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Abstract:  Recently digital signage is an electronic display connecting to Internet which distributes all 
kinds of information to specific locations including retail stores, public space, and transportations. 
Displays and Screens with diversified design showing advertisements and other information can be 
found everywhere in our daily life. Although digital signage can be used to provide tourist information, 
the interactive communication is not realized. In this paper, we propose a new digital signage system 
which has a function to communicate the user by using natural language dialogue. Interactive 
communication like natural language dialogue can develop digital signage system to be able to guess 
user’s intention and to provide appropriate information. 
 

１. はじめに 

 デジタルサイネージ(Digital Signage=電子看板)

とは，屋外・店頭・公共空間・交通機関など，あら 

ゆる場所で，ネットワークに接続したディスプレイ 

などの電子的な表示機器を使って情報を発信するシ

ステムの総称である．我々の身の回りには，すでに 

多くの場所で様々なディスプレイや表示機器が設置

され，広告に限らず様々な情報が提供されている．

街頭の大型ビジョンや駅や空港，ショッピングモー

ルはもちろん，エレベーターや小型店舗，大学，ホ

テル，病院などにもデジタルサイネージは急速に広

まっている[1]． 

広島市は，平成 21 年（2009 年）に，総務省の「地

域 ICT 利活用モデル構築事業（地域コミュニティ活

性化・地域経済活性化プロジェクト）」を活用し，広

島デジタルサイネージ推進事業を開始している．デ

ジタルサイネージを活用することで，観光振興や地

域産業の振興を図ることができるだけでなく，こう

した新たな取組を自治体が率先して行うことにより，

地域の民間事業者等におけるデジタルサイネージ関

連事業の活性化を促進する効果が期待できる等，地

域経済活性化の効果が期待できることから，産学官

連携により広島デジタルサイネージ推進事業を実施

している[2]． 

しかし，現在のデジタルサイネージシステムは，

一方的に情報を提供するだけで，利用者の要求を反

映した情報提供ができない．前述の広島市デジタル

サイネージ推進事業でも，タッチパネルや QR コー

ドなどによる，限定的な双方向コミュニケーション

しか想定されていない． 

我々の研究グループでは，感情指向型インタラク

ションシステムを開発しており[3]，自然言語対話に

よって，ユーザとコンピュータシステムがインタラ

クティブにコミュニケーションできるような機構を

実現している．本システムをデジタルサイネージに

組み込むことによって，インタラクティブなデジタ

ルサイネージシステムの実現を目指す． 

本稿では，2 章で我々の開発している感情指向型

自然言語音声対話システムについて説明する．3 章

では感情計算に用いている情緒計算手法と気分遷移

手法について述べる．4 章では本対話システムをデ

ジタルサイネージに組み込んだ新しい観光案内シス

テムについて紹介する．5 章でまとめと今後の課題

について述べる． 

 

２. 自然言語音声対話システム[3] 

我々の開発した感情指向型自然言語音声対話シス

テム「メイプー」の処理の流れを図 1 に示す．本シ
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ステムの音声インタフェースは，ユーザの一発話ご

とに，その音声認識結果をもとにあらかじめ用意さ

れた応答候補文から一文を選択し，応答として返す

ものである．応答の選択には，音声認識結果とあら

かじめデータベースに登録した質問文テキストとの

形態素マッチングによるスコア計算を用いている．

全ての質問文テキストには，前述の応答候補文の中

からその質問に対する応答としてふさわしいものへ

の対応が，インデックス番号により定義されている．

さらに，質問文に対して生起する情緒をもとに気分

の遷移を行う．生起情緒によって現在の気分から遷

移が起こる場合，心的状態遷移ネットワーク[4]に沿

って気分の遷移を行い，待ち状態に移行する．付与

された情緒から遷移が起こらない，また情緒が生起

しない質問文である場合は，現在の気分から遷移す

ることなく入力待機状態に移行する．本手法では，

【怒り】や【喜び】など 7 種類の気分における固有

の応答文ベータベースとリアクションデータベース

をそれぞれ作成し，気分毎に質問文に対し異なる反

応を返すようにしている． 

 

３. 対話システムにおける感情計算処理 

3.1. 情緒計算手法 

情緒計算手法では，エージェントが認識した事象（出

来事）の内容に対してエージェント自身が感じてい

る情緒を計算する．計算には発話事象中の格要素に

対して発話者があらかじめ持っている好感度を用い

る．そしてこれらの好感度を情緒計算手法に適用す

ることで，快／不快を判別する[5][6]．さらに，生起

した快／不快を，入力事象の状況（他者の視点，生

起する時間，予測していたか否か，行為者）を考慮

して，20 種類の情緒に分類する[5][7]．  

本研究では，エージェントに起こる気分として，

【平常】，【喜び】，【怒り】，【悲しみ】，【恐れ】，【嫌

悪】，【驚き】の 7 種類を想定している．しかし，20

種類の情緒を求めることができる情緒計算手法で複

雑な気分状態の遷移を特定するためには不足を生じ

ることがある．そこで，情緒計算手法で得られる 20

種類の情緒に，《好き》，《嫌い》，《愛》，《憎しみ》，

《驚き》，《悲しみ》，《困惑》，《照れ》の 8 種類の情

緒を追加して，質問応答対に対する情緒生起を表す． 

なお，これらの情緒はキーワードマッチングにより

抽出する．生起情緒の強度は各キーワードに設定し

た各情緒の強度値を適用する． 

 

3.2. 心的状態遷移ネットワークを用いた気分遷

移手法 

任ら[4]は人間の感情はいくつかの状態に位置し，

情報処理過程に対応するいくつかの離散的状態の間

を遷移すると仮定し，これを“心的状態”と呼んで

いる．人間の心的状態は，ある条件で，一つの状態

から別の状態へ遷移することができる．状態間の遷

移は同じ確率ではないが，外界の要因を無視すると

一定の期待値が存在する．人間がある感情状態にあ

る時，外部刺激および内的思考の推移により感情エ

ネルギーがある一定の閾値を越えた場合に，他の感

情状態に遷移する，感情エネルギーに基づく“心的

状態遷移ネットワーク”モデルを考案した． 

我々は，エージェントの感情を表現するために心

的状態遷移ネットワークを用いて気分を遷移させる

手法を提案している．情緒計算手法で生起した情緒

がどの気分に対して遷移の影響を持つかを表すため，

28 種類の情緒を 9グループに分類し（表 2），各情緒

グループごとに心的状態遷移ネットワークの遷移先

を変える（図 2）[3]． 

 

 
図 1：本手法の処理の流れ 



 

図 2 心的状態遷移ネットワーク 

 

表 2 生起情緒の分類 
番号 情緒 

① 
ほくそ笑む，望み，満足，安堵，誇り，

賞賛，好き，感謝，自己満足，愛，照れ

② 喜び，嬉しい 
③ 気の毒な，羞恥，自責の念 
④ 恐れていた通りの，失望，悲しみ 
⑤ 苦しみ，困惑 
⑥ 嫌い，憎しみ 

⑦ 憤慨，叱責，怒り 
⑧ 恐れ 
⑨ 驚き 

 

４．対話機能を持つデジタルサイネージ 

 デジタルサイネージに期待される働きの一つに

観光案内がある．例えばある観光地にデジタルサイ

ネージを設置して，そこの見どころや名物，開催中

のイベントなどを紹介することができる．デジタル

サイネージを用いて観光案内をする際に，音声対話

によるインタラクションシステムを組み込むことで，

以下のようなメリットが考えられる． 

・ 時間や場所を考慮した情報提供ができる 

・ 利用者の希望に沿ってその場で観光プランを作

成，修正することができる 

・ 外国語でのやりとりに対応することができる 

・ 乗り継ぎやイベントの待ち時間などに，雑談の

相手をすることができる 

我々は，デジタルサイネージに自然言語音声対話

システムを組み込み，対話によってインタラクティ

ブに観光案内をするシステムを構築した．図3にその

対話例を示す． 

通常のデジタルサイネージでは，動画や連続した静

止画で情報を順番に提示するだけである．タッチパ

ネルで操作可能なデジタルサイネージも存在するが，

それもタッチされたボタンに応じて静的な情報を提

示するに過ぎない．一方，対話によるインタラクテ

ィブな観光案内では，開催イベントや天気予報のよ

うな日によって変化する情報についてもインターネ

ットを通じて最新情報を提示することができる．さ

らには図 3 の対話事例のように，現在時刻を考慮し

て案内内容を変化させる（観光地への経路を聞かれ

ても閉館時間が近いとそちらの情報を優先して提示

する）ことも可能である． 

また，提案した観光プランに対する嗜好の度合い

を測るため，利用者の発話に対して情緒計算手法や

気分遷移手法を適用することもできる．さらには，

「そうですか」などのように，文面だけでは判断で

きないものについては，音量やピッチの変化など，

音韻的特徴も併用して利用者の感情を推定すること

も検討している[8]． 

外国語でのやりとりについては，現在英語のみに

対応しているが，今後は中国語やスペイン語などに

も対応していく予定である． 

 
利用者（以下利）「平和記念資料館について教えて下さい」

システム（以下シ）「平和記念資料館は…」 
利「平和記念資料館へはどうやって行けばいいですか？」

シ「平和記念資料館はもうすぐ閉館しますよ」 
利「今何時ですか？」 
シ「16 時 30 分です」 
利「平和記念資料館で開催中の企画展はありますか？」 
シ「7 月 15 日から，東館地下 1 階で，「生きる 1945.8.6
その日からの私」という企画展をやっています」 
利「ありがとう」 
シ「どういたしまして」 

図 3 利用者とシステムの対話例 1 

 

利「お勧めの観光スポットはどこですか？」 
シ「今から宮島に行って，戻ってきてから原爆ドームと

平和記念資料館，見終わったらマツダスタジアムでナイ

ター観戦はいかがですか？」 
利「平和記念資料館は暗い気持ちになるのでいいです」 
シ「では，宮島，原爆ドーム，マツダスタジアムという

コースはいかがですか？」 
利「ありがとう」 

図 4 利用者とシステムの対話例 2 

 



シ「こんにちは」 
利「Hello.」 
シ「How can I help you?」 
利「Where is the restroom?」 
シ「It’s next to the entrance door.」 
利「Thank you.」 
シ「You’re welcome.」 

図 5 利用者とシステムの対話例 3 

 

利「お名前は？」 
シ「メイプーです」 
利「歌ってください」 
シ「あなた追って出雲崎」 
利「下手だね」 
シ「下手って言わないで」 
利「身長は？」 
シ「答える必要はありません」 
利「ごめんなさい」 
シ「気にしないでください」 
利「身長は？」 
シ「柿 5 個分だよ」 
利「さようなら」 
シ「さようなら，またお願いします」 

図 6 利用者とシステムの対話例 4 

 

 なお，このようなデジタルサイネージを実行する

には，サーバ側だけではなくパネル側でもアプリを

実行できる必要がある．今回のデジタルサイネージ

システムは，パネル側でプログラム，音声認識ソフ

ト，音声合成ソフトを動かすことで実現されている．

図 7にデジタルサイネージ実現のイメージを示す． 

 

５. おわりに 

 本論文では，デジタルサイネージを用いた観光案

内において，インタラクティブなインタフェースを

実現するため，自然言語音声対話システムを組み込

んだデジタルサイネージシステムを提案した．本シ

ステムにより，利用者の要望をより反映した観光案

内が出来るようになった． 

今後の課題としては，利用者の嗜好をその発話か

ら判定するための手法や，携帯端末を用いた個人識

別による継続した道案内や観光案内の手法について

検討する予定である．また，今回キーワードマッチ

ングで算出した《憎しみ》や《困惑》などの感情も

計算できるよう，情緒計算手法を拡張する予定であ

る． 

 
図 7 デジタルサイネージ実現のイメージ 
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