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あらまし  旅行の計画を立てる時に，「今から訪れようとしている場所で，滞在期間中にどのようなイベントが

開催されるのか」という情報は非常に重要である．しかし，開催期間が限定的なイベント関連の情報を人手で整備

するのは非常にコストがかかるため，例えば，旅行会社や政府の観光局などが提供する雑誌や Web 上のポータルサ

イトなどでは，知名度の高いもののうちの一部を簡単に紹介するにとどまっている．そこで本研究では，あるイベ

ントに関する動画とブログを自動的に収集し，それらを地図上にマッピングすることで，ユーザが俯瞰的にイベン

ト情報を閲覧できるイベント参加支援システムの構築を行う．動画とブログの自動収集において，動画では精度

0.855，再現率 0.834，ブログでは精度 0.820，再現率 0.937 の割合で正しく収集できた． 

キーワード  イベント情報，動画，ブログ，マッピング 

 

1. はじめに 

観光を支援する媒体として，旅行会社や政府の観光

局などが運営する観光情報サイトや，旅行ガイドブッ

ク「るるぶ」などが挙げられる．観光情報の中でも，

祭りやイルミネーション，マラソン大会などのイベン

トに関する情報は，旅行の計画を立てる観光客にとっ

て重要な情報である．例えば，今から訪れようとして

いる場所で何が行われるのか，それがどんな様子なの

か，といった情報が分かれば，旅先での行動が計画し

やすくなる．こういったイベントについて検索できる

Web サイトとして，2006 年に，ユーザが自由にイベン

ト情報を投稿・共有することができるソーシャルイベ

ントサイト「eventcast 1」が，2008 年には，総合イベン

ト情報サイト「ことさが 2」が公開されている．しかし，

このような Web サイトは基本的なイベント情報のみ

が提示されており，ユーザによるコメントの投稿数も

少ないため，具体的にどのようなイベントなのかを把

握することは困難である．  

そこで本研究では，イベントに関する情報を含んだ

動画とブログに注目し，それらを地図上にマッピング

することで，ユーザが俯瞰的にイベント情報を閲覧で

きるイベント参加支援システムの構築を行う．動画は，

観光客にとって未知なイベントでも，映像を見ること

によって，どんなイベントなのかを視覚的に捉えるこ

とができる．また，ブログは，個人が自由に意見や感

想を記述しており，実際にイベントに参加した人にし

か知り得ない情報が記述されていることもある．この

ように，いつ，どこで，何が，どんな様子だったのか

が得られるため，動画やブログはイベントに関して有

                                                             
1 http://clip.eventcast.jp/  
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益な情報源であると考えられる．本研究では，“祭り”

や“イルミネーション”，“マラソン大会”などの観光

客や一般の地域住民が参加できる行事や催しをイベン

トと定義し，イベントに関する情報を含む動画をイベ

ント動画，ブログをイベントブログと定義する．  

また，すべてのイベント動画，イベントブログを地

図上にマッピングすると，夏に行われるイベントと，

冬に行われるイベントの情報が同時に提示される問題

が起こる．そこで本研究では，各イベント動画やイベ

ントブログに，“いつからいつまで地図上に掲載するか”

という情報を付与する．本論文では，これを掲載期間

と呼ぶ．各々のイベント動画やイベントブログに掲載

期間を付与することで，観光客に「滞在期間中にどの

ようなイベントが開催されるのか」を効率的に提示す

ることができる．  

本論文の構成は以下のとおりである．2 章では本研

究で構築するシステムについて，その動作例を説明し，

3 章で関連研究について述べる．4 章では観光イベント

に関する動画とブログの自動収集について，5 章は実

験について述べ，6 章で考察を行う．また，結論と今

後の課題については 7 章で述べる．  

 

2. システムの動作例 

本章では，構築するシステム 3について，その動作例

を説明する．本研究では，オンライン地図情報サービ

スである Google Maps を使用する．図 1 に動作例を示

す．  
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図 1: システムの動作例  

 

地図上に表示されたピンをクリックすることで吹

き出しが表示される．吹き出しの中には，イベント動

画やイベントブログのタイトル，その地点の緯度，経

度が表示される．タイトルの部分をクリックすること

で，動画もしくはブログのリンク先にアクセスし，イ

ベント情報を閲覧することができる．なお，地図上の

ピンはイベントごとに決められた掲載期間のみ表示さ

せる．これによりユーザにとって不要な情報を排除す

ることができる．  

 

3. 関連研究 

本研究は，観光情報の中でもイベントに注目し，観

光支援システムの構築を目標としている．類似する研

究として，Web を情報源としたイベント情報の抽出と，

観光支援サービスが挙げられる．  

 

3.1. Web を情報源としたイベント情報の抽出 

斉藤ら [1]は，新聞記事からイベント情報を抽出する

手法を提案している．現在より未来に開催される娯楽

に関する催しや行事が記載されている新聞記事を「イ

ベント記事」とし，新聞記事がイベント記事かを自動

検出する．そして検出したイベント記事より，手がか

り語の有無を素性とした機械学習を用いてイベント名，

開催日時，開催地，開催施設名といったイベント情報

を抽出している．  

吉田ら [2]は，ブログと Web ページからイベント情報

を抽出する手法を提案している．いくつかのイベント

名に対してブログを収集し，そこからイベント名の前

後に連接しやすいパターンを抽出する．そして，抽出

したパターンを用いて Web からイベント名を収集し

ている．この手法により，地域に根付いた「ふくろ祭

り」というイベント名の抽出にも成功している．   

岡本ら [3]は，ブログからイベントを抽出する手法を

提案している．地名を検索クエリとし，ブログ検索エ

ンジンにより収集されたブログを対象に，話題とその

推移を抽出し，イベント情報の抽出を行っている．実

際に，音楽グループの告知されていないイベントや，

スポーツイベント，美術や写真の個展などのイベント

情報が抽出されている．  

金子ら [4]は，Twitter からイベント情報を抽出する手

法を提案している．日本国内を分割し，それぞれの地

域に対して，前日と比べ多くのユーザがツイートした

キーワードがイベントに関わるとし，キーワードを抽

出する．そのキーワードを用いて収集した画像をクラ

スタリングし，代表画像を地図上にマッピングするこ

とで，イベントの様子を視覚的に捉えやすくしている．

台風や虹といった自然現象から，花火大会，イルミネ

ーションなどといったイベントの抽出に成功している． 

これらの研究は，Web 上の情報源からイベント名な

どのイベント情報を抽出することを目的としている．

本研究では，イベントに関する有益な情報を含む動画

やブログを収集することで，観光客にそのイベントが

具体的にどのようなイベントなのかを提示することを

目的としている．よって，イベント情報そのものより，

イベントに関する感想や意見，様子を含んだ動画とブ

ログに注目する点で異なる．  

 

3.2. 観光支援サービス 

石野ら [5]は，旅行者が旅行記を記述した旅行ブログ

が観光情報を得るための有益な情報源であると考え，

ブログデータベースより旅行ブログを検出する手法を

提案しており，精度 0.867 と高い精度で旅行ブログの

検出に成功している．本研究で扱うブログは，この手

法により検出された旅行ブログを対象とする．さらに

Ishino ら [6]は，広島県の観光を支援するために，電停

に関する旅行ブログを検出する手法も提案している．   

石野らの手法を使用した観光支援サービスとして，

藤井ら [7]の研究がある．広島 P2 ウォーカーで公開さ

れている「ぶらり広島電停散歩 MAP4」では，収集し

た旅行ブログを地図上にマッピングすることで，どこ

に関する旅行ブログなのかが視覚的に分かるようにな

っている．しかし，一点に大量の旅行ブログがマッピ

ングされると，得たい情報を探すことが困難になる．

そこで藤井らは，旅行者が知りたい情報を効率的に閲

覧することができるよう，旅行ブログを「買う」，「食

べる」，「体験する」，「泊まる」，「見る」，「その他」の

6 つのタイプに分類する手法を提案している．イベン

トに関して情報を得たい場合，「見る」や「経験・体験」，

または「グルメ」をクリックすると，イベントに関す

る旅行ブログを閲覧することができる．しかし，その

イベントが現在行われているという保証は必ずしもな
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い．そこで本研究では，提示させるイベント動画やイ

ベントブログに掲載期間を付与し，旅行者が知りたい

時期の情報を提示することを目的とする．さらに，本

研究でも，藤井らのタイプ分類に合わせることにより，

ユーザの要求に合ったイベント動画やイベントブログ

を推薦することが可能となる．  

 

4. 観光イベントに関する動画とブログの自動

収集 

観光イベントに関する動画とブログの自動収集は，

以下の 3 つのステップに分けられる．この 3 つのステ

ップについて，4.1 節，4.2 節，4.3 節でそれぞれ説明

する．  

 

1. イベントデータベースの作成  

2. イベント動画とイベントブログ候補の収集  

3. イベント動画とイベントブログの自動判定  

 

4.1. イベントデータベースの作成 

各イベント動画やイベントブログに，イベント開催

場所やその緯度，経度，掲載期間などといったイベン

ト情報が付与できれば，期間を決めて地図上に提示で

きる．そこで本研究では，イベント情報を収集したイ

ベントデータベースを作成する．イベント情報の収集

には，日本全国で約 43,000 件のイベント情報を得るこ

とができる Yahoo!ロコ 5を使用した．本研究では，イ

ベント名，開催期間，掲載期間，開催場所，住所，緯

度，経度をイベント情報と定義し，イベント名，開催

期間，開催場所，緯度，経度を Yahoo!ロコから抽出し

た．掲載期間は開催期間 1 ヵ月前から終了日までとし，

イベントデータベースを作成した．その例を表 1 に示

す．  

 

表 1: イベントデータベースの例  

イベント

名  

2013 広島みなと夢

花火大会  
神戸ルミナリエ  

開催期間  2013 年 07 月 27 日  
2013 年 12 月 05 日～

2013 年 12 月 16 日  

掲載期間  20130627-20130727 20131205-20131216 

開催場所  
広島港 1 万トンバー

ス  

旧居留地界隈およ

び東遊園地  

住所  
広島県広島市南区

宇品海岸 3 丁目  

兵庫県神戸市  中央

区海岸通  

緯度  34.353177623 34.6881337053942 

経度  132.470301389 135.196380615234 
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4.2. イベント動画とイベントブログ候補の収集 

本節では，イベント動画やイベントブログの候補と

なる動画やブログの収集手法についての説明を行う．

イベント名を含む動画やブログは，イベント動画やイ

ベントブログである可能性が高いと考えられる．そこ

で，4.1 節で作成したイベントデータベースよりイベ

ント名を抽出し，それぞれの収集に使用する．動画の

収集には，YouTubeDataAPI6を用い，イベント名を検索

クエリとしてイベント動画候補を収集する．ブログの

収集には，石野ら [5]の手法によって検出された旅行ブ

ログを対象とし，イベント名をタイトルまたは本文に

含むブログをイベントブログ候補として収集する．こ

のとき，「もみじまつり」のような日本各地で行われる

イベントの場合，イベント動画とイベントブログをイ

ベントデータベースと一意に対応付けることができな

い．そのため今回は，「宮島水中花火大会」のような一

意に決まるイベントのみを対象とする．  

 

4.3. イベント動画とイベントブログの自動判定 

本節では，4.2 節で収集した動画とブログから，イ

ベント動画とイベントブログの自動判定を行う手法に

ついて説明を行う．イベント動画の自動判定について

は 4.3.1節，イベントブログの自動判定については 4.3.2

節で説明する．  

 

4.3.1. イベント動画の自動判定 

4.2 節では，イベント名をクエリとして動画を収集

した．しかし，収集された動画には，クエリとしたイ

ベント名が動画のタイトルや説明文に含まれてはいる

が，実際にはイベントに関係しない動画である場合も

含まれる．そこで本研究では，4.2 節で収集された動

画に対し，イベント動画かどうかを，機械学習を用い

て自動判定する．  

図 2 は，人手でイベント動画であると判定された動

画の一例である．図 2 に示すイベント動画のように，

“開催” や“参加しました”など，実際にイベントへ

参加した際に，よく使用される単語が含まれる．よっ

て本研究では，機械学習に以下の素性を使用すること

で，イベント動画の自動判定を行う．  

 

 動画のタイトルにイベント名が含まれているか

どうか  

 動画の説明文にイベント名が含まれているかど

うか  
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 “開催”や“会場”などのイベント開催時によ

く使用される単語の有無  

 “参加しました”や“見に行った”などのイベ

ントの参加者がイベントに参加した際によく使

用される単語の有無  

 

 

図 2: 人手でイベント動画と判定された動画の例  

 

4.3.2. イベントブログの自動判定 

イベント動画と同様に，4.2 節で収集されたブログ

の中には実際にイベントに関係しないものも存在する．

そこで，収集されたブログに対し，「ブログの投稿日時」

や，「ブログの記載内容」を利用することでイベントブ

ログの自動判定を行う．  

(1) ブログの投稿日時を用いた判定  

 ブログには投稿日時が存在するため，これに注目す

る．イベントに参加したブログユーザは，イベント参

加 2 週間以内にブログを投稿する傾向があった．そこ

で，イベント開催後 2 週間に投稿されたブログをイベ

ントブログと判定する．また，「昨年こんなイベントに

参加し，今年も参加するんだ！」といったような内容

の場合，イベント開催前にブログを投稿すると考えら

れる．よって，イベント開催前 2 週間に投稿されたブ

ログもイベントブログと判定する．  

(2) ブログの記載内容を用いた判定  

 イベントブログには，イベントに関する単語が多く

含まれると考える．イベントに関する単語のリストが

あれば，イベントブログと単語リストの類似度を測る

ことで，イベントブログを検出できる．そこで，単語

リストを作成するために，イベント動画を利用する．

4.3.1 節の手法によって収集されたイベント動画のタ

イトルや説明文には，そのイベントに関する単語が多

く出現する．これらの単語を利用することで，イベン

トごとにイベントに関する単語リストを作成する．イ

ベントに関する単語リストと，ブログの類似度を求め，

一定値以上の値を得た場合にイベントブログと判定す

る．類似性尺度としてコサイン類似度を用い，類似度

の計算には，各ブログのタイトル，本文と，各イベン

ト動画のタイトル，説明文を形態素解析し，品詞が名

詞，動詞，形容詞である単語のみを使用する．  

 本研究では，(1)または (2)の特徴を持つブログをイベ

ントブログと判定する．図 3 に人手でイベントブログ

であると判定されたブログの例を示す．  

 

8 月 14 日、夏の夜を 5 千発の花火で彩る今年 34 回目

の「宮島水中花火大会」が行われ、宮島の島に 4 万 6

千人、対岸に 21 万人が観賞したそうです。私は交通渋

滞が嫌で、今まで見に行くことさえ躊躇していました

が、フェリーに乗って海上から見物をするという企画

を知り、生まれて初めて見ることができました。  

図 3: 人手でイベントブログと判定されたブログの例  

 

5. 実験 

本研究で行った実験とその結果について述べる．  

 

5.1. イベント動画 

データセット  

実験用データには，4.2 節で収集した動画 1,905 件に

対し，人手でイベント動画かどうかの判定を行った結

果を用いた．人手でイベント動画の判定を行った結果

を表 2 に示す．  

 

表 2: イベント動画の人手での判定結果  

イベント動画  

（件）  

その他  

（件）  

合計  

（件）  

1,398 507 1,905 

 

判定方法  

 提案手法の有効性を確認するため比較手法を用いた． 

 比較手法：4.2 節で収集した動画 1,905 件を全て  

イベント動画として判定する  

 提案手法：人手により収集した手掛かり語を素性

として用いて判定する  

機械学習  

イベント動画の判定の機械学習には TinySVM を用

いた．2 次の多項式カーネルを使用し，2 分割交差検定

を行った．評価尺度として，精度・再現率を用いた．  



 

 

実験結果  

実験結果を表 3 に示す．表 3 の実験結果より，比較

手法に比べ，提案手法では高い精度を得ることができ

た．イベント動画は日々撮影され，インターネット上

にアップロードされるため，本研究では再現率よりも

精度を重要視している．よって，提案手法の有効性を

確認できたといえる．  

 

表 3: イベント動画の自動判定結果  

手法  精度  再現率  

提案手法  0.855 0.834 

比較手法  0.734 1.000 

 

5.2. イベントブログ 

データセット  

実験用データには，4.2 節で一意に決まるイベント

名で収集されたブログ 179 件に対し，人手でイベント

ブログかどうかの判定を行った結果を用いた．人手で

イベントブログの判定を行った結果を表 4 に示す．ま

た，旅行ブログが収集されたイベント数は 79 件であっ

た．コサイン類似度を求める際は，79 イベント分のイ

ベント動画を使用した．  

 

表 4: イベントブログの人手での判定結果  

イベントブログ  

（件）  

その他  

（件）  

合計  

（件）  

127 52 179 

 

判定方法  

 提案手法の有効性を確認するため比較手法を用いた． 

 比較手法：4.2 節で収集したブログ 179 件を全て  

イベント動画として判定する  

 提案手法：(1)ブログの投稿日時を用いた判定，(2)

ブログの記載内容を用いた判定のどちらかの特

徴を持つブログをイベントブログと判定する  

実験結果  

実験結果を表 5 に示す．表 5 の実験結果より，比較

手法に比べ，提案手法では高い精度を得ることができ

た．イベント動画と同様に，イベントブログは日々更

新されるため，本研究では再現率より精度を重要視し

ている．よって，提案手法の有効性を確認できたとい

える．  

 

表 5: イベントブログの自動判定結果  

手法  精度  再現率  

提案手法  0.820 0.937 

比較手法  0.709 1.000 

 

6. 考察 

本章では，イベント動画の自動判定，イベントブロ

グの自動判定についてそれぞれ考察を行う．  

 

6.1. イベント動画 

イベント動画の判定において，機械学習に用いた素

性はテキスト情報のみ使用しているが，人手の判定で

はテキスト情報を考慮しつつ，実際に動画を見て判断

している．実際に動画を見ると，テキスト情報にイベ

ント名が含まれているがイベント動画ではない動画が

存在する．その動画の例を図 4 に示す．  

 

 

図 4: テキスト情報にイベント名を含むが  

人手でイベント動画でないと判定された例  

 

図 4 の動画はタイトルや説明文にイベント名を含ん

でいる．しかし，動画の内容は舞台に上がる前の練習

風景を撮影しており，イベント動画としては不適切と

いえる．このような動画は実際に閲覧してみないとイ

ベント動画かどうかの判定をすることができない．そ

こで今後の課題として，テキスト情報だけでなく視覚

情報も考慮してイベント動画の判定を行う必要がある

と考えられる．  

 

6.2. イベントブログ 

イベントブログの自動判定において，人手ではイベ

ントブログでないと判定したが，提案手法によってイ

ベントブログと判定された例を図 5 に示す．  

 

最近の２月は北海道や青森県という雪国に行ってまし

た。  

・世界遺産知床の流氷  

・旭川冬まつりと小樽市観光  

と、雪国をいってましたが今年の２月は南国の沖縄か

ら台湾にいきます。  

図 5: 誤ってイベントブログと判定された例  



 

 

図 5 は，「旭川冬まつり」というイベント名で収集

された旅行ブログであるが，実際は沖縄や台湾につい

ての旅行ブログであり，イベントブログではないこと

が分かる．しかし，投稿日時が「旭川冬まつり」の開

催日と近いため，ブログの投稿日時を用いた判定によ

って誤ってイベントブログであると判定された．本研

究の提案手法では，ブログの投稿日時，または記載内

容を用いた判定のどちらかの特徴を持っていた場合に

イベントブログであると判定したため，互いに考慮が

できていない．そこで，投稿日時を用いた判定のイベ

ント開催前後 2 週間という閾値をなくし，イベント開

催日時とブログの投稿日時との距離をコサイン類似度

の重みとして利用することで，ブログの投稿日時と記

載内容を共に考慮した判定が可能となると考えられる． 

また，人手ではイベントブログと判定したが，提案

手法によってイベントブログでないと判定された例を

図 6 に示す．  

 

去年の２月のことになりますが、家族で毎年恒例の宮

島かき祭りに行ってきました。お目当ては、かきの浜

焼き体験です。場所を借りて、殻付きのかきを自分で

焼いて食べるものです。１５個くらい入っているもの

が一パックで１０００円でした。うちは、家族３人で

三パックも食べました。つまり１人平均１５個食べた

ことになります(汗)。 

*******略******* 

図 6: イベントブログと判定されなかった例  

 

図 6 は「宮島かき祭り」のイベントブログである．

投稿日時がイベント開催日と離れていたため，投稿日

時を用いた判定でイベントブログでないと判定された．

また，ブログの記載内容を用いた判定で算出されたコ

サイン類似度の値は 0.35 であったが，今回実験に用い

た閾値が 0.36 であったため，イベントブログでないと

判定された．このようなイベントブログを検出するた

めに，イベント名に出現する単語が旅行ブログのタイ

トル，本文に出現すれば，その単語の重みを大きくす

る方法が考えられる．例えば，図 6 であれば，「宮島 /

かき /祭」に対し単語の重みを通常よりも大きくする．

この手法により，イベント名に出現する単語が多く含

まれる旅行ブログを，イベントブログと判定すること

が可能になると考えられる．  

 

 

7. おわりに 

本研究では，イベント参加支援システムを構築する

ことを目標にイベントに関する動画とブログの自動収

集を行った．機械学習やブログの投稿日時，記載内容

を用いた自動判別方法を提案し，動画については精度

0.855，ブログについては精度 0.820 でイベント動画，

イベントブログを検出できた．今後の課題として，イ

ベント動画の判定に関しては，テキスト情報だけでな

く視覚情報も考慮してイベント動画の判定を行い，イ

ベントブログの判定に関しては，ブログの投稿日時と

記載内容を共に考慮した判定を行うことが挙げられる． 

また，全国各地で行われる同じイベント名のイベン

トに対しても，開催場所や住所などといった他のイベ

ント情報を用い，イベント動画やイベントブログを適

切なイベントと紐付ける必要がある．そして，イベン

トにもさまざまなタイプがあるため，藤井ら [7]のタイ

プ分類に合わせることで，実際に身体を動かして楽し

みたい人には「トライアスロン」や「マラソン大会」

など，身体は動かさず，何かを見て楽しみたい人には

「花火大会」や「イルミネーション」など，ユーザの

要求に合ったイベント動画やイベントブログを推薦す

ることが可能になる．  
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