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概要： 観光地のマーケティングを効果的に行うためには，旅行中の旅行者の観光行動のモデル化に加

えて，旅行前の旅行計画者の行動をモデル化することも重要である．本研究では，旅行前の旅行計画者の

行動をモデル化することを目的とし，Twitter に投稿されたツイートから，旅行を計画中のツイートと，

旅行中のツイートを自動で判定する手法を提案する．また，収集された計画ツイートと旅行ツイートを

利用し，旅行計画者の行動を分析する． 
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1. はじめに 

 観光地のマーケティングを効果的に行うために

は，旅行中の旅行者の観光行動のモデル化に加え

て，旅行前の旅行計画者の行動をモデル化するこ

とも重要である．特に，近年増加している個人旅

行においては，交通手段や宿泊施設など，旅行に

関する計画が段階的に行われるため，旅行計画者

の行動のモデルは，団体旅行と比較すると複雑だ

と考えられる．また，様々なサイトを利用して情

報の収集や予約を行うため，旅行計画者の行動を

把握することは困難になっている．そこで本研究

では，Twitter に投稿された情報を利用することで，

旅行計画者の行動のモデル化を目指す． 

図 1 の例のように，Twitter には，旅行中の観光

行動や感想だけではなく，旅行前の計画行動に関

する情報を投稿するユーザも存在する．ユーザの

投稿内容と投稿日時を利用すると，この旅行計画

者の場合，旅行の約 2 カ月前から広島旅行の検討

を開始し，約 1 カ月前にホテルを予約し，旅行出

発前日に新幹線のチケットを購入しているという

ことがわかる． この例のように，旅行計画者であ

るユーザを発見し，旅行の計画から実行までの一

連のツイートを収集することができれば，旅行前

の旅行計画者の行動をモデル化することが可能と

なる． 

そこで本研究では，旅行前の旅行計画者のモデ

ル化を行うために，Twitter に投稿されたツイート

から，旅行を計画中のツイート（計画ツイート）

と，旅行中のツイート（旅行ツイート）を自動で判

定する手法を提案する．また，収集された計画ツ

イートと旅行ツイートを利用し，旅行計画者の行

動を分析する． 

旅行の目的地や旅行計画者の属性ごとに，旅行

前の計画行動をモデル化することができれば，旅

行の計画を開始したユーザに対し，適切な時期に，

観光情報の推薦や，交通手段や宿泊施設に関する

広告を出すなどのマーケティングが可能となる． 

本論文の構成は以下の通りである．2 節では関

連研究，3 節では提案手法，4 節では実験と結果に

ついて述べる．5 節では，旅行者の計画行動の分析

結果について報告する．6 節で本稿をまとめる． 

 

2. 関連研究 

 ソーシャルメディアを情報源とし，観光に関連

する情報を抽出する研究は，盛んに行われている．

例えば，ブログを利用した研究[1, 2]や Twitterを

利用した研究[3, 4, 5]がある． 

石野ら[1]は，旅行ブログエントリを自動で収集

し，そこから観光地や土産物に関する情報を抽出

する手法を提案している．徳久ら[2]は，ブログエ

ントリから，観光開発のヒントとなる文を抽出す

る手法を提案している． 

 

図 1 旅行計画者の Twitter への投稿の例 



鈴木ら [3]は，地域の観光協会が運営する

Twitter アカウントのフォロワーのユーザプロフ

ィールを利用することで，観光地の特徴を分析し

ている．遠藤ら[4]は，地域の季節変化に応じた情

報提供を行うことを目的とし，Twitter の投稿を利

用することで，桜などの見頃を推定する手法を提

案している．狩野ら[5]は，旅行中のツイートを自

動判定する手法を提案している．その結果，前後

のツイートを利用すると，より高精度に旅行中の

ツイートを判定することができることを報告して

いる． 

このように，ブログや Twitter などのソーシャ

ルメディアから，旅行中に発信された情報の抽出

や，観光地の特徴を明らかにするための研究は活

発に行われているが，我々が調査した範囲では，

旅行計画者の行動に関する情報を抽出し分析する

研究は行われていない． 

旅行者の計画行動の中でも，特に宿泊施設や飛

行機の予約行動を明らかにする研究として，Duric

ら[6]の研究がある．Duric らは，宿泊施設，飛行

機，レンタカーの領収書が記載されている Yahoo

メールを収集し，予約日や旅行期間，チェックイ

ンやチェックアウトの日時を抽出した．その結果，

旅行の 1 カ月前までに約半数の飛行機の予約が行

われることが報告されている．また，飛行機，宿泊

施設，レンタカーの順番で予約が行われることが

多いことを明らかにしている．本研究と Duric ら

の研究成果を利用することで，予約の検討を行う

時期と，予約を実際に行う時期との差を明らかに

することが可能となる． 

近年，Twitter ユーザの属性（性別，年齢など）

を自動的に推定する研究が活発に行われている[7, 

8]．このような技術を利用して旅行計画者の属性

を推定し，計画行動と組み合わせることで，より

詳細なモデル化や分析が可能になると考えられる． 

 

3. 計画ツイートと旅行ツイートの自動判定手法 

 本章では，Twitter に投稿されたツイートから，

計画ツイートと旅行ツイートを自動判定する手法

を説明する．提案手法では，Twitter から旅行計画

者を収集し，そのユーザのツイートに対して自動

判定を行う．それぞれの手法について，3.1 節，3.2

節で説明する． 

3.1. 旅行計画者の収集 

 旅行を計画しているユーザは，我々の先行研究

である藤村ら[9]の手法を用いて収集する．藤村ら

は，「旅行」や「計画」というキーワードを含むツ

                                                   
1 http://chasen.org/~taku/software/cabocha/ 

イートを収集し，そのツイートを投稿したユーザ

が旅行計画者かどうかを，SVM を利用して自動判

定している．本手法では，精度 0.65，再現率 0.82

で，旅行計画者の判定を行うことができる．本研

究では，藤村らの手法により収集されたユーザを

旅行計画者として使用する．また，「旅行」や「計

画」というキーワードを含むツイート内に出現す

る地名を，旅行計画者の旅行の目的地として利用

する．地名の判定には CaboCha1を使用する． 

3.2. ツイートの自動判定 

 3.1 節で判定された旅行計画者のツイートから，

目的地の地名を含むツイートを収集し，それらの

ツイートに対し，計画ツイートか旅行ツイートか

を判定する．計画ツイートには「計画」ラベルを，

旅行ツイートには「旅行」ラベルを付与する．表 1

に，「広島」を目的地とした旅行計画者のツイート

に，ラベルを付与した例を示す． 

 

表 1 ツイートとラベルの例 

投稿日 ツイート ラベル 

17/03/14 帰宅中！広島満喫できた 旅行 

17/03/11 広島に向けて出発！！ 旅行 

17/03/10 広島行きの新幹線のチケット買った 計画 

17/02/13 広島のホテルの予約完了 計画 

17/02/12 友達と 3月の広島旅行の計画立ててる 計画 

17/01/16 レポート提出は広島旅行の 1週間前… 関係なし 

17/01/15 春休みに広島に旅行に行きたい！ 計画 

16/10/15 広島カープが CS進出！ 関係なし 

 

 本研究では，ツイートに対して上記のラベルを

予測する問題を，ニューラルネットワークによっ

てモデル化する．具体的には，まず，入力ツイート

の各単語を 100 次元の実数ベクトル𝑣1に変換する．

次に，𝑣1に畳み込み関数を適用し，300 次元のベ

クトル𝑣2とする．そして，１ツイート内の全ての

ベクトル𝑣2に対して，各次元の最大値を計算し，

これを 300 次元のベクトル𝑣3とする．𝑣3は，入力

ツイートの単語数に関わらず，常に固定長（300 次

元）のベクトルとなる．𝑣3は，１ツイートから抽出

された特徴ベクトルに相当する． 

 次に，ユーザが過去に投稿したツイートの内容

を考慮するために，ユーザのツイートを時系列に

並べ，各ツイートから抽出された𝑣3を順番に

LSTM 関数へ入力し，300 次元の特徴ベクトル𝑣4
を得る．そして，𝑣4に対して線形関数を適用し，3

次元のベクトル𝑣5へ変換する．最後に，𝑣5の中で



最も値の大きい次元に対応するラベルを予測ラベ

ルとする． 

 

4. 実験 

 本研究で提案した手法の有効性を確認するため，

実験を行った． 

4.1. 実験設定 

 2017 年 1 月 8 日から 2 月 8 日の 1 カ月間のツ

イートにより，旅行計画者であると判定され，

2017 年 9 月 27 日まで継続してツイートが収集可

能であったユーザが投稿したツイートを実験の対

象とする．ツイートの収集には，Twitter API 2を

利用した．この中から，521 名のユーザが投稿し

た 4515 件のツイートに対し，ラベルを人手で付

与した結果を実験に使用した．ラベルを人手で判

定した結果を，表 2 に示す． 

 

表 2 人手でラベルを付与した結果 

ラベル 件数 

計画 191 

旅行 88 

関係なし 4,236 

 

 提案手法を，CNN+LSTM 手法とし，比較手法

として，LSTM 関数を利用しない手法を CNN 手

法とし実験を行う． 

4.2. 実験結果と考察 

 実験の結果を表 3 に示す．実験結果より，CNN

手法と比較し，CNN+LSTM 手法は，精度はわず

かに低下したが，再現率は，計画ラベルでは 0.13

ポイント，旅行ラベルでは 0.24 ポイント改善させ

ることができた． 

 

表 3 ラベルの自動付与の結果 

 計画 旅行 

精度 再現率 精度 再現率 

CNN 0.68 0.26 0.50 0.01 

CNN+LSTM 0.64 0.39 0.42 0.25 

 

5. 旅行計画者の行動分析 

 計画ラベルと旅行ラベルが両方付与できた旅行

計画者 141 名のツイートを利用し，旅行計画者の

行動を分析する．図 2 は，旅行計画日（計画ラベ

ルが付与されたツイートの投稿日）と，旅行開始

                                                   
2 https://code.google.com/archive/p/python-twitter/ 

日（旅行ラベルが付与された最も古いツイートが

投稿された日）の曜日ごとの頻度をグラフに表し

たものである．旅行の計画は日曜日に行われ，旅

行開始は土曜日が多いことがわかる． 

 

図 2 旅行計画日と旅行開始日の曜日の比較 

 計画ラベルが付与されたツイート 191 件に，表

4 に示す細分化されたラベルを人手で付与した結

果を，図 3 に示す． 

表 4 計画ラベルを細分化したラベルとその件数 

ラベル 判断基準 件数 

宿泊 ホテルに関する計画 29 

交通 新幹線や飛行機に関する計画 83 

観光 観光スポットに関する計画 76 

食事 飲食店や名物料理に関する計画 47 

 

 

図 3 旅行計画日の曜日の比較 

観光スポットに関する計画は金曜日が多く，交

通に関する計画は火曜日と金曜日が多いことがわ

かる．ツイートの内容を確認したところ，金曜日

に観光と交通に関する計画が多く行われるのは，

土曜日からの旅行の前日に，内容確認や，バスや



新幹線のチケット購入が多いためである．火曜日

に交通に関する計画が行われる理由は，現在のデ

ータからは明らかではないが，Duric ら[6]の研究

においても，飛行機の予約は火曜日が最も多いこ

とが報告されており，今後更に分析を行う必要が

あると考えられる． 

 次に，旅行の目的地ごとに，旅行計画期間（計画

開始日と旅行開始日の差）をグラフで示したもの

を図 4 に示す．図 4 の「国内」は，北海道と沖縄

を除いた地域とする． 

 

図 4 目的地ごとの旅行計画期間 

 国内では，旅行計画者の約 60%は，旅行計画期

間は 2 カ月以内である．北海道と沖縄は，日本国

内の他の地域に比べ，計画期間が長い傾向がある．

平均の計画期間は，北海道は約 127 日，沖縄は約

76 日であり，沖縄よりも北海道の方が長い． 

海外では，旅行計画者の約 20%は，旅行計画期

間が 10 日以内と短い場合もあるが，目的地はいず

れも香港などのアジア圏であった．海外への旅行

計画者の約 70%は，旅行計画期間は 80 日以上で

ある．最長期間は約 2 年で，ヨーロッパ周遊旅行

の旅行計画者であった． 

 

6. おわりに 

本研究では，旅行前の旅行計画者の行動をモデ

ル化することを目的とし，Twitter に投稿されたツ

イートから，旅行を計画中のツイートと，旅行中

のツイートを自動で判定する手法を提案した．ま

た，収集された計画ツイートと旅行ツイートを利

用し，旅行計画者の行動を分析した． 

今後は，対象とするツイートデータを増やし，

自動判定の精度と再現率を向上させ，より詳細な

旅行計画者の行動分析を行う予定である． 
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