 / IMP 数
表 4 ジオツアー時の参加者ツイートの詳細と平均 IMP 数/平均 ENG 率との比較
参加者

番号

ツイート内容

画像の

IMP 数

ENG 率

有無
【ガイド説明】

(1)

ENG 率

平

の変動

IMP 数

均

平

ENG 率

均

89.9

3.4%

290.4

2.8%

70.0

3.4%

夏は 6 時 30 分頃，冬は 4 時 30

分頃に夕日が落ちます． 日の入り早いね #ジオ

無

70

5.7%

↑

無

87

1.1%

↓

ツアー
【ガイド説明】

(2)

露頭とは，岩石や鉱脈の一部

が地表に現れている所のことです． 路頭探しに
迷っている #ジオツアー

A

【ガイド説明】 「泥岩岩脈」とは，大きな地震

(3)

で地割れを起こし，地下の泥の層が液状化により
地上に吹き出し，固化したものです． 盾状火山

無

110

0.9%

↓

有

272

14.3%

↑

有

219

12.8%

↑

みたいな？ ガンガン #ジオツアー

(4)
(5)
B

C

蟹の死骸 興味深い！ #ジオツアー
ほろのむしくいいわです。 すごい形。 #ジオツ
アー

(6)

足湯から円月島

有

151

6.6%

↑

(7)

円月島にきました #ジオツアー

有

110

9.4%

↑

(8)

いいね！ #ジオツアー

有

315

35.6%

↑

(9)

きれい！ かいがら！ #ジオツアー

有

216

21.3%

↑

※ IMP 数 = インプレッション数 （詳細は 4.3 節参照）
※ ENG 数 = エンゲージメント数 （同上）
※平均 IMP 数 = IMP 数 / ツイート数 （小数点第二位で四捨五入）
※平均 ENG 率 = ENG 数 / IMP 数
※ ENG 率の変動 = 平均エンゲージメント率との比較により導出．上回っている場合「↑」，下回っている場合「↓」

るアンケート結果を示す．

しと答えた実験協力者の意見には「画面にばかり気が入っ

「システムありとシステムなしでは，どちらの方が説明

てしまって，実物を見ることに集中できなかったため」
「ガ

を理解できましたか」
（表 2（1）
）という質問を行ったとこ

イドさんとの会話を楽しみにする人もいる気がするので

ろ，システムありが 9 名，システムなしが 0 名という評価

画面ばかりに気がいくのはもったいないと感じた」という

を得た．実験協力者の意見には「写真が手元で見れたため」

意見が得られた．このことからシステムは，Twitter へす

「漢字で言葉がわかる」
「聞き逃しても見返せたので」
「遠い

ぐに投稿することができ，ジオツアーを楽しむきっかけに

場所を指でさされてもわからないが，システムはわかりや

なる可能性がある．しかし，画面に気が取られることでジ

すかった」などの意見が得られた．このことからシステム

オツアーに集中できず，楽しめない参加者もいることがわ

は，参加者の理解度向上支援に役立つことがわかった．

かった．そのため，ジオガイドが口頭で説明している最中

「システムありとシステムなしでは，どちらの方がツ
アーを楽しめましたか」（表 2（2））という質問を行った

は，参加者の興味の対象をジオガイドに集める工夫が必要
である．

ところ，システムありが 7 名，システムなしが 2 名という
評価を得た．システムありと答えた実験協力者の意見には

5.4 ツイートへの興味の確認結果と考察

「内容がちゃんとわかって話についていけるので」
「Twitter

ツイートアクティビティは，アカウントを持っている

と連携していておもしろい」
「Twitter を開きなおさなくて

ユーザ本人にのみ取得可能なため，全員分の取得は困難で

もいいから」などの意見が得られた．しかし，システムな

あった．そこで今回は，協力が得られたジオツアー参加者

3 名から，ジオツアー時に投稿したツイートのツイートア

のツイートへ興味を示すかについての確認を行った．その

クティビティを取得した．表 3 に 2016 年 9 月における各

結果，以下の 2 点を明らかにした．

個人の 28 日間分の Twitter ステータスを示す．各ユーザ

( 1 ) 参加者がツアー中に行った画像付きのツイートにより，

の過去 28 日間分（9/1〜9/28）のインプレッション数と，

ジオツアーの知名度向上に貢献する可能性がある．

平均エンゲージメント率をジオツアー時のツイートと比較

( 2 ) ジオガイドの説明や画像を参加者に素早く提示するこ

することにより，ジオツアー時のツイートに Twitter 閲覧
者がどれほど興味を示しているかを確認する．
表 4 にジオツアー時の参加者ツイートの詳細と平均イン
プレッション数，平均エンゲージメント率の比較を示す．

とにより，ジオガイドの説明が理解しやすくなる．
今後の予定として，実際のジオツアーで本システムを利
用，評価をおこなう．
謝辞

本 研 究 の 一 部 は ，JSPS 科 研 費 基 盤 研 究 (A)

参加者 A は，ジオガイドの説明を引用し，それに対して
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感想を付けてツイートをしている傾向が見られた．平均イ

援プロジェクトの補助を受けた．

ンプレッション数と平均エンゲージメント数の，どちらも
上回っているツイートは表 4(4) のツイートのみであった．
表 4(1) のツイートが平均エンゲージメント率を上回って
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認することにより，Twitter 閲覧者がどの程度，ジオツアー
[14]
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