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Web の写真と文章に見る都市イメージの抽出と可視化に関する研究

迫　麻里絵

1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

　都市生活者が潜在的に自分の街に抱いているイメー

ジを都市イメージと呼ぶ。都市イメージを把握するこ

とで都市の骨格として強く認識されている要素を探る

ことができる。かつて人々の都市イメージは個人の経

験に大きく左右されるものであったが、情報化社会

の発展により Web が発する情報によるところも大きく

なった。近年、Web を通して個人が気軽に情報を発信

できるようになり、Web 上の断片的な都市情報が増え

て実空間との結びつきはより強いものとなっている。

　本研究では人々の都市イメージの源となる都市情報

を収集する独自の手法を提案し、有効性について検証

する。また、人々の身近な情報交換の手段となりつつ

あり、都市や地域のイメージ形成に大きな影響を与え

ていると考えられる Web の情報を可視化し、Web 独特

の地域特性を把握することを目的とする。

1-2. 既往の研究

　既往の研究として、都市イメージについてはケヴィ

ン・リンチ1)をはじめとして様々な側面からのアプロー

チが試みられている。Web 空間と実際の空間との関連

性については、山家ら 2) が Web 上で検索された画像を

媒介として人々の都市イメージと Web での都市空間と

の関係を明らかにした。

　本研究では写真や文章などの Web 情報を収集し、空

間座標と結びつけてマップで表現し、Web で体現され

る地域特性を明らかにする。

1-3. 研究の方法

　図 1 に研究フローを示す。本研究では Web の都市情

報を写真、ブログ文章、施設情報の 3 軸で分析する手

法を提案する。Web API と呼ばれるシステムを利用し

たプログラムを作成して Web 情報を収集し、マッピン

グして分析する。このデータを統合して Web 情報を視

覚化し、都市イメージの抽出を行う。

2. Web API とは

　Web は常に情報が更新され、人々の意見や考えが密

に反映され続ける動的なデータベースであり、Yahoo!

や Google といったポータルサイトによって情報を得

ることができる。以前は取得できる情報はごく限られ

たものであったが、現在はポータルサイトが供給して

いるWeb APIを用いて様々な情報を効率的に得られる。

　Web API(Web Application Program Interface)とは、

ポータルサイトの Web 検索エンジンが持っている膨大

な情報を取得するための仕組みで、php 言語や perl 言

語などで記述されるプログラムである。任意のキー

ワードを Web API のサーバに送信すると、データベー

スから合致するものを抽出し、XMLファイルとして返

信する（図 2）。それを受け取った側で解析し、HTMLファ

イルに変換して Web ブラウザで表示する。

　本研究では Web API を利用して Web 情報（写真、ブ

ログ文章、施設情報など）を効率的に収集し、空間座

標に変換してマッピングを行い分析した。

3. 写真に見る都市イメージの分析

　本章では福岡市に関連する Web の写真を収集し、空

間座標と結びつけて地域の特性を分析した。

3-1. 写真の収集

3-1-1. 収集する写真投稿サイト

　写真は Flickr（http://www.flickr.com/）から収集した。

Flickrは写真を介したコミュニティサイトであり、誰

でも自由に写真の投稿や閲覧、コメントができる。写

真には空間座標やタグ（写真の内容を分かりやすく示

した単語の集まり）などの情報が付随する。

3-1-2. Web API を利用した写真収集

　写真収集には Flickr API を用い、任意の空間座標

地名

空間座標

タグ

ブログの文章 キーワード抽出

マッピング

マッピング座標化

写真・タグ・座標

施設名   

Web
データベース

Web API

Web API

送信

■分析■■総括■

テキスト
マイニング

GIS

返信 座標変換サービス

   ・住所

図 1　研究フロー

図 2　Web API による作業工程
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と合致する写真の一覧表を HTMLファイルで生成する

API プログラムを作成し、福岡市で撮影した写真を計

1,254 枚取得した。収集項目は、写真の①画像データ

②ファイル名③撮影者④閲覧数⑤撮影日時⑥緯度⑦経

度⑧タグ⑨座標の精度＊ 1⑩人気順位の 10個である。

3-2. 写真の分析

3-2-1. 空間座標の分布に見る地域特性

　福岡市の 1,254 枚の写真を参照して空間座標を GIS

でマッピングした（図 3）。全体的に天神・博多から

大濠公園まで地下鉄沿線に帯状に集中している他、志

賀島、海ノ中道公園、百道浜などの観光地も多い。こ

れは福岡市への旅行者が撮影した写真を人に紹介する

ケースが多く、Web では写真を介して非日常体験を互

いに共有しあっている言える。

　次に、写真の閲覧回数で重み付けしてカーネル密度

計算を行った（図 3）。天神・博多から大濠公園までの

帯状の集中は変化しないが、加えて百道浜、福岡空港、

香椎、アイランドシティなどが浮かび上がってくる。

3-2-2. 詳細なエリアごとに見る地域特性

　図 3 で写真が集中したエリアに関して写真の内容を

もとに地域のイメージを分析するため、福岡市の写真

を GoogleEarth で表示した（図 4）。

①天神・中洲：天神のクリスマスイルミネーション（写

真 1）など非日常の空間は都市情報に反映されやすい。

また、中州のネオンの輝き（写真 2）など昼と夜で景

色が変わる場所は写真の投稿数・閲覧数が多い。

②博多：博多は交通の結節点で旅行者も多く、駅構内

や列車の写真が大半を占めている。

③百道浜：百道浜は福岡タワーなど人気の観光スポッ

トがあり、写真の投稿数・閲覧数が多い。また海や砂

浜の写真も多く、福岡市と海との密接な関わりが都市

イメージとして現れやすいエリアである。

　全体的な特徴として、Web 写真は人物を写したもの

が多い。女子学生（写真3）や、天神の新たな交通手段「ベ

ロタクシー」（写真 4）など、撮影対象の特異性が加わ

るものは飛躍的に閲覧数を集めている。

　一方で、有名な建築物を対象とした写真（写真 5）

は撮影場所が主な都心から離れているにも関わらず、

閲覧数が多く人気が高い。また、博多の北東部に密集

している神社・寺院（写真 6）は投稿数も閲覧数も多

いが、これは一部の愛好家たちによって趣味を同じく

する人々のコミュニティが形成されていた。そういっ

た少数派の人々に支持されることで突出する写真の存

在によって、Web では実際の空間とは異なった独特な

地域特性が反映されている。

4. ブログ文章に見る都市イメージの分析

　本章では、福岡市の都心エリアと関連するブログ文

章を収集して地域の特性を分析した。

4-1. ブログ文章の収集

4-1-1. 収集するブログサイト

　ブログサイトの充実によって、人々は日常生活の一

部を Web に記す機会が増えている。場所に関連するブ

ログ文章に含まれている単語やキーワードを元に、そ

の場所の特徴を考察することができる。

　本研究では個人が使用するケースが多い 6つのブロ

グサービス（ココログなど *2）の文章を収集対象とした。

4-1-2. Web API を利用したブログ記事収集

　ブログの収集には Yahoo!ウェブ検索 API を用い、

任意のキーワード（ここでは地名）を含むブログ記事
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の①タイトル②要約文③ URL ④最終更新日の一覧表を

HTMLファイルで生成する API プログラムを作成した。

　次にプログラムを用いて福岡市の①商業的中心の天

神②交通の結節点である博多③歓楽街の中洲④西部の

副都心の西新⑤東部の副都心の香椎の 5箇所を対象エ

リアとし、関連するブログ記事を 1,000件分ずつ、計

5,000件の情報を得た。

4-2. ブログ文章の分析

4-2-1. ブログ文章のテキストマイニング

　4-1 で収集した 5,000件のブログ記事の要約文（ブ

ログ文章）に対してテキストマイニングを行い、各エ

リアの特徴や骨格となるキーワードを抽出した。

　テキストマイニングとは、文章を品詞ごとの単語に

分割して出現頻度や単語同士の相関関係を解析する分

析手法の総称である。本研究では形態素解析のフリー

ソフト「KH Coder」を使用して 5,000件のブログ文章

中から単語の出現頻度を集計し、頻出単語を抽出した。

4-2-2. 頻出単語に見る都市イメージ

　表 1 に頻出単語の上位 15 位を示す。抽出した頻出

単語のうち上位 30 位に関してエリアごとに考察した。

天神、西新は固有名詞が多く、ランドマークとなる施

設が存在する。一方で中洲は「飲む」など実際の体験

や抽象的なイメージが多く、ランドマークよりもそこ

での体験が強くイメージとして形成されている。　

①天神：「大丸」「岩田屋」など商業施設名や「ランチ」「カ

フェ」といった食事を表す単語によって商業の中心地

としての性格が強く現れている。また、「イベント」「広

場」「ライブ」など人々が集まる要素も多い。

②博多：「山笠」「祭」など伝統的な側面と「仕事」「事

務所」などオフィス街の側面が両立している。「鍋」「餃

子」など料理の単語が頻出するのも特徴である。

③中洲：「屋台」「夜」「川」など那珂川の屋台の影響

が強く出ている一方で、「出張」「お出かけ」「飛行機」

など遠方からの訪問を伺わせる単語も多く、福岡の観

光地という性格が強い。

④西新：「商店街」「学生」「大学」など学生街の側面

が強く出ている他、「ホークス」のように野球チーム

名が出現している。

5. 施設情報に見る都市イメージの分析

　本章では、福岡市の施設情報と空間座標に着目して

地域の特性を分析した。

5-1. 施設情報の収集

5-1-1. 収集する地域情報サイト

　Web 空間と実際の空間との結びつきが強固になった

要因の一つとして、地域情報検索サイトの普及が挙

げられる。中でも「ドコイク？（http://www.doko.jp/）」

は電話帳に掲載されている消費者向け店舗・団体・

施設全てを網羅し、公園や飲食店など約 1000万件

の施設情報を検索できる。また他の地域情報サイト

（HotPepper、Yahoo! グルメ、グルメ Walker）の掲載デー

タを同時に閲覧でき、多くの人に利用されている。本

研究ではドコイク？で福岡市の施設情報を収集した。

5-1-2. Web API を利用した施設情報収集

　ドコイク？から施設情報を収集するためドコイク？

API で任意のキーワードを含む①施設名②住所③レ

ビュー数④評価（5点満点）⑤最寄の駅⑥駅からの距

離⑦タグを取得する API プログラムを作成した。更に

取得した住所情報を GoogleMapsAPI に送信し、建物単

位の精度を持つ空間座標に変換して⑧緯度・経度⑨座

標の精度を取得した。これら 9項目を HTMLファイル

で生成し、福岡市の施設情報を計 8,616件取得した。

5-2. 施設情報の分析

5-2-1. GoogleEarth でのタグの可視化

　5-1 で収集した 8,616件の施設情報に付随したタグ

のうち、頻出のものを集計した（表 2）。頻出タグを「印

象」「行動」「場所」に分類し、GISと GoogleEarth を

使用してマッピングを行った（図 5）。

5-2-2. タグマップに見る地域特性

　表2を見るとタグの大半は飲食店に関連したもので、

Web での飲食店の影響の強さが分かる。

　以下、特徴的な 3つの地域を取り上げて分析した。

表 1　ブログ記事に見る頻出単語の一部 ( 上位 15 位まで )

抽出語 出現数 抽出語 出現数 抽出語 出現数 抽出語 出現数 抽出語 出現数
大丸 113 山笠 104 屋台 131 西新 1201 香椎 963
ホテル 109 ホテル 100 中洲川端 98 早良区 259 東区 246
ビル 70 祇園 76 夜 86 商店街 128 香椎宮 168
イベント 52 鍋 68 出張 46 エリア 73 香椎花園 64
岩田屋 47 仕事 57 川 38 プラリバ 70 大会 49
アクロス 45 博多駅前 54 飲む 37 本店 43 神社 40
地下街 45 事務所 53 キャナルシティ 35 味 41 香椎駅前 38
クリスマス 44 酒 50 繁華街 34 ホークス 39 海岸 37
ランチ 43 餃子 48 美味しい 33 麺 37 高校 32
大牟田線 40 温泉 45 お出かけ 32 福岡タワー 36 方面 32
イムズ 37 麺 45 山笠 32 姪浜 36 香椎線 29
広場 35 明太子 44 方面 32 生活 35 千早 28
オープン 34 宿 42 有名 31 参加 33 映画 27
久留米 33 味 42 ビル 29 ランチ 30 花火 27
公園 33 派遣 41 楽しい 28 学生 30 休憩 27

香椎天神 博多 中洲 西新

表 2　ドコイク？の頻出タグ

印象タグ 出現数 行動タグ 出現数 場所タグ(1) 出現数 場所タグ(2) 出現数
おいしい 226 宴会 1037 和食 2466 コーヒー 139
おしゃれ 75 デート 705 居酒屋 1677 もつ鍋 78
うまい 32 ランチ 424 カフェ 791 カレー 68
お得 27 旬を食べる 287 インテリア 461 パスタ 25
モダン 16 長居できる 177 ラーメン 407 温泉 24
ヘルシー 14 散歩 49 中華 363 練習場・ホール 23
カジュアル 12 いい汗かける 37 焼肉 333 イタリアン 19
安心 12 花見ができる 20 神社 307 水炊き 16
高級 11 花火が見える 12 フランス料理 255 洋食 15
満足 8 ディナー 12 鍋物 155 祭 15
落ち着く 5 紅葉が見える 6 公園 152 初詣 10

印象タグ 出現数 場所タグ 出現数

おいしい 226 和食 2466
おしゃれ 75 居酒屋 1677
うまい 32 カフェ 791
お得 27 インテリア 461
モダン 16 ラーメン 407
ヘルシー 14 中華 363
カジュアル 12 焼肉 333
安心 12 神社 307
高級 11 フランス料理 255
満足 8 鍋物 155
落ち着く 5 公園 152
行動タグ 出現数 コーヒー 139
宴会 1037 もつ鍋 78
デート 705 カレー 68
ランチ 424 パスタ 25
旬を食べる 287 温泉 24
長居できる 177 練習場・ホール 23
散歩 49 イタリアン 19
いい汗かける 37 水炊き 16
花見ができる 20 洋食 15
花火が見える 12
ディナー 12
祭 15
初詣 10
紅葉が見える 6 図 5　タグを GoogleEarth で表示
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①天神・大名（図 6）：「うまい」「ヘルシー」「お得」

と飲食店関連のタグが集中している。商業的中心地で

あるため、飲食店の影響力が最も強く現れている。

②中洲（図 7）：飲食店のタグの多さは天神と同じだが、

「高級」「モダン」等のタグが地域の特色を出している。

③大濠（図 8）：上 2 つの地域とは反対に飲食店のタグ

は少なく、代わりに「散歩」「花火が見える」「花見が

できる」等のレジャー関連のタグが多く、市民の憩い

の場としての地域特性が強く反映されている。

6. Web 都市情報マップに見る地域特性

　3～ 5章のデータを統合し、写真は縮小画像を、文

章は頻出単語を、施設情報はタグをそれぞれの座標や

エリアに貼り付けて 3層構造の Web 都市情報マップを

GoogleEarth で作成し（図 9）、動画を撮影した（http:/

/media.arch.kyushu-u.ac.jp/VirtualCity/fukuoka/index.html

で公開）。事例研究として天神、博多について考察した。

①天神（図 10）：イルミネーションの写真が多く、「ク

リスマス」や「イムズ」等の商業施設名がブログで頻

出する。頻出タグは「オシャレ」があり、商業地の華

やかなイメージを思い描くことができる。

②博多（図 11）：駅構内の写真やラーメンの写真など

が並び、頻出単語は「鍋」など料理の単語と「事務所」

など仕事の単語がある。頻出タグには「うまい」「ヘ

ルシー」がある。福岡の玄関口として旅行者を受け入

れる側面と、オフィス街としての側面が両立している。

7. 総括

　本研究では Web の都市イメージの抽出に Web API を

用いた独自の方法を提案し、膨大なWeb情報をキーワー

ド抽出やマッピングで可視化して以下の結論を得た。

① Web 写真に見る都市情報は人物を主景としたものが

多く、祭りやイベントなど非日常体験が現れやすい。

また、住民が持つイメージよりも旅行者の目から見た

イメージの方が反映されやい。一方で少数派の人々に

支持されて突出する写真の存在により、実際の空間と

は異なる Web 特有の地域特性が出現している。

②ブログ文章に見る都市イメージは、それぞれの地域

の場所性や性格を複数の側面から反映し、骨格となる

要素を抽出している。

③ Web の施設情報は一般的に飲食店が強い影響力を持

つが、出現するタグの種類に地域の特色がある。

　Web API は近年始まった新しいサービスで、これを

利用した都市の研究は前例が無く、試行錯誤を繰り返

して様々な手法を試みた。情報収集対象の Webサービ

スもここ数年で普及したものが多く、入手できる情報

が不正確な場合や特定の層の投稿者（外国人観光客な

ど）に結果が偏る場合があることが今後の課題である。

【参考文献】

1) ケヴィン・リンチ著　丹下健三・富田玲子訳「都市のイメージ」岩波書店　1968年

2) 山家京子「インターネット画像に現れるエリアイメージの特性」日本建築学

会・情報システム技術委員会 , 第 29回情報・システム・利用・技術シンポジウム

2006,pp.85-90,2006.12

【補注】
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大きいほど座標の正確さが増す。

*2 ココログ、Yahoo! ブログ、はてな Diary、楽天ブログ、忍ブログ、livedoor blog

*3 写真 1：Original Update by hirosan、写真 2：Original Update by foomtsuruhas

hi、写真 3：Original Update by Jesus Guzman-Moya、写真 4：Original Update by 

hirosan、写真 5：Original Update by oTov、写真 6：Original Update by r12a

図 8　大濠タグマップ

図 9 　写真 ・ 文章 ・ 施設情報による Web 都市情報マップ

図 6　天神 ・ 大名タグマップ

図 7　中洲タグマップ

図 11 　博多の Web 都市情報マップ

図 10 　天神の Web 都市情報マップ


