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人の位置移動による状況即応型デジタルサイネージの構成法
木原 民雄1,a)

横山 正典1

渡辺 浩志1

受付日 2011年5月30日, 採録日 2011年11月7日

概要：ショッピングモールなどの公共空間に設置されるデジタルサイネージの数が増加してきている．場
の状況をとらえるセンサも普及をみせている．複数のセンサや映像ディスプレイをつなぐためのネット
ワークの利用も進んできている．本論文では，カメラセンサにより得られる映像ディスプレイ前の人の位
置移動に基づいてリアルタイムで状況に意味付けをし，刺激コンテンツを即応的に選択することで人々に
タイミング良く情報提示する機構の実現に向けた状況即応型デジタルサイネージを提案し，その構成法に
ついて明らかにし，実証実験により基本的な有効性を示した．
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Abstract: The number of digital signs in public spaces such as shopping malls is increasing. Various sensors
that catch the situations of sites are widespread. Networking systems are being used to connect sensors and
video displays. A situation conformity digital-signage that uses a camera sensor and a real time tagger to
determine the user’s situation and select the appropriate video content is described. This paper proposes
the system and clarifies the composition method of the system; it describes the experiment conducted and
shows the validity of the method.
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1. はじめに
最近では，ショッピングモールなどの公共空間に設置さ

況即応型デジタルサイネージを提案する．ここでいう状況
とは，ある場における人々の行動と周囲の環境との関係が
変化する様子のことを指す．2 章で関連研究について述べ，

れるデジタルサイネージの数が増加してきている．場の状

3 章では筆者らの先行研究について述べ，4 章では課題と

況をとらえるセンサも普及をみせており，さらに，複数の

アプローチについて述べ，5 章では提案手法を説明する．6

センサや映像ディスプレイをつなぐためのネットワークも

章では試行システムの構築について述べ，7 章では実証実

発達してきている．

験と評価について述べ，8 章でまとめる．

本論文では，カメラセンサにより得られる映像ディスプ
レイ前の人の位置移動に基づいてリアルタイムで状況に

2. 関連研究

意味付けをし，刺激コンテンツを即応的に選択することで

公共空間での設置を前提としたインタラクティブなディ

人々にタイミング良く情報提示する機構の実現に向けた状

スプレイが研究開発されてきた [1]．これまで多くの場合，

1

情報を得るためには利用者の積極的な操作が必要であり，
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利用者の状況によってコンテンツの内容を適応的に変化さ
せることはなされなかった．
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最近では，たとえば，人の姿勢や動きに基づいて積極的

3.3 みらいチューブ

に提示情報を変化させ，それに対する利用者のノンバーバ

みらいチューブ [11], [12] は，公共空間において通行人で

ルな反応を計測し，これらの提示と反応の組から人の心的

ある複数の人が同時にインタラクション可能な巨大インタ

状態を探る手法が提案されている [2]．広告前の人々の挙動

ラクティブメディアシステムである．半円筒形状の空間の

や，視線情報から利用者の興味の度合いを推定し，コンテン

壁面に横長映像を投影し，認識エリア内における複数の人

ツの提示形態を変化させる試みもされてきている [3], [4]．

を複数のビデオカメラを用いて捕捉した．人々の位置，移

また，人の属性を判定して訴求内容を変化させる自動販売

動速度，加速度などを認識し，これを用いて映像コンテン

機が実用化されている*1 ．

ツの表示内容を変化させることができた．

買い物客を支援するシステムも提案されている．たとえ
ば，プロジェクタを用いた店内ナビゲーションや，買い物

3.4 スポット情報ナビゲーション

客が手に取った商品の詳細情報を表示するシステムが提案

スポット情報ナビゲーション [13], [14] は，実空間の状況

[6]．また，Kinect *2 カメラで買い物客が指

をカメラセンサや RFID を用いてリアルタイムに収集して

差した商品を検出し，その商品の情報をディスプレイに表

分析し，逐次的にメタデータを付与し，その場にいる人々

示するシステムが提案されている [7]．

に対して状況に応じた情報を，あらかじめ記述したルール

されている [5],

これらの研究では，ある場に対する人の進入退出や，そ

により提示するシステムである．スポットとして売場や店

の場における個々の人の位置移動などから状況に積極的

舗を想定し，複数のスポットを相互に連携させ，人々の動

に意味付けし，それに基づいてタイミング良く映像選択す

線経路により情報の内容を変化させ，映像コンテンツによ

ることによって顧客に情報提示する試みは行われていな

る誘導を試みた．

かった．

3. 人の位置移動によるインタフェース

4. 課題とアプローチ
4.1 解決すべき課題

筆者らはこれまで，人の身振りや位置移動などの身体性

デジタルサイネージによる情報提示には，現状では多く

の利用に着目し，複数の人が同時に利用可能な映像に対す

の場合，以下のような課題がある．ここでいうデジタルサ

るインタフェースに関する研究を進めてきた．ここでは，

イネージは，屋外や商業施設や店舗内において，広告や販

筆者らのこれまでの取り組みを示す．

売促進や情報案内のために設置されたテレビ型の映像ディ

3.1 人々の位置に基づく情報アクセス

のものを想定する．ビル壁面などに設置される大型の街頭

スプレイのことを指し，画面サイズが 18〜65 インチ程度
複数の映像表示画面によって囲まれた映像空間におい
て，人々の位置や動きなどを解析して指示命令として解釈
し，表示映像を適切に変更するための情報アクセス手法に
ついて検討を行った [8]．人々が映像空間内のどの位置に
注目しているかを表す値として注目ポテンシャルの概念を
導入し，映像空間内における人々の位置や動きの方向や，
複数の人の間の距離などから注目ポテンシャルを導出する
ことを提案した．また，複数の人の指示命令が競合してい
る場合の処理方法について考察した．

ビジョンや，商品の近傍に設置される小型の電子ポップは
ここでは対象としない．

• 流される映像コンテンツは，その場に所在する商品や
サービスと関係がないものが多い．

• いわゆる広告映像が繰り返し流れているだけで，情報
提示のタイミングが考慮されていない．

• 人々の属性にあわせた情報が選択されていないことが
多い．

• 個人に適応した情報を提示することができるシステ
ムでも，映像ディスプレイの前の利用者が携帯端末を

3.2 Interium
Interium [9], [10] は，複数の人が複数の映像オブジェク
トを同時に操作できる情報ナビゲーションシステムであ
る．複数の大型スクリーンを用いて構成した三面鏡型の利

タッチしたりする積極的な行動が求められ，利用者の
負担が大きい．

• その場の環境の変化や，人の多寡などの状況変化に追
従できていない．

用空間を備えており，その内側に入った複数の人は，それ

• 空間に対して映像ディスプレイの数が少ないとき，映

ぞれ映像に向かって腕を振り，指し示しを行うことによっ

像ディスプレイの前における多人数や複数の商品の所

て映像オブジェクトを操作することができた．

在を考慮した情報提示ができていない．

• 人と映像ディスプレイの距離や，騒音レベルなどの空
間特性を考慮した情報の表現ができていない．
*1
*2

（株）JR 東日本ウォータービジネスによる．
Kinect は Microsoft Corp. の商標である．
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• 人が移動する動線や経路を考慮した情報提示に対応で
きていない．
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• その場に即応した情報を提示させたくても，スケジュー
ルされた映像を簡単に差し替えることができない．

• 人の位置移動から得られる情報のみにより状況を判
断する．たとえば，性別や子供かどうかなどの属性に
よって情報を出し分けたりすることは本研究では対象

4.2 状況への意味付け
これらの課題に対し，3 章で述べた筆者らの先行研究を

外とする．

• 人は匿名的に扱い，個人を識別同定しない．

ふまえ，人の位置移動に基づいて映像ディスプレイの周囲

• 人への刺激は映像コンテンツ（ビデオとその音声）の

の状況に推定を行い意味付けることと，その場合に可能な

みとし，その選択はプレイリストを選択することで

販売促進手法を考える．ここでの状況とは，販売促進をし
たい側から見た顧客の行動における意識状態や売り場の客
観的状態のことを指す．例を以下に示す．

行う．

• 人は特別な端末装置を持たず，自ら積極的な操作をし
ない．

• 映像ディスプレイに近寄ってきた＝何からの関心があ
る ⇒ 商品購入を訴求する．

• 佇んでいる＝興味がありしかも時間に余裕がある ⇒
詳しく利用法などを提示して関心を深める．

• 遠くを通り過ぎようとしている＝関心がなく目的がほ
かにある ⇒ お得な情報などで強く呼びかける．

• 離れる＝何かの完了 ⇒ 目先を変えて呼び止める，も
う一押しの情報を出す．

• 映像ディスプレイ前の人数が多い＝販売の好機 ⇒ タ
イムセールを始める．

4.5 必要な機能と性能
このような条件のもとで，必要となる機能と性能は以下
のとおりである．これらの機能の集合をもって，状況即応
型と称することとする．人の映像ディスプレイへの接近に
よってタイミング良く映像コンテンツを提示してアテン
ションを高め，映像コンテンツによる人への刺激により人
が行動を変化させ，その状況によりさらに映像コンテンツ
を選択し直し刺激するというフィードバックループを構成
できるようにする．

これらの推定は必ずしも正しいというわけではないが，

(1) 人の位置移動の取得 映像ディスプレイ前の複数の人

販売促進手法の一種としては利用可能であると考えられる．

の位置，移動方向，移動速度，対人距離，人数，滞留時間
などをリアルタイムで把握するセンサ機能が必要である．

4.3 実現すべき事項
ここで，新たに以下のような事項を可能とするシステム
の実現を目指す．

• 映像ディスプレイを見ていない状態で移動している人
（歩行者）の注意を向けさせ引きつける．横から音声
で呼びかける．

• 映像ディスプレイがある場への進入によって情報提示
を開始し，退出によって終了する．

• 通路順方向の人には訴求し，逆方向の人には訴求し
ない．

(2) 状況への意味付け リアルタイムに得られたセンサ
データに対し，それを状況として積極的に意味付けし，処
理可能なデータ化をする必要がある．

(3) 刺激の結び付け

状況の意味付けに対し，それにふさ

わしい刺激として映像コンテンツのプレイリストを結び付
ける必要がある．

(4) 条件判定 状況への意味付けに対し，条件判定の閾値
を設定したり，競合が起きた場合の優先順位の指定ができ
たりする必要がある．空間にあわせてこれらを調整できる
必要がある．

• いったん近寄ってから離れようとした人を引き止める．

(5) 即時再生 状況の変化に対して，瞬時に映像コンテン

• 一定時間以上の滞留で情報を変える．

ツが再生され切り替わる必要がある．人を呼び止めること

• 人が映像ディスプレイから遠い場合は文字や音を大き

を実現するために，ある映像コンテンツから別の映像コン

く，近い場合は小さくする．

テンツの切替えが瞬時に行われなければならない．このと

• ある人に対して 2 回以上同じ情報を提示しない．

き，次々と起こる状況の変化によって，現在のある映像コ

• 特定の商品に近づくとその商品の詳細な説明をする．

ンテンツの再生完了後に次の再生をするのか，中断して次

• 映像ディスプレイの前の人数（単独かカップルかグ

の再生をするのかを指定できる必要がある．また，音量調

ループか）によって情報を出し分ける．

節などの指定ができる必要がある．

これらを組み合わせ，タイミング良く臨機応変に畳みか

(6) 距離による情報の表現の調整 人と映像ディスプレイ

けるように情報提示することで，提示情報への認知を上げ

の位置関係にあわせて，音量や文字の大きさや情報量の調

たり購買意欲を刺激したりすることが可能となると考えら

節ができる必要がある．文字の大きさの違う映像コンテン

れる．

ツをあらかじめ用意し，選択できるようにする．映像再生
時の音量の調整に距離のパラメータを利用できるようにす

4.4 前提条件
今回は，以下の点を前提条件とした．

c 2012 Information Processing Society of Japan


る．映像ディスプレイと人との距離が近ければ，詳細な文
字情報による説明をするようにする．距離が遠ければ，理
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解しやすい図柄の画像と大きな文字のほうがよい．また，

プレイリストと条件式があらかじめ結び付けられておりこ

音声も遠ければ大きく，近ければ小さいほうが人にとって

れを評価することで，メディアプレーヤによって逐次映像

適当であると考えられる．

が再生される．詳細を以下に示す．

(7) エディタ 様々な状況に対して，どのような映像コン
テンツをどのタイミングで提示するかは，販売促進を行う
マーケッタが決めるものとし，その意図を正しく記述する
ためのエディタが必要となる．また，記述内容を保存し，

5.2 カメラセンサの画像処理
カメラセンサの画像処理の内容を以下に示す．画像処理
の様子を図 3 に示す．

再利用できる必要がある．試行錯誤しやすいように簡易に

• カメラセンサはいわゆるビデオカメラであり，カラー

記述編集でき，リアルタイムで結果が反映されることが望

でも白黒でもよい．通常の運用では，床から 3 m 程度

ましい．

の高さにカメラを設置し，左右 6 m × 奥行き 5 m 程度
の範囲を撮影し，640 × 480 ピクセルの解像度で利用

5. 提案手法

する．

5.1 機能の構成

• 人の位置移動の測定は，背景差分法による．あらかじ

4 章で述べた必要な機能と性能を実現するための手法の

め背景を撮影しておき，これとの差分となる移動体を

提案内容と，それを実現するシステムの構成を以下に示す．

人と認識する．背景の撮影時にはスポットに人がいな

ここでは，ある 1 つの映像ディスプレイが刺激する範

いことが必要である．起動時に背景を撮影し，指定さ

囲をスポットと呼ぶ．1 つのスポットは，映像ディスプレ

れた秒数後に移動体が検知されたら再度背景設定しな

イとこれに映像信号を出力する PC とを中心に構成される

おす．これによって自動的に背景が設定される．

（図 1）．上方にはカメラセンサとなるビデオカメラがあ

• 背景画像は継続的に更新する．たとえば，スポット内

り，この映像ディスプレイの周囲を撮像して利用する．こ

に物が置かれた場合，最初は人と誤認するが，時間経

れを利用する PC は，映像信号を出力する PC と同一でか

過により背景画像に含まれるようになる．

まわない．映像ディスプレイを見ていない気がついていな
い状態の人に呼びかけるために，スポットより大きい場を
観測し，人のスポットへの進入を検知する必要がある．映
像ディスプレイのすぐ前に，販売促進で訴求したい商品が

• カメラセンサの画像のうち，周囲の不要な部分マスク
して検知の対象外とすることができる．

• カメラセンサがスポットの斜め上方に位置した場合，
真上からの画像のように台形補正することができる．

• カメラのレンズによる歪みを軽減するために樽型補正

あることを原則とする．
今回の提案手法を実現するために作成したプログラムの

することができる．

基本構成を図 2 に示す．カメラセンサからのデータはタグ
付与によって意味付けられる．データフローグラフにより

図 1

図 2

システムの基本構成

Fig. 1 System overview.

基本的な機能の構成

Fig. 2 Function diagram.

図 3

カメラセンサの画像処理

Fig. 3 Processing camera output.

c 2012 Information Processing Society of Japan
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• ピクセル膨張および縮小処理などによるノイズ除去が
できる．

• 面積フィルタにより指定値に満たない面積はノイズと
して除去する．

• 抽出された差分のうち，ある大きさの範囲の面積を持
つものを人オブジェクトとする．
人オブジェクトには，スポットに出現した時点で識別番

図 4

号が付与され，

スポットのセル分割

Fig. 4 Cells in the logical space of the spot.

• 重心の座標値および面積
• 最初に現れた位置および秒数
• 移動速度ベクトル

くという 3 × 3 のマトリクスとなっている．これらに便宜

などが継続的に算出される．

的に 1〜9 の数字を割り当て，タグとして利用する．これ

また，2 次情報として，

ら 9 個のセルの枠外には右側 R，左側 L，近い N，遠い F

• 人オブジェクトの個数およびその変化（差分）

のエリアがあり，枠外と枠内のセルとの移動を記述できる

が継続的に算出される．
現実の人は，急に消失したり，2 つに分かれたりしない．
よって次のような処理も行うことができる．

• 新規の人オブジェクトを検出してから，反映までに一
定の時間を置く．

• 人オブジェクトが消失しても，人オブジェクト情報を
一定時間保持する．

• 人オブジェクトが消失し，一定時間内に補正距離内に

ようにした．たとえば，図 4 の人の移動は L7852 と記述
できる．これにより，セルのタグと正規表現とで人の位置
移動に対する条件判定をすることができる．
たとえば，

52

中央から映像ディスプレイ前への移動

[456][123] 映像ディスプレイへ近い場所への移動
L[147]

左側からの進入

のように移動を記述し，条件判定に利用する．これにより，

新たなオブジェクトが現れた場合，同じオブジェクト

• ある範囲のセルに存在するか

と見なす．

• ある範囲のセルを移動しているか

• 1 つの人オブジェクトが分割され，複数のオブジェク
トになったものを結合する機能を持つ．

• 複数の人オブジェクトが重なって，映像上 1 つになっ
てしまったオブジェクトを強制的に分割する．
画像処理における技法については，プログラムにおいて
モジュール構成となっており，必要に応じて選択したり追
加したりすることができるようになっている．個々の画像
処理の技法の内容については，本論文の論点としない．

• ある範囲のセルの外から入ったかあるいは出たか
• ある範囲のセルからある範囲のセルに入ったかあるい
は出たか

• あるセルに滞留しているか
などと，

• その状況になってからの経過時間
などが条件判定に利用できる．
たとえば，いったんディスプレイに近寄った人が帰ろう
としたところを呼び止めるには，人オブジェクトが 2 のセ

5.3 セル分割によるタグ付与
ここで，スポットの状況とプレイリストとを簡単に結び
付けるために，人々の位置や移動に対してタグを付与する．

ルに入ってから 3 秒以上経過した後で，5 のセルに移動し
た瞬間に「ちょっとまって！」と呼び止める映像コンテン
ツを再生すればよい．

カメラセンサの画像処理によって得られた人オブジェクト

セルとセルの境界は，スライドさせて調整することがで

にタグを付与しリアルタイムで更新する．人オブジェクト

きるようになっている．スポットの映像ディスプレイの大

はタグの履歴を持つ．これにより，たとえば，ある位置に

きさや通路の大きさなどによって，近いと遠いとの感覚が

来たのが 2 回目かどうかが分かる．

異なってくるためである．

スポットをセルと呼ぶ領域に分割してこれをタグの記述

また，人オブジェクトがセルの境界を前後した場合に発

に利用することにした．セルによるスポットの分割を上方

生するタグ付与のチャタリングを防止することができる．

から見た様子を図 4 に示す．

チャタリングが起きると映像コンテンツが不必要に激しく

スポットは映像ディスプレイの内容を視認できる程度の

切り替わってしまう．人オブジェクトが元のセルに戻った

広さを想定する．通路に対して並行あるいは直交して映像

ときに反応して防止する．たとえば，セルの移動が 1→2

ディスプレイが配置されたとき，セルは，映像ディスプレ

では反応しないが，1→2→1 となった場合に防止の処理を

イの前のスポットを 9 分割したもので，近い/中くらい/遠

行う．時間による防止と，境界線幅による防止の設定がで

いと，進入してきた/映像ディスプレイの正面/退出してい

きる．チャタリング防止により人の位置移動への反応が鈍
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カメラセンサの画像処理によりタグ付与されたデータが
リアルタイムで条件式の変数に代入され続け更新される．
複数ある条件式の評価は，個々の設定により，同期的，非
同期的，あるいはある条件下で即時に行われる．つまり，
複数の条件式を順次評価しマッチした段階で次の状態へ遷
移することもできるし，複数の条件式をすべて評価した後
で次の状態へ遷移することもできる．通常，セレクタにお
けるある条件式が新たにマッチすれば，その条件式に対応
付けられたプレイリストが，セレクタに接続されたメディ
アプレーヤによって再生される．たとえば，人が左側から
進入してきた場合，人オブジェクトにタグが付けられこの
図 5

移動履歴が L から隣接する 147 のいずれかに変化した場合
データフローグラフの例

Fig. 5 Example of editing the dataflow graph.

に正規表現の条件式（LocationRegex = [L][147]）がマッ
チし，その条件式に対応した「いらっしゃいませ！」とい
う内容のプレイリストの映像コンテンツがメディアプレー

くなるため，パラメータの微調整が必要である．
セルを 3 × 3 に分割した理由は，これによりおおむね所
望の動作が可能であるからである．左右を 4 分割すると中

ヤで再生される．これにより左から進入してきた人にタイ
ミング良く呼びかけることができ，逆向きに進行している
人には呼びかけないようにできる．

央付近が扱いにくい．5 分割しても実質的に利用価値がな

条件式においては，セルのタグによらず，人オブジェク

い．しかし，奥行き方向には近いと遠いとの 2 段階で十分

トの座標値を直接扱うこともできる．これにより，売り場

であるとすることもできる．

の特定の商品に接近した場合などを例外的に記述できる．

5.4 データフローグラフ

5.6 優先順の設定

そのスポットで行いたい内容は，データフローグラフで

複数の状況は同時に起こりうる．たとえば，人が 1 人進

記述する．これを作成編集するエディタを提供する（図 5）
．

入してきたという事象と，スポット内が 3 人になったとい

データフローグラフは，コンポーネントを結線したもので

う事象は同時に起こる．この場合，先に入っていた人を優

あり，各コンポーネントには，カメラセンサやプレイリス

先，後から入った人を優先，より映像ディスプレイに近い

トやメディアプレーヤをハンドリングするものと，条件式

人を優先，滞留時間が長い人を優先などが設定できる．条

や優先順を記述するセレクタなどがある．各コンポーネン

件を階層化して記述してもよい．

トには，入力ピンと出力ピンがあり，このピンを相互に結

条件の優先順は，セレクタにおける記述順で決まる．セ

線することで動作を記述する．結線したリンクにより数値

レクタにはプロパティとして条件式が 8 個まで記述するこ

や論理値がコンポーネント間に伝搬される．各コンポーネ

とができ，若番が優先される．優先順を変更する場合は，

ントのプロパティを修正することで，柔軟な設定が可能に

記述順を入れ替える．複数の条件が同時に合致する場合，

なっている．データフローグラフは XML のファイルとし

順次プレイリストを再生することもできる．

て保存され活用される．エディタは，いわゆるビジュアル
プログラミング環境になっており，あらかじめ必要なコン
ポーネントが用意してある．

5.7 メディアプレーヤ
映像コンテンツは，1 つのメディアファイルか，メディ
アファイルをプレイリストによりまとめたものである．メ

5.5 条件式による判定
セレクタは，プレイリストと条件式をあらかじめ結び付
けておくものである（図 2）．セレクタには複数の条件式

ディアファイルは Window Media コンポーネントで再生
可能なビデオである．プレイリストの記述法は，SMIL の
サブセット形式とした．

をプロパティとして記述できる．セレクタには複数の入力

各メディアファイルの 2 度目以降の再生について，

ピンがあり，プロパティとしての条件式に番号が対応して

• 停止した時点から再生

いる．個々の入力ピンにプレイリストを結び付けることで

• 先頭に巻き戻して再生

条件式と対応付けることができる．セレクタにおける条件

• 停止した時点の次のメディアファイルから再生

式の記述は，具体的にはタグの正規表現によるマッチング

という設定ができる．これにより，ある広告のメディア

や，滞留時間の判定式であり，論理値が出力される．判定

ファイルは必ず最後まで再生しなければならないといった

式は C#言語で定義されている演算子を利用できる．

事例に対応できる．
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映像提示のタイミング

Fig. 6 Timing of movie start.

動作したログがとられるようになっており，各映像コン
テンツが，最後までもしくは途中まで再生されたことが記
図 7

録される．再生回数は，後で集計することができる．

試行システム

Fig. 7 The prototype system.

映像の再生では，複数のコンテンツを瞬時に切り替える
必要から，映像と映像の間に短い黒画面が挟まらないよう
に，あらかじめ複数の映像コンテンツのメディアファイル

チするとあらかじめ結び付けられた情報を提示したり移動

をメモリにプリロードしてバッファリングしておくように

経路を反映したりすることができる．

した．

6. 試行システムの構築

5.8 情報提示のタイミング

6.1 プログラムの実装と試行システムの構成

映像ディスプレイに，たとえば長さが 5 分程度の広告映

5 章の提案手法のすべての内容を動作させるプログラム

像を繰り返し流しても，人々の関心を得るのは容易ではな

の実装を行い，提案手法の有効性を確認する試行システム

い．たとえば，解説映像やレシピなら最初から見たいとい

を構築した [15]．実装したプログラムは，OS が Microsoft

う要求があると考えられる．つねに刺激的な映像や音声を

Windows 7 の PC（CPU が Intel Core 2 Duo でメモリが

流し続けるのではなく，タイミング良く静から動への情報

3 GB 以上）上で動作し，Windows Media Player 11 のコ

提示の切替えを行えば，認知が上がると考えられる．そこ

ンポーネントで映像を再生する．映像ディスプレイと PC

で，通常は比較的静かな背景プレイリストを流しておき，

は DVI で接続し，サンプル映像の解像度は 960 × 540 ピ

人が近寄ってきたタイミングで「いらっしゃいませ！」と

クセルである．カメラセンサは USB で接続し，映像を再

いうようなアテンション音とともに訴求プレイリストを提

生するものと同一の PC で画像処理も行った．あるスポッ

示し，訴求が終わったら背景プレイリストに戻るという手

トで動作するクライアントプログラムは 1 個であり，記述

法を適用する（図 6）．

したデータフローグラフも 1 個である．

5.9 複数クライアントの連携

かを確認し，パラメータ調整の試行錯誤を行った．映像

この試行システムにより，所望の動作例が可能となった
原則として，あるスポットには，1 つのカメラセンサを

ディスプレイ前の商品を映像コンテンツにより訴求する

利用する 1 つのクライアントプログラムが動作している．

ことを目的に，サンプル映像により実際に人々に対して情

このクライアントは，ネットワークにより連携すること

報提示することを行った．試行システムの外観を図 7 に

ができる．データの送受信には，名前付きパイプもしくは

示す．

PNRP による P2P ネットワークの同じメッシュで行う．

呼び止める地点などの設定は，実際に人を移動させ，セ

顧客の動線の上流のスポットのカメラセンサのデータを下

ルの境界を調整することで決めた．映像コンテンツの文字

流のスポットで利用することができる．たとえば，入り口

の大きさと音の大きさは，実際に映像コンテンツを提示し

付近が混んでいたら，奥の売り場の訴求内容を変えるとい

て視聴による確認をしながら調整して決定した．

うことができる．

6.2 試行システムの動作例
5.10 その他のセンサ利用

以下に動作を確認したデモンストレーションのシナリオ

カメラセンサのほかに，その他のセンサが利用できる．
携帯電話の

FeliCa *3 リーダや，アクティブ

RFID タグのア

ンテナや，赤外線人感センサや，バーコードリーダが利用
できるプログラムの構成になっている．1 秒に 1 回ポーリ

の例を示す．

6.2.1 スーパマーケットの例
( 1 ) 人がスポットに進入すると「いらっしゃいませ」と呼
びかける（図 8 (a)）．

ングすることによって人の存在を識別したり，携帯でタッ

( 2 ) 順路方向と逆向きに進入する人には呼びかけない．

*3

( 3 ) 映像ディスプレイ前に来ると商品を推薦する．

FeliCa はソニー（株）の商標である．
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図 10 映像コンテンツの表現方法の例

Fig. 10 Examples of the expression of movie.

図 8

スーパマーケットの例

Fig. 8 Example application at the supermarket.

図 11 ドラッグストアの例

Fig. 11 Example application at the drug store.

ケーキのイメージ映像で文字は含まれない．

( 2 ) 人が映像ディスプレイに近づいてくると，ケーキの種
類の数やそれらの名前が分かる程度の見出し文字を映
像として提示する（図 10 (a)）．

( 3 ) 人が映像ディスプレイに最接近すると，そのケーキの
精細な動画映像や詳細なテキスト情報などを提示する
（図 9 (a)，図 10 (b)）．
図 9 ケーキ屋の例

Fig. 9 Example application at the cake shop.

( 4 ) 人が映像ディスプレイから離れて行くときは，
「ちょっ
と待って」と音声で呼びかけ，再度接近した場合は，
違う種類のケーキを提示して関心を引くようにする

( 4 ) 4 秒以上立ち止まっていると商品の詳しい説明に切り
替わる（図 8 (b)）．

( 5 ) 映像ディスプレイに最接近すると小さな文字で詳細な
商品情報が出る（図 8 (c)）．

( 6 ) 映像ディスプレイ前の右側の商品に手を伸ばすとその
商品情報が出る（図 8 (d)）．

( 7 ) 映像ディスプレイ前の左側の商品に手を伸ばすとその
商品情報が出る．

( 8 ) 映像ディスプレイ前に 2 人の人がいると 1 人とは違う

（図 9 (b)，(c)，(d)）．

( 5 ) 人がそのスポットから出て行くときは「またお越しく
ださい」と言う．

6.2.3 ドラッグストアの例
( 1 ) そのスポットの人数が 3 人以上だとタイムセールを始
める．タイムセールの状態になれば，最後の人がエリ
アから出るまで継続する（図 11 (a)，(b)）．

( 2 ) 人数が 6 人以上になると群集状態になったとしてその
場の商品訴求をやめる．

商品を推薦する．

( 9 ) 映像ディスプレイ前の 2 人の人の間の距離が近いとま
とめ買いを推奨する．

( 10 )映像ディスプレイから遠いところを人が通り過ぎよう
とすると「ちょっと待って」と呼びとめる．

( 11 )人がそのスポットから出て行こうとすると「ありがと
うございました」と言う．
この例を動作させるデータフローグラフの記述で利用し

6.3 試行システムの考察
これらの動作例は，データフローグラフにより容易に記
述することができ，試行システムにおいて良好に動作した．
セルのタグを利用した条件式の設定によって柔軟な変更が
できた．カメラセンサの画角とセルの境界を調整すること
によって，人がちょうど映像ディスプレイの内容を視認で
きるような距離になったときにタイミング良く刺激コンテ

たプレイリスト（動画ファイル）の数は 23 個であった．

ンツを提示することができた．客観視点のビデオカメラに

6.2.2 ケーキ屋の例

より試行システムの動作を録画し，これを確認することに

( 1 ) 人が映像ディスプレイから遠いと大きな音声で「お

よっても，セルの境界を人が越えてから呼び止め映像に切

いしいケーキはいかがですか」と呼びかける．映像は

り替わるまでの時間は 1 秒以下であり，タイミング良く呼
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びかける映像と，8 種類の販売促進映像と，顧客がスポッ
トから離れようとしたときに「ちょっとお待ちください」
という呼び止め映像である．映像ディスプレイの前に商品
は置かなかった．この実証実験では，本システムの基本機
能により，提示情報に対し顧客の認知が高まるかというこ
とに焦点をあてて調査を行った．
図 12 屋外での実証実験

Fig. 12 The system tested in an open public space.

7.3 調査結果
観察調査のサンプル数は 140 人，聞き取り調査は 115 人
であった．ヒアリングを行ったのは 20 代から 60 代までの
男女である．調査項目によっては答えられなかったものが
あったため，それぞれ異なる母数となっている．

7.3.1 観察調査
• スポット内に進入してきた顧客のうち，「驚いていた」
「興味深そう」
「前後左右に動いていた」
「立ち止まっ
ていた」などの，とどまってポジティブな反応をして
いたのが 79 人（56%）であった．一方，
「すぐに離れ
た」のは 56 人（40%）
，
「無視した」のが 5 人（4%）で
図 13 携帯電話ショップでの実証実験の様子

Fig. 13 The system tested in a mobile-phone shop.

あった．この中で，センサカメラを目視確認していた
のが 14 人（10%）であった．

• 映像コンテンツを見た顧客のうち，8 種類の販売促進
び止めることが可能であることを確認できた．

7. 実証実験と評価
7.1 複数の実証実験
これまでに，本システムにより複数の実証実験を実施し
た．また，展示会*4 などにおいて複数回のデモンストレー
ションを行い，評価を受けた*5 ．

映像のうち 1 つでも見ていたのが 73 人，そのうち 2
つ以上見たのが 18 人であった．

• 呼び止め映像に対してチラッと見る，顔を向ける，立
ち止まるなどの何らかの引き止められたといえる反応
を示したのは 59 人（42%）であった．

7.3.2 聞き取り調査
• システムの感想としては，有効回答 110 人のうち，
「驚

屋外で行ったショールームの入口での実証実験では，本

いた」26 人，
「面白い」40 人，
「斬新」8 人，
「目をひ

システムによりタイミング良く呼びかける映像を提示する

く」10 人（重複回答あり）などのポジティブな感想を

場合と，ただ同一の映像が繰り返し再生される場合では，

持った顧客が 64 人（58%）いた．
「ありがち」
「うるさ

前者のほうが映像ディスプレイの視認率が高いという基礎

い」
「印象にない」
「見づらい」などのネガティブな感

的データを得た [16], [17]．図 12 は歩行者が呼び止められ

想を持った顧客が 8 人（7%）いた．また，スポット内

ている様子である．

に進入したもののシステムに「気がつかなかった」の
が 38 人（35%）いた．

7.2 実証実験の内容と調査方法
ここでは，携帯電話販売ショップにおいて新たに実施し

• 何をきっかけにシステムに気づいたかについては，有
効回答 74 人のうち「呼びかけ（音声）
」56 人，
「映像」

た実証実験について述べる．このショップは，道路沿いの

15 人，
「BGM」2 人，ほかの人の「体験模様を見て」5

いわゆるロードサイド店であり，顧客は徒歩かクルマで来

人（重複回答あり）であった．

訪する．営業時間は，午前 10 時から午後 8 時までである．

• どの映像を見たか覚えているかいう問いには，有効回

連続した 14 日間実施した．スポットは店内奥に 1 つだけ

答 75 人のうちなんらかの販売促進映像を覚えている

設置した．スポットの様子を図 13 に示す．調査員 1 人が

のが 41 人（55%）
，一方で何も「記憶にない」が 21 人

スポット周辺を観察し，顧客がスポット内に進入してきた
状況に対して観察調査を行った．さらに，応じてくれた顧
客に聞き取り調査を行った．映像コンテンツは，顧客に呼
*4
*5

情報処理学会 50 周年記念大会，NTT グループコレクションな
ど．
マルチメディア通信と分散処理ワークショップ 2009 において白
鳥賞を受賞．
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（28%）だった．

• 「また試したいか」という問いには，有効回答 98 人中
「そう思う」と 57 人（58%）が答えた．

7.4 実証実験の考察
この実証実験の結果により，おおむね半数を超える人数
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が，映像ディスプレイにおけるなんらかの情報提示内容を

[4]

認知したことが分かった．また，情報提示内容に対する認
知の向上と直接結び付けて検証できていないが，その場か

[5]

ら離れようとしている顧客に対して呼び止め映像がある程
度作用することが確認できた．

[6]

今回は 1 店舗のみの実証実験であり，その効果の程度に
ついて普遍性があるとはいえない．特に，映像ディスプレ
イの音の大きさの設定によって認知の度合いは変わると考

[7]

えられる．しかし，音が大きすぎると不快になるため，バ
ランスが重要である．

[8]

また，人の位置移動に対する意味付けについて，現実に
は，たとえば，映像ディスプレイの前にある秒数以上佇ん
でいたからといって，詳細な情報を求めているとは限らな
い．しかしながら，この実証実験により，人の位置移動に

[9]
[10]

よって即応的に提示情報を選択することが，販売促進にお
いてある程度の有効性を持つことを確認できたといえる．

[11]

また，本手法によって人の位置移動を安定的に検知する
ためにカメラセンサをスポットの上方に設置し下向きに撮

[12]

像する必要があり，顧客が長い時間滞留しているような場
所も呼び止めることに向かないため，店舗のどのような場
所にも本システムを設置できるとは限らないことが分かっ

[13]

た．今後は，このようなシステムを実空間に設置するため
のガイドラインや，ノウハウの抽出が必要となってくると

[14]

考えられる．

8. まとめ
本論文では，デジタルサイネージによる情報利用のイン

[15]

[16]

タフェースの関連研究について述べ，人の位置移動による
インタフェースに関する筆者らのこれまでの取り組みを整
理し，これらをふまえて，カメラセンサにより得られる映
像ディスプレイ前の人の位置移動に基づいてリアルタイム

[17]

Nakanishi, Y., Fujii, T., Kitajima, K., Sato, Y. and
Koike, H.: Vision-based face tracking system for large
displays, ACM Ubicomp 2002, pp.152–159 (2002).
Pinhanez, C., Kjeldsen, R., Levas, A., Pingali, G.,
Podlaseck, M. and Sukaviriya, N.: Applications of Steerable Projector-Camera Systems, PROCAMS’03 (2003).
Pinhanez, C. and Podlaseck, M.: To Flame Not to
Frame: The Role and Design of Frameless Displays in
Ubiquitous Applications, ACM Ubicomp 2005, pp.340–
357 (2005).
Wilson, A.D.: Using a Depth Camera as a Touch Sensor,
ACM ITS 2010, pp.69–72 (2010).
大竹孝幸，木原民雄：映像空間における複数ユーザによ
る情報アクセス方法，情報処理学会研究報告，Vol.2000,
No.18, pp.25–30 (2000).
木原民雄：実写映像の多人数操作による情報ナビゲーショ
ン，DICOMO2002 シンポジウム論文集，pp.9–12 (2002).
木原民雄，草原真知子，安田 浩：場のアートとネッ
トワークのアート，情報処理学会論文誌，Vol.44, No.2,
pp.212–221 (2003).
篠原章夫，富田準二，木原民雄：公共の場でのインタラク
ティブメディア実証実験「みらいチューブ」実験報告，情報
処理学会研究報告，Vol.2006, No.14, pp.163–168 (2006).
篠原章夫，富田準二，木原民雄，中嶌信弥，小川克彦：公
共空間における巨大インタラクティブメディアシステム：
みらいチューブ，ヒューマンインタフェース学会論文誌，
Vol.9, No.3, pp.305–312 (2007).
田辺弘実，木原民雄：実空間メタデータ収集に基づく情
報ナビゲーション，DICOMO2003 シンポジウム論文集，
pp.273–276 (2003).
田辺弘実，木原民雄，芳西 崇：スポット情報ナビゲーショ
ン技術，NTT 技術ジャーナル，Vol.15, No.18, pp.37–40
(2003).
木原民雄，渡辺浩志：人の位置移動による状況即応型デ
ジタルサイネージインタフェースの構成法，DPSWS2008
論文集，pp.175–180 (2008).
渡辺浩志，木原民雄：呼びかけ呼びとめ誘うデジタルサ
イネージ「スポットアド」による実証実験，DICOMO シ
ンポジウム，pp.390–397 (2010).
木原民雄：メディアアートから滑り出す緩やかな傾斜の上
で，映像情報メディア学会誌，Vol.64, No.8, pp.1231–1234
(2010).

で状況に意味付けをし，刺激コンテンツを即応的に選択提
示することで人々にタイミング良く情報提示する機構の実
現に向けた状況即応型デジタルサイネージを提案し，その

木原 民雄 （正会員）

構成法について明らかにし，実証実験を通してその基本的
な有効性を示した．
謝辞 実証実験にご協力いただいた皆様に，深く感謝の
意を表する．
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