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概要：本研究では，旅行ブログなどの大量の観光関連文書を，自然言語処理技術を用いて解析し，体験

型スポットを自動検出する．体験型スポットとは，観光客が能動的に行動する必要のある観光スポット

のことで，例えば，しまなみ海道サイクリングやオタフクソース株式会社のお好み焼き体験教室などが

該当する．こうした体験型観光スポットの情報を訪日外国人観光客に提供することで従来とは異なる広

島の魅力をアピールすることができる．また，体験型スポットは比較的長時間を要するため，広島の滞

在日数の増加，ひいては経済効果にも一定の影響が期待できる．さらに，ある体験に対する類似体験型

スポットについても分析することで，さらなる魅力発見を試みる． 
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１．	はじめに 
広島は世界的に見ても知名度の高い観光都市で

ある．広島の代表的な観光名所・施設は，「平和記

念資料館」「宮島」「広島城」などであり，実際に

一日で見てまわることが可能である．そのため，

広島市に訪れる外国人観光客は日帰りであること

が多く，それほど高い経済効果があるわけではな

い．広島により長期間滞在してもらい，広島の魅

力を伝えるには，上記以外の観光名所・施設以外

をアピールする必要がある． 
そこで，本研究では体験型スポットに着目する．

体験型スポットとは，観光客が能動的に行動する

必要のある観光スポットのことで，例えば，しま

なみ海道のサイクリングなどが該当する．体験型

スポットは比較的長時間を要するため，広島の滞

在日数の増加，ひいては経済効果にも一定の影響

が期待できる．さらに，ある体験型スポットに対

する他の地域での類似体験型スポットを見つけ比

較することで，ある体験型スポットの売りや改善

点を発見し，さらなる訪日外国人観光客の増加に

つなげる．これらを旅行ブログエントリから検

出・分析する． 
本論文の構成は以下のとおりである．2節では，

類似する観光地の推薦や旅行ブログの自動分類に

よる行動分析に関する関連研究について述べる．3
節では，体験型スポットとそれに対する類似体験

型スポットの分析について述べる．4 節では，類
似観光地を自動検出する手法を提案する．5 節で
本稿をまとめ，6節で今後の課題について述べる． 
 
２．	関連研究 
本研究では，ある体験型スポットに対する類似

体験型スポットを抽出し，比較・分析を行うが，

これまでに，ある観光地に対して類似性のある観

光地を抽出する研究はすでに行われている． 
奥村ら[1]は，観光地開発の支援技術として，開

発目的地と類似する観光地における長所情報をブ

ログから抽出する手法を提案している．本研究と

は，目的が異なっているものの，類似する観光地

を利用している点や，ブログエントリを情報源と

している点は関連性がある． 
上原ら[2]は，ユーザが入力した観光地に対し，

類似性の高い観光地を推薦するシステムを構築し

ている．類似する観光地の提案という点で本研究

と似ているが，類似性のある観光地の見つけ方で

異なる．上原らは情報源として，日本版Wikipedia，



Yahoo!知恵袋，ブログ，地図画像を用いている．
さらに複数の要素から特徴ベクトルを生成し，特

徴ベクトル間のコサイン値を算出することで類似

度を計算し，推薦システムに反映している．本研

究では，旅行ブログのみを情報源とし，ある体験

型スポットについてのブログエントリからキーワ

ードを抽出することで類似体験型スポットを抽出

する． 
土田ら[3]は，Word2Vec を用いることで単語が

持つ意味の加算・減算を可能にし，これを観光分

野に応用する研究を行っている．これにより，あ

る地域のある観光スポットに対する他の地域の観

光スポットとの関係性，つまり類似性を抽出でき

る．本研究では，ある体験型スポットについての

ブログエントリから，類似体験型スポットを自動

抽出するためにキーワードを抽出するが，この意

味演算を用いることで，類似度の高い類似体験型

スポットを抽出することを目指す． 
本研究では，旅行ブログの中でも体験型スポッ

トについてのブログエントリを扱う．Fujii ら[4]
は，分析用データのひとつである英語データの

TravelBlog1から収集した旅行ブログエントリ約
50万件を利用し，ブログ著者の属性情報(性別，使
用言語)，旅行者の行動の種類(「見る」「食べる」
「買う」「泊まる」「体験する」)を自動付与するシ
ステムを構築している．本研究では，このシステ

ムを用い，旅行者の行動の種類として「体験する」

カテゴリに分類されたブログエントリのみを抽出

し，利用する． 
 
３．	類似体験型スポット 
本研究では，旅行ブログエントリから体験型ス

ポットに着目し，それに対する類似体験型スポッ

トを検出・分析することで，その体験型スポット

の魅力を見つけ，観光支援につなげることが目的

である．情報源として，旅行ブログエントリが登

録されている TravelBlogを利用する．TravelBlog
とは，旅行ブログエントリをメインとした海外の

web サイトであり，世界各国に関する旅行ブログ
エントリが写真とともに掲載されている．本研究

では，旅行ブログエントリのテキストデータのみ

を対象に分析していく． 
 
3.1.	 体験型スポットの分析 

TravelBlog中のブログエントリ 736件に人手で
緯度・経度・タイプを付与した．この中で「体験」

カテゴリに属するものは 181件存在した．これら

                                                   
1 http://travelblog.org 

を対象に，どの地域でどのような体験ができるの

かを人手により分析した．分析結果の一部を表 3.1
に示す．日本固有の体験ばかりではなく，海外で

も出来そうな体験も多くみられた． 
 
表 3.1	 人手で分析した体験型スポットの例 
都道府県 体験 
北海道 雪まつり，札幌ビール祭り，スキー， 

富良野トリックアート美術館， 
羊蹄山登山，アイスラフティング， 
大雪山ハイキング，旭岳温泉 

秋田 乳頭温泉，孫六温泉，小安狭温泉 
宮城 どんと祭 
福島 旅館で日本文化体験 
群馬 草津温泉，流鏑馬 
千葉 ディズニーランド・シー，足湯， 

着物体験，リンゴ狩り，いちご狩り 
東京 ビール博物館(ビール試飲)， 

皇居周辺散歩，東京マラソン， 
人力車，メイドカフェ 
トリックアート迷宮間 

神奈川 箱根湯本温泉，箱根くらかけゴルフ 
福井 スキー，スノーボード 
山梨 富士山登山，富士急ハイランド， 

ふじやま温泉 
長野 スキー，野沢温泉，トレッキング 
岐阜 日本酒試飲，染色物見学 
愛知 着物を着て犬山散歩 
三重 伊賀流忍者博物館(忍者体験) 
鳥取 プリクラ，スキー，大山登山， 

カヤック，キャンプ 
広島 酒まつり，マツダ工場見学， 

しまなみ海道サイクリング， 
ステンドグラス作り 

山口 俵山温泉 
徳島 吉野川ラフティング 
愛媛 石鎚山登山，道後温泉，道後秋祭り，

インディゴ染め，お遍路，大凧合戦 
福岡 玉取祭 
長崎 ハウステンボスのプール， 

ランタンフェスティバル 
熊本 黒川温泉，砂浴，竹瓦温泉 
大分 別府温泉，湯布院，堀田温泉， 

サイクリング，地獄めぐり 
沖縄 カヤック，シュノーケリング， 

ホエールウォッチング， 
西表島ジャングルトレッキング 

 



3.2. 類似体験型スポットの分析 
3.1.節で分析した体験の一部に対し，他の地域で

類似体験型スポットがないか，人手により分析し

た．TravelBlogの検索エンジンに，類似体験型ス
ポットについてのブログエントリが検出できそう

なキーワードを入力した． 例えば，マツダの工場
見学に対しては，「car factory」をキーワードとし
て検索した．この検索結果の一部を表 3.2に示す．
他の体験に対しても同様に検索した． 
この結果から，キーワードとしてそのブログエ

ントリが何を体験したのかを表す言葉を抽出でき

れば良いことが分かる．また，表 3.2 からキーワ
ードに動詞が含まれているものが多い．したがっ

て，次節で述べる類似観光地の自動抽出には動詞

に着目する． 
 
表 3.2 人手で分析した類似体験型スポットの例 
体験型 
スポット キーワード 類似体験型 

スポット 
マツダ 
工場見学 car factory アウディ 

工場見学 

日本酒試飲 wine taste ワイン試飲 
rum taste ラム・バハマ祭 

登山 
climb 

a mountain キナブル登山 

hiking 韓国ハルラサン 
トレッキング trekking ヒマラヤ登山 

着物体験 
try 

traditional 
costume 

ベトナム 
民族衣装体験 

しまなみ海道

サイクリング cycling フランスでのサ

イクリング 
 
４．	類似観光地の自動検出 
4.1. 類似観光地の自動検出システムの構築 
本節では， TravelBlog を対象に，ある体験に

ついてのブログエントリの集合と，類似度の高い

体験ができる地域を，検索エンジン INDRI2を用

いて検出する手法を提案する．類似度の高さは，

あらかじめ手がかり語を用意し，ブログエントリ

の集合が持つ手がかり語の情報と，どれほど一致

する情報を持つ地域かで判定する．一致すればす

るほどより類似度の高い地域といえる． 
手がかり語は，Fujiiら[4]が英語旅行ブログのタ

イプ判定をする際に用いた手がかり語リストから，

情報利得を用いて「体験する」タイプのブログに

頻出する手がかり語を 100語収集したデータがあ

                                                   
2 http://www.lemurproject.org/indri/ 

るため，その中の動詞のみを用いる．しかし，「get」
や「pass」などのように 1 つの動詞に多数の意味
を持つ動詞(多義語)も含まれている．手がかり語は，
そのブログエントリが何をしたかを明確にできる

単語にする必要がある．したがって，得られた動

詞の手がかり語に対して，それぞれ WordNet3に

おける語義の数を数え，12個以上の語義を持つ動
詞は削除した．表 4.1 に，手がかり語として用い
た動詞一覧を示す． 
また，富士山登山と沖縄本島のシュノーケリン

グのブログエントリの集合に対して，INDRIを用
いた時の結果として類似度の高い上位 4 件の地域
を表 4.2 に示す．それぞれ上位 4 件の地域のブロ
グエントリを調査した．結果，富士山登山につい

ても沖縄本島シュノーケリングについても似た体

験をしているブログエントリであることが確認で

きた．また，手がかり語で比較をしても，ブログ

エントリの集合の手がかり語の情報と，類似度が

高いとして検出された地域の手がかり語の情報は

一見して合致率が高いことが分かった． 
 

表 4.1手がかり語動詞一覧 
climb，hike，dive，jump， 
swim，trail，soak，trek， 

snorkel，diving，camp，ski 
 

表 4.2 類似度の高い上位 4件の地域 

 
4.2. 考察 
	 類似観光地の自動検出について，動詞の手がか

り語を用いることで，類似度の高さを判断し，類

似度が高い順に，その地域のブログエントリの集

合を表示するツールを構築した．4 節で，富士山
登山や沖縄本島シュノーケリングに対して類似度

が高いとされた地域の体験は似ていることや，手

がかり語の情報の合致率が高いことを確認してい

る．さらに，類似度の低い 4 件についても上位 4

                                                   
3 https://wordnet.princeton.edu/ 

富士山登山 沖縄本島 
シュノーケリング 

Pitres 
(Spain) 

Hayman-Island 
(Australia) 

Chugchilan 
(Ecuador) 

Cozumel 
(Mexico) 

Göreme  
(Turkey) 

Mount-Gambier 
(Australia) 

huangshan  
(China) 

San-Cristobal-Island 
(Equador) 



件の時と同様に，手がかり語の情報という観点か

ら比較をしたが，合致率は低いことを確認した．

以上のことからこのツールは有効であるといえる．  
 
５．	おわりに 
本研究では，体験型スポットに着目した分析を

行った．また，それらに対する類似体験型スポッ

トも人手により見つけ比較・分析を行った．これ

より，類似体験型スポットの検出には，キーワー

ドとして動詞に着目することがよいのではないか

という結論を得た．このことから，動詞の手がか

り語を用いて，ある体験に対する，類似度の高い

地域を検出するツールを構築し，その有効性も確

認できた． 
 
６．	今後の課題 
	 本研究では，類似する地域を自動的に検出する

ツールを構築した．手がかり語の情報として，12
個の動詞を用いた．しかし，これら以外の単語に

ついては，考慮されていないため，すべての体験

に関する旅行ブログエントリに対応できない．よ

って，手がかり語の検討をする必要がある．さら

に，扱う手がかり語を複数単語にも対応させるこ

とで，さらにツールを改良できる． 
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