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1 はじめに
近年デジタルサイネージが普及してきており，セ
ンサなどによりデジタルサイネージ周辺の状況を取
得し利用するシステムも増加している．今後は，広
告の閲覧者を引きつけるために，それらの仕組みの
より効果的な活用方法が必要になると考えられる．
She ら[1]はデジタルサイネージと対話を行う方
法として，スマートフォンなどの携帯端末を用いる
ことで広告効果が高まると結論づけている．また，
広告の閲覧者がインタラクティブなデジタルサイネ
ージから影響を受けるまでのプロセスを 3 つに分解
したモデルを提案している．牟田ら[2]は，She ら
のプロセスモデルを以下のように解釈している．
(1)Attraction: 通行人がサイネージに興味を持つ
までの段階
(2)Interaction: 実際にサイネージに対してインタ
ラクションを試みる段階
(3)Conation: ユーザがコンテンツをダウンロード
したり共有することで，サイネージの外に広告の影
響を与えるか，またはユーザが直接商品を購入して
広告の役割を達成する段階
また，牟田らはこのプロセスモデルを基にネット
ショッピングへの誘導を目的とするシステムの提案
を行っている．
我々は文献[3]において小売店などの店舗施設へ
の誘導を目的としたシステムの基本設計の提案と基
礎システムの構築を行った．本稿では，その提案し
たシステムを基に大学のキャリアセンター向けの実
装を行う．

2 システムの概要
本システムは，広告を表示する大型ディスプレイ
に，センサや近距離ネットワーク，スマートフォン
を用いて周辺の人の動きを取得し，状況に応じて表
示を切り替えることで広告に興味を持った人の意欲
を刺激し店舗施設内に誘導するシステムである．
図 1 にシステムの構成を示す．システムは広告を
表示する大型ディスプレイ，制御用のコンピュータ，
人物検知用のセンサデバイス（今回は Kinect を使
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図 1：システムの構成
用した），近距離通信用の Bluetooth デバイスに加
え，広告の閲覧者が持つスマートフォンで構成され
る．大型ディスプレイ，Kinect，Bluetooth デバイ
スは制御用のコンピュータと接続し，広告表示は制
御用のコンピュータ上で動作する Web サーバによっ
て管理する．広告は Web ブラウザを用いて，大型デ
ィスプレイに表示するほか，場合に応じて閲覧者の
スマートフォン上で動作する Web ブラウザにも表示
を行う．本稿では役割の都合上，大型ディスプレイ
に表示される広告を「サイネージ」と呼び，スマー
トフォン上に表示される広告を「コントローラ」と
呼ぶ．サイネージとコントローラは必要に応じて
WebSocket によって接続が可能であり，それぞれの
表示状態を連動して変更できる．Bluetooth デバイ
スは，ビーコン規格の一つである Eddystone を発信
するために使用する．
本システムは，She らのプロセスモデルの段階に
応じた様々な反応を行う．Attraction の段階にお
いて，通行人にサイネージを気づかせるために
Kinect を利用し，ディスプレイ周辺の人の動きを
取得し，人の動きに合わせて表示内容を切り替える．
サイネージの表示が閲覧者の動きを検出して変化し
ていることに気づくことで閲覧者の興味が刺激され，
次の段階へのきっかけを作る．続いて，Interaction の段階に移行させるために Eddystone を用いる．
Eddystone によりサイネージ周辺のスマートフォン
を所持している閲覧者にコントローラ用の URL をビ
ーコンとして発信する（図 2 左）．ビーコンに気づ
いた閲覧者はスマートフォンからコントローラにア
クセスし眼前のサイネージの表示を切り替えながら
より詳細な情報を得ることができる．つまり
Interaction の段階に移行したことになる．閲覧者
がペアリングを行うことで，コントローラとサイネ
ージの間には１対１接続状態が確立され，その閲覧
者が占有的に操作することができる（図 2 右）．

3-107

Copyright 2017 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 79 回全国大会

図 3:対象人物との距離に応じた画面変化

URL 受信画面
ペアリング設定画面
図 2:スマートフォンとのペアリング
これまで不特定多数へ向けての広告が，より詳細で
特別な情報を提供することになる．サイネージを操
作している閲覧者以外のその他の閲覧者は，そのサ
イネージを観客として情報を共有することになる．
特別な情報を思わぬ形で得た閲覧者は，射倖心が膨
らみ購買意欲に影響を与えることになる．Conation
の段階であり，店舗施設への誘導が達成される．

3 システムの実装
愛知工業大学内の就職支援課「キャリアセンタ
ー」の入り口前に設置することを想定し，システム
を実装した．広告表示は，以下の 4 つの状況を想定
し変更する必要がある．
①ディスプレイの前に人が居ない場合
②ディスプレイに向かって人が近づいてくる場合
③ディスプレイの前に人は居るがペアリングは行わ
れていない場合
④発信されている URL に反応がある場合
①の場合，ディスプレイ周辺に人が居ない時，人
が居ても Kinect から 1.5m 以上離れていれば居ない
と判定し，就職講座の情報を表示する．ディスプレ
イから離れた場所でも読み取れるように表示内容は
大きく映し，表示の切り替えは時間経過により行う．
②の場合，距離が 1.5m から 3.0m の範囲に人が近
づいてきたら，その人との距離の変化を可視化させ
る(図 3)．また，複数人認識された場合は，距離が
一番近い人物を対象とする．
③の場合，Kinect から 1.5m 以内の距離で人が立
ち止まっていたら，サイネージには就職講座の情報
に加え，キャリアセンターの案内図，Eddystone に
よって URL が発信されていることを表示する(図 4)．
この時，ペアリングを行うための認証用コード(ラ
ンダムな 4 桁の数字)も表示する．
④の場合，コントローラとサイネージのペアリン
グ後，これまでに表示していた就職講座より詳細な
情報や求人情報などを見ることができる．コントロ

図 4:サイネージの表示
ーラにはキャリアセンターの案内図が表示されてお
り，就職講座の予約をしたい時など，施設内に入っ
ても案内図の確認をすることができる．サイネージ
で求人情報ページを表示している時には，コントロ
ーラ側には URL ボタンが配置してあり，その企業の
ホームページを開くことができる．また，同時に
OBOG の情報が表示されており，操作者だけが知る
ことができる特別な情報となっている．
ペアリング接続が解除されると，再び Kinect で
の状況検知を行う．ペアリング接続を解除する方法
として，閲覧者が手動で解除する方法と，一定時間
操作がなければ自動で解除する方法を実装した．

4 まとめ
本研究では，広告効果を高めるプロセスモデルに
基づき，閲覧者を施設内に誘導するデジタルサイネ
ージシステムを愛知工業大学の就職支援向けに実装
を行った．今後は，大学の協力を請い，本システム
の効果の実証を行いたいと考えている．
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