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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生対象音を表す音響信号と当該再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音
響信号に応じて放音された音響を収音して収音信号を生成する収音手段と、
　前記収音手段が生成した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段と、
　前記情報抽出手段が抽出した識別情報と、当該端末装置にて指定された言語を示す言語
情報とを含む情報要求を送信する送信手段と、
　前記情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関
連情報のうち、前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信する
受信手段と、
　前記受信手段が受信した関連情報を出力する出力手段と
　を具備する端末装置。
【請求項２】
　前記言語情報は、当該端末装置のＯＳの言語設定で指定された言語を示す
　請求項１の端末装置。
【請求項３】
　前記言語情報は、当該端末装置の利用者が指定した言語を示す
　請求項１の端末装置。
【請求項４】
　前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関連情報は、前記再生対象音の発
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音内容を当該言語に翻訳した文字列を発音した音声を表す音響信号である
　請求項１から請求項３の何れかの端末装置。
【請求項５】
　前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関連情報は、前記再生対象音の発
音内容を当該言語に翻訳した文字列である
　請求項１から請求項３の何れかの端末装置。
【請求項６】
　再生対象音を表す音響信号と当該再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音
響信号に応じた音響を放音する放音手段と、
　前記放音手段が放音した音響から抽出される識別情報と、言語を示す言語情報とを含む
情報要求を端末装置から受信し、前記情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに相
異なる言語に対応する複数の関連情報のうち、前記情報要求の言語情報で指定された言語
に対応する関連情報を前記端末装置に送信する情報提供手段と
　を具備する情報提供システム。
【請求項７】
　端末装置が、
　再生対象音を表す音響信号と当該再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音
響信号に応じて放音された音響を収音して収音信号を生成し、
　前記収音信号から識別情報を抽出し、
　前記識別情報と、当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報とを含む情報要求を
送信し、
　前記情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関
連情報のうち、前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信し、
　前記受信した関連情報を出力する
　情報提供方法。
【請求項８】
　情報提供システムが、
　再生対象音を表す音響信号と当該再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音
響信号に応じた音響を放音し、
　前記放音した音響から抽出される識別情報と、言語を示す言語情報とを含む情報要求を
端末装置から受信し、
　前記情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関
連情報のうち、前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関連情報を前記端末
装置に送信する
　情報提供方法。
【請求項９】
　コンピュータを、
　再生対象音を表す音響信号と当該再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音
響信号に応じて放音された音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段
、
　前記情報抽出手段が抽出した識別情報と、当該端末装置にて指定された言語を示す言語
情報とを含む情報要求を送信する送信手段、
　前記情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関
連情報のうち、前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信する
受信手段、および、
　前記受信手段が受信した関連情報を出力する出力手段
　として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(3) JP 5871088 B1 2016.3.1

10

20

30

40

50

　本発明は、端末装置の利用者に情報を提供する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　美術館や博物館等の展示施設にて利用者を案内する各種の技術が従来から提案されてい
る。例えば特許文献１には、美術館や博物館等の各展示物の近傍に設置された発信装置と
、利用者が携帯する携帯受信機とを利用した自動再生音声ガイドシステムが開示されてい
る。発信装置は、展示物に固有の識別符号を電波または赤外線により間欠的に周囲に送信
する。携帯受信機は、自身の記録媒体に事前に記憶された複数の案内音声のうち、発信装
置から受信した識別符号に対応する案内音声を再生する。先行技術１によれば、発信装置
からの電波や赤外線が到達する範囲内（展示物の周囲）に携帯受信機が移動して識別符号
を受信することを契機として、当該範囲内の展示物を解説する案内音声が再生される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１０９６２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の技術では、各展示物の識別符号が電波または赤外線で発信装置か
ら送信されるから、電波や赤外線を授受するための専用の通信機器を発信装置や携帯受信
機に設置する必要があるという問題がある。なお、以上の説明では、美術館や博物館等の
展示施設を例示したが、電車やバス等の交通機関の音声案内等、利用者に様々な情報を提
供する任意の状況において同様の問題が発生し得る。以上の事情を考慮して、本発明は、
無線通信のための専用の通信機器を必要とせずに多様な情報を利用者に提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の課題を解決するために、本発明の第１態様に係る端末装置は、再生対象音を表す
音響信号と当該再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音
された音響を収音して収音信号を生成する収音手段と、収音手段が生成した収音信号から
識別情報を抽出する情報抽出手段と、情報抽出手段が抽出した識別情報を含む情報要求を
送信する送信手段と、情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに再生対象音に関連
する複数の関連情報の何れかを受信する受信手段と、受信手段が受信した関連情報を出力
する出力手段とを具備する。以上の構成では、再生対象音を表す音響信号と当該再生対象
音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音された音響を収音した収
音信号から識別情報が抽出される。すなわち、再生対象音とともに放音される音響を利用
した音響通信で識別情報が端末装置に通知される。したがって、赤外線や電波を利用した
無線通信に専用される通信機器を必要とせずに、再生対象音の識別情報に対応する関連情
報を利用者に提供することが可能である。
【０００６】
　本発明の好適な態様において、送信手段は、当該端末装置にて指定された言語を示す言
語情報を含む情報要求を送信し、受信手段は、情報要求の識別情報に対応するとともに相
異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指定された言語に対応
する関連情報を受信する。以上の態様では、相異なる言語に対応する複数の関連情報のう
ち情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関連情報が受信されるから、使用言語
が相違する多様な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという利点がある。また、端
末装置のＯＳの言語設定で指定された言語を示す言語情報を利用すれば、利用者が言語を
指定する必要がないという利点もある。
【０００７】
　本発明の第２態様に係る情報提供システムは、再生対象音を表す音響信号と当該再生対
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象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じた音響を放音する放音手段と
、放音手段が放音した音響から抽出される識別情報を含む情報要求を端末装置から受信し
、情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに再生対象音に関連する複数の関連情報
の何れかを端末装置に送信する情報提供手段とを具備する。以上の構成では、再生対象音
を表す音響信号と当該再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じ
た音響が放音手段から放音される。すなわち、再生対象音とともに放音される音響を利用
した音響通信で識別情報が端末装置に通知される。したがって、赤外線や電波を利用した
無線通信に専用される通信機器を必要とせずに、再生対象音の識別情報に対応する関連情
報を利用者に提供することが可能である。
【０００８】
　第２態様の好適例において、情報提供手段は、端末装置にて指定された言語を示す言語
情報を含む情報要求を受信し、情報要求の識別情報に対応するとともに相異なる言語に対
応する複数の関連情報のうち当該情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関連情
報を端末装置に送信する。以上の態様では、相異なる言語に対応する複数の関連情報のう
ち情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関連情報が端末装置に送信されるから
、使用言語が相違する多様な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという利点がある
。
【０００９】
　以上の各態様に係る端末装置および情報提供システムは、専用の電子回路で実現される
ほか、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等の汎用の演算処理装置とプログラムとの協
働によっても実現される。本発明のプログラムは、コンピュータが読取可能な記録媒体に
格納された形態で提供されてコンピュータにインストールされ得る。記録媒体は、例えば
非一過性（non-transitory）の記録媒体であり、ＣＤ-ＲＯＭ等の光学式記録媒体（光デ
ィスク）が好例であるが、半導体記録媒体や磁気記録媒体等の公知の任意の形式の記録媒
体を包含し得る。なお、例えば、本発明のプログラムは、通信網を介した配信の形態で提
供されてコンピュータにインストールされ得る。また、以上の各態様に係る端末装置およ
び情報提供システムの動作方法（情報提供方法）としても本発明は特定される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る通信システムの構成図である。
【図２】情報管理システムの構成図である。
【図３】音響信号取得部および関連情報取得部の構成図である。
【図４】信号処理部の構成図である。
【図５】信号処理部の動作の説明図である。
【図６】情報管理システムの動作のフローチャートである。
【図７】放音システムの構成図である。
【図８】端末装置の構成図である。
【図９】端末装置が関連情報を取得する動作の説明図である。
【図１０】音響信号取得部および関連情報取得部の変形例（態様１）の構成図である。
【図１１】音響信号取得部および関連情報取得部の変形例（態様２）の構成図である。
【図１２】音響信号取得部および関連情報取得部の変形例（態様３）の構成図である。
【図１３】音響信号取得部および関連情報取得部の変形例（態様４）の構成図である。
【図１４】音響信号取得部および関連情報取得部の変形例（態様５）の構成図である。
【図１５】音響信号取得部および関連情報取得部の変形例（態様６）の構成図である。
【図１６】音響信号取得部および関連情報取得部の変形例（態様７）の構成図である。
【図１７】音響信号取得部および関連情報取得部の変形例（態様８）の構成図である。
【図１８】第２実施形態に係る信号処理部の動作の説明図である。
【図１９】第３実施形態に係る情報提供部の動作の説明図である。
【図２０】変形例に係る関連情報の表示例である。
【図２１】変形例に係る通信システムの構成図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る通信システム１００の構成図である。図１に例示
される通り、第１実施形態の通信システム１００は、情報提供システム１０と端末装置１
２とを包含する。情報提供システム１０は、端末装置１２に各種の情報を提供するコンピ
ュータシステムである。端末装置１２は、例えば携帯電話機やスマートフォン等の可搬型
の情報処理装置である。以下の説明では、美術品や資料等の複数の展示物が展示された美
術館や博物館等の施設（以下「展示施設」という）Ｍに端末装置１２の利用者が所在し、
各展示物に関連する情報が情報提供システム１０から端末装置１２に提供される場合を便
宜的に想定する。なお、図１では１個の端末装置１２のみを便宜的に図示したが、実際に
は複数の端末装置１２の各々に対して情報提供システム１０から情報が提供され得る。
【００１２】
　図１に例示される通り、第１実施形態の情報提供システム１０は、情報管理システム１
４と放音システム１６とを具備する。放音システム１６は、展示施設Ｍに設置されて施設
の音声案内に利用される。具体的には、図１に例示される通り、第１実施形態の放音シス
テム１６は、特定の言語（以下「第１言語」という）で利用者を案内する音声（以下「案
内音声」という）を放音するとともに、案内音声に事前に付与された識別情報Ｄを端末装
置１２に通知する。案内音声は、例えば、展示物を解説する音声や展示施設Ｍ内の順路を
案内する音響である。案内音声の識別情報Ｄは、無線による情報通信で端末装置１２に通
知される。第１実施形態では、空気振動としての音響（音波）を伝送媒体とする音響通信
で放音システム１６から端末装置１２に識別情報Ｄを通知する場合を例示する。すなわち
、識別情報Ｄは案内音声とともに音響として放音システム１６から放射される。
【００１３】
　他方、情報管理システム１４は、端末装置１２に提供される情報を管理するコンピュー
タシステムである。端末装置１２は、移動体通信網やインターネット等を含む通信網１８
を介して情報管理システム１４と通信可能である。図１に例示される通り、端末装置１２
は、放音システム１６から通知された識別情報Ｄを含む情報要求Ｒを情報管理システム１
４に送信する。情報管理システム１４は、通信網１８を介して受信した情報要求Ｒで指定
された識別情報Ｄに対応する関連情報Ｑを要求元の端末装置１２に送信する。関連情報Ｑ
は、案内音声に関連する情報である。第１実施形態では、案内音声で発音される第１言語
の案内を他言語（以下「第２言語」という）に変換した翻訳を示す関連情報Ｑが端末装置
１２に提供される。したがって、第１言語を理解可能な利用者は、案内音声の聴取により
展示施設Ｍの案内を把握し、第２言語を理解可能な利用者は、関連情報Ｑを参照すること
で展示施設Ｍの案内を把握する。以上に概説した通信システム１００の各要素の具体的な
構成や機能を以下に詳述する。
【００１４】
＜情報管理システム１４＞
　図２は、情報管理システム１４の構成図である。図２に例示される通り、第１実施形態
の情報管理システム１４は、制御装置１４２と記憶装置１４４と入力装置１４６とを具備
する。記憶装置１４４は、制御装置１４２が実行するプログラムや制御装置１４２が使用
する各種のデータを記憶する。半導体記録媒体や磁気記録媒体等の公知の記録媒体または
複数種の記録媒体の組合せが記憶装置１４４として任意に採用される。入力装置１４６は
、情報管理システム１４を運営する管理者が情報管理システム１４に対する各種の指示の
ために操作する操作機器であり、例えば管理者が操作可能な複数の操作子を包含する。管
理者は、例えば入力装置１４６を適宜に操作することで、展示施設Ｍの各展示物の案内を
表現した文字列（以下「指定文字列」という）を任意に指示することが可能である。
【００１５】
　図２に例示される通り、制御装置１４２は、記憶装置１４４に記憶されたプログラムを
実行することで、端末装置１２に提供される情報を管理するための複数の機能（音響信号
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取得部２２，関連情報取得部２４，識別情報設定部２６，信号処理部３２，対応管理部３
４，情報提供部３６）を実現する。なお、制御装置１４２の各機能を複数の装置に分散し
た構成や、制御装置１４２の機能の一部を専用の電子回路が実現する構成も採用され得る
。
【００１６】
　音響信号取得部２２は、案内音声を表す音響信号ＳGを取得する。図３に例示される通
り、第１実施形態の音響信号取得部２２は、入力装置１４６に対する操作で管理者が指示
した第１言語の指定文字列を発音した案内音声の時間波形を表す音響信号ＳGを音声合成
により生成する。音響信号取得部２２が実行する音声合成には公知の技術が任意に採用さ
れ得る。例えば、事前に用意された複数の音声素片（音素単体または音素連鎖）のうち指
定文字列の各文字に対応する音声素片を時系列に接続して音響信号ＳGを生成する素片接
続型の音声合成や、ＨＭＭ（Hidden Markov Model）等の統計モデルを利用して指定文字
列に応じた音響信号ＳGを生成する統計モデル型の音声合成が、音響信号取得部２２によ
る音響信号ＳGの生成に利用され得る。
【００１７】
　図２の関連情報取得部２４は、案内音声に関連する関連情報Ｑを生成する。図３に例示
される通り、第１実施形態の関連情報取得部２４は、管理者が指示した第１言語の指定文
字列に対する機械翻訳（自動翻訳）により、展示施設Ｍの案内を第２言語で表現した文字
列（以下「変換文字列」という）を関連情報Ｑとして生成する。指定文字列の機械翻訳に
は公知の技術が任意に採用され得る。例えば、指定文字列の構文解析の結果と言語的な規
則とを参照して語順や単語を変換するルールベースの機械翻訳や、言語の統計的な傾向を
表現する統計モデル（翻訳モデルおよび言語モデル）を利用して指定文字列を第２言語に
翻訳する統計的な機械翻訳が、関連情報取得部２４による関連情報Ｑの生成に利用され得
る。
【００１８】
　図２の識別情報設定部２６は、案内音声の再生とともに放音システム１６から端末装置
１２に通知される識別情報Ｄを設定する。識別情報Ｄは、案内音声を識別するための固有
の符号であり、案内音声毎に設定される。例えば、相異なる案内音声の間で相互に重複し
ないように公知の方法で生成された乱数の系列を、識別情報設定部２６は識別情報Ｄとし
て設定する。
【００１９】
　信号処理部３２は、識別情報設定部２６が設定した識別情報Ｄを案内音声の音響信号Ｓ
Gに合成することで音響信号Ｓを生成する。音響信号ＳGに対する識別情報Ｄの合成（音響
透かし）には公知の方法が任意に採用され得るが、例えば国際公開第２０１０／０１６５
８９号に開示された方法が好適である。具体的には、信号処理部３２は、図４に例示され
る通り、変調処理部３２２と混合処理部３２４とを包含する。変調処理部３２２は、拡散
符号を利用した識別情報Ｄの拡散変調と所定の周波数の搬送波を利用した周波数変換とを
順次に実行することで、識別情報Ｄを所定の周波数帯域の音響成分として含有する音響信
号（以下「変調信号」という）ＳDを生成する。変調信号ＳDの周波数帯域は、放音システ
ム１６による放音と端末装置１２による収音とが可能な周波数帯域であり、かつ、利用者
が通常の環境で聴取する音声や楽音等の音響の周波数帯域（例えば可聴域内の約１６ｋＨ
ｚ以下）を上回る周波数帯域（例えば１８ｋＨｚ以上かつ２０ｋＨｚ以下）の範囲内に包
含される。なお、変調処理部３２２が変調信号ＳDを生成する方法は以上の例示（拡散変
調）に限定されない。例えば、所定の周波数の正弦波等の搬送波を識別情報Ｄで周波数変
調することで特定の周波数帯域（例えば１８ｋＨｚ以上かつ２０ｋＨｚ以下）内の変調信
号ＳDを生成することも可能である。
【００２０】
　図４の混合処理部３２４は、音響信号取得部２２が取得した音響信号ＳGと変調処理部
３２２が生成した変調信号ＳDとを重畳（典型的には加算）することで音響信号Ｓを生成
する。以上の説明から理解される通り、音響信号Ｓは、案内音声の音響成分（音響信号Ｓ
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G）と当該案内音声の識別情報Ｄを含む音響成分（変調信号ＳD）とを含有する。
【００２１】
　図５は、案内音声の音響信号ＳGと識別情報Ｄを含む変調信号ＳDとの時間的な関係の説
明図である。図５に例示される通り、案内音声の識別情報Ｄを含む変調信号ＳDは、当該
案内音声の音響信号ＳGのうち時間軸上の相異なる区間に複数回にわたり反復的に付加さ
れる。すなわち、案内音声のうち時間軸上の複数の時点に当該案内音声の識別情報Ｄの音
響成分が混合される。なお、各変調信号ＳDを時間軸上で相互に連続させることも可能で
ある。
【００２２】
　第１実施形態の信号処理部３２は、音響信号Ｓを所定の形式（例えばＷＡＶ形式やＭＰ
３形式）の音響ファイルとして記憶装置１４４に格納する。以上の処理が複数回にわたり
反復されることで、案内の内容（案内対象の展示物）が相違する複数の案内音声の各々に
ついて、当該案内音声の音響成分（音響信号ＳG）と当該案内音声の識別情報Ｄを含む音
響成分（変調信号ＳD）とを含有する音響信号Ｓが記憶装置１４４に記憶される。
【００２３】
　図２の対応管理部３４は、識別情報設定部２６が案内音声毎に設定した識別情報Ｄと、
関連情報取得部２４が当該案内音声について取得した関連情報Ｑとを対応させて記憶装置
１４４に格納する。したがって、図２に例示される通り、記憶装置１４４には、案内音声
の識別情報Ｄ毎に関連情報Ｑが記憶される。以上の説明から理解される通り、展示施設Ｍ
内で放音される複数の案内音声の各々について音響信号Ｓと関連情報Ｑとが生成される。
共通の案内音声に対応する音響信号ＳG（音響信号Ｓ）と関連情報Ｑとが、識別情報Ｄを
介して相互に対応付けられる、とも換言され得る。なお、図２では、音響信号Ｓと関連情
報Ｑとを記憶装置１４４に格納した構成を例示したが、音響信号Ｓと関連情報Ｑとを別個
の記録媒体に格納することも可能である。
【００２４】
　図２の情報提供部３６は、識別情報Ｄを含む情報要求Ｒを端末装置１２から受信し、記
憶装置１４４に記憶された複数の関連情報Ｑのうち、情報要求Ｒで指定される識別情報Ｄ
に対応する関連情報Ｑを選択して要求元の端末装置１２に送信する。端末装置１２に対す
る関連情報Ｑの送信については後述する。
【００２５】
　図６は、音響信号Ｓと関連情報Ｑとを情報管理システム１４が生成する処理（以下「情
報生成処理」という）のフローチャートである。例えば入力装置１４６に対する管理者か
らの操作（具体的には指定文字列の指定）を契機として図６の情報生成処理が開始される
。情報生成処理を開始すると、制御装置１４２（音響信号取得部２２および関連情報取得
部２４）は、指定文字列に対応する案内音声の音響信号ＳGと案内音声に関連する関連情
報Ｑとを取得する（ＳA1）。制御装置１４２（識別情報設定部２６）は、案内音声の識別
情報Ｄを設定する（ＳA2）。また、制御装置１４２（信号処理部３２）は、当該案内音声
の識別情報Ｄを含む変調信号ＳDを案内音声の音響信号ＳGに重畳した音響信号Ｓを生成し
て記憶装置１４４に格納する（ＳA3）。そして、制御装置１４２（対応管理部３４）は、
案内音声の関連情報Ｑと識別情報Ｄとを相互に対応させて記憶装置１４４に格納する（Ｓ
A4）。
【００２６】
　以上に例示した情報生成処理で情報管理システム１４が生成した複数の音響信号Ｓ（音
響ファイル）は図１の放音システム１６に転送される。複数の音響信号Ｓの転送の方法は
任意であるが、例えば、情報管理システム１４から通信網１８を介して放音システム１６
に各音響信号Ｓを転送する方法や、半導体記録媒体等の可搬型の記録媒体を介して情報管
理システム１４から放音システム１６に各音響信号Ｓを転送する方法が採用され得る。
【００２７】
＜放音システム１６＞
　図７は、放音システム１６の構成図である。図７に例示される通り、第１実施形態の放
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音システム１６は、制御装置１６２と記憶装置１６４と複数の放音装置１６６とを具備す
る。記憶装置１６４は、例えば半導体記録媒体や磁気記録媒体等の公知の記録媒体または
複数種の記録媒体の組合せで構成される。情報管理システム１４から転送された複数の音
響信号Ｓが記憶装置１６４に格納される。
【００２８】
　制御装置１６２は、放音システム１６の各要素を統括的に制御する。第１実施形態の制
御装置１６２は、記憶装置１６４に記憶された各音響信号Ｓを各放音装置１６６に供給す
る。複数の放音装置１６６の各々は、展示施設Ｍ内の相異なる展示物の近傍に設置される
。任意の１個の展示物の近傍に設置された放音装置１６６には、当該展示物の案内音声に
対応する音響信号Ｓが供給される。各放音装置１６６は、制御装置１６２から供給される
音響信号Ｓに応じた音響を放音する音響機器である。なお、音響信号Ｓをデジタルからア
ナログに変換するＤ/Ａ変換器の図示は便宜的に省略されている。
【００２９】
　図４および図５を参照して前述した通り、音響信号Ｓは、案内音声を表す音響信号ＳG
と当該案内音声の識別情報Ｄを含む変調信号ＳDとを包含する。したがって、任意の１個
の展示物に対応する放音装置１６６からは、当該展示物の案内音声と識別情報Ｄを示す音
響とが放音される。図５に例示した通り、識別情報Ｄの変調信号ＳDは複数回にわたり反
復的に音響信号ＳGに付加されるから、案内音声の再生に並行して、当該案内音声の識別
情報Ｄの音響が複数回にわたり反復的に放音される。すなわち、放音装置１６６の近傍（
展示物の近傍）の利用者が展示物の案内音声を聴取する一方、当該案内音声の識別情報Ｄ
が音響通信により当該利用者の端末装置１２に通知される。前述の通り、識別情報Ｄを含
む変調信号ＳDの周波数帯域は、利用者が通常の環境で聴取する音響の周波数帯域と比較
して高域側（例えば１８ｋＨｚ以上かつ２０ｋＨｚ以下）に位置するから、識別情報Ｄの
音響は利用者に殆ど知覚されない。すなわち、利用者による案内音声の聴取に影響するこ
となく音響通信により識別情報Ｄを端末装置１２に送信することが可能である。
【００３０】
＜端末装置１２＞
　図８は、端末装置１２の構成図である。放音システム１６の１個の放音装置１６６が図
８では併記されている。図８に例示される通り、第１実施形態の端末装置１２は、制御装
置５０と記憶装置５２と通信装置５４と収音装置５６と出力装置５８とを具備する。記憶
装置５２は、制御装置５０が実行するプログラムや制御装置５０が使用するデータを記憶
する。半導体記録媒体や磁気記録媒体等の公知の記録媒体または複数種の記録媒体の組合
せが記憶装置５２として任意に採用される。
【００３１】
　収音装置５６は、周囲の音響を収音する音響機器（マイクロホン）であり、端末装置１
２の相互間の音声通話や動画撮影時の音声収録に利用される。図８に例示される通り、第
１実施形態の収音装置５６は、展示施設Ｍ内の放音装置１６６から放音された音響を収音
し、当該音響の時間波形を表す音響信号（以下「収音信号」という）Ｘを生成する。した
がって、収音信号Ｘは、案内音声の音響成分（音響信号ＳG）と当該案内音声の識別情報
Ｄの音響成分（変調信号ＳD）とを含有する。なお、収音装置５６が生成した収音信号Ｘ
をアナログからデジタルに変換するＡ/Ｄ変換器の図示は便宜的に省略されている。
【００３２】
　制御装置５０は、端末装置１２の各要素を統括的に制御する。第１実施形態の制御装置
５０は、記憶装置５２に記憶されたプログラムを実行することで情報抽出部５１として機
能する。情報抽出部５１は、収音装置５６が生成した収音信号Ｘの復調で案内音声の識別
情報Ｄを抽出する。具体的には、情報抽出部５１は、収音信号Ｘのうち識別情報Ｄを含む
高域側の周波数帯域（１８ｋＨｚ以上かつ２０ｋＨｚ以下）の帯域成分を例えば高域通過
フィルタで選択し、識別情報Ｄの拡散変調に利用された拡散符号を係数とする整合フィル
タを通過させることで識別情報Ｄを抽出する。
【００３３】
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　通信装置５４は、通信網１８を介して情報提供システム１０と通信する通信機器である
。通信装置５４と通信網１８との間の通信の方式は任意であるが、典型的には、放音シス
テム１６から端末装置１２に識別情報Ｄを通知するための音響通信とは相違する無線通信
（例えば電波や赤外線を伝送媒体とする情報通信）が採用される。図８に例示される通り
、第１実施形態の通信装置５４は送信部５４２と受信部５４４とを包含する。送信部５４
２は、情報抽出部５１が収音信号Ｘから抽出した識別情報Ｄを含む情報要求Ｒを情報管理
システム１４に送信する。他方、受信部５４４は、情報要求Ｒに応じて情報管理システム
１４から送信された関連情報Ｑを受信する。なお、図５を参照して説明した通り、識別情
報Ｄの変調信号ＳDは案内音声の音響信号ＳGに複数回にわたり反復的に付加されるから、
情報抽出部５１は１個の識別情報Ｄを相異なる時点で複数回にわたり反復的に抽出し得る
が、情報要求Ｒの送信や関連情報Ｑの受信が実行されるのは、新規な識別情報Ｄを情報抽
出部５１が最初に抽出した場合のみである。また、以上の例示の通り、第１実施形態では
１個の識別情報Ｄが複数回にわたり反復的に送信されるから、例えば端末装置１２の周囲
の雑音等に起因して識別情報Ｄの取得に失敗した場合でも当該識別情報Ｄを再取得できる
という利点がある。
【００３４】
　図８の出力装置５８は、受信部５４４が情報管理システム１４から受信した関連情報Ｑ
を出力する。第１実施形態の出力装置５８は、関連情報Ｑが示す第２言語の変換文字列を
表示する表示装置である。すなわち、放音システム１６の放音装置１６６による第１言語
の案内音声の再生に並行して、端末装置１２では第２言語の変換文字列が表示される。し
たがって、端末装置１２の利用者は、第１言語を理解できない場合でも第２言語の変換文
字列を視認することで展示物の案内を把握することが可能である。
【００３５】
　図９は、端末装置１２が関連情報Ｑを取得する動作の説明図である。前述の通り、放音
システム１６の各放音装置１６６からは、案内音声の再生に並行して識別情報Ｄの音響が
反復的に放音される。放音装置１６６からの音響が到達する範囲（展示物の近傍）に端末
装置１２の利用者が移動すると、端末装置１２の収音装置５６は、案内音声の音響成分と
識別情報Ｄの音響成分とを含有する収音信号Ｘを生成する（ＳB1）。制御装置５０（情報
抽出部５１）は、収音信号Ｘの復調で識別情報Ｄを抽出し（ＳB2）、通信装置５４の送信
部５４２は、識別情報Ｄを含む情報要求Ｒを情報管理システム１４に送信する（ＳB3）。
【００３６】
　情報管理システム１４の情報提供部３６は、端末装置１２が送信した情報要求Ｒを通信
網１８から受信し、記憶装置１４４に記憶された複数の関連情報Ｑのうち、当該情報要求
Ｒで指定された識別情報Ｄに対応する関連情報Ｑを選択する（ＳB4）とともに当該関連情
報Ｑを要求元の端末装置１２に送信する（ＳB5）。端末装置１２の受信部５４４は、情報
管理システム１４から送信された関連情報Ｑを受信し（ＳB6）、出力装置５８は関連情報
Ｑを出力する（ＳB7）。以上の説明から理解される通り、案内音声の再生に並行して放音
システム１６の放音装置１６６から放音される識別情報Ｄの音響を端末装置１２が収音す
ること（すなわち、放音装置１６６からの音波が到達する範囲内に端末装置１２が移動す
ること）を契機として、識別情報Ｄを含む情報要求Ｒの送信（ＳB3）と識別情報Ｄに対応
する関連情報Ｑの取得（ＳB6）とが実行される。
【００３７】
　以上に説明した通り、第１実施形態では、案内音声の音響信号ＳGと当該案内音声の識
別情報Ｄを含む変調信号ＳDとを含有する音響信号Ｓに応じた音響が放音される。すなわ
ち、案内音声とともに放音される音響を利用した音響通信で識別情報Ｄが端末装置１２に
通知される。したがって、音声通話や音声収録に利用される収音装置５６を識別情報Ｄの
取得に流用でき、識別情報Ｄの無線通信に専用される通信機器が不要であるという利点が
ある。放音システム１６においても、識別情報Ｄの送信に専用される通信機器は不要であ
り、音声案内に利用される既存の放音装置１６６を端末装置１２に対する識別情報Ｄの通
知に利用できるという利点がある。また、識別情報Ｄを音響通信により端末装置１２に通
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信する構成によれば、識別情報Ｄの音響が到達する範囲の制御が容易であるという利点や
、複数の端末装置１２に対して一括的に識別情報Ｄを通知できるという利点もある。
【００３８】
　また、第１実施形態では、案内音声の放音とともに端末装置１２に通知される識別情報
Ｄと当該案内音声に関連する関連情報Ｑとが情報管理システム１４にて相互に対応付けら
れ、複数の関連情報Ｑのうち端末装置１２に通知された識別情報Ｄに対応する関連情報Ｑ
が端末装置１２に提供される。したがって、複数の関連情報Ｑを端末装置１２の記憶装置
５２に事前に格納する必要がない。以上の構成によれば、関連情報Ｑの記憶のために端末
装置１２に必要な記憶容量が削減されるという利点がある。なお、複数の関連情報Ｑを各
端末装置１２に記憶した構成では、関連情報Ｑを更新する必要が発生した場合に、個々の
端末装置１２において関連情報Ｑを個別に更新する必要がある。他方、第１実施形態では
、複数の関連情報Ｑが情報管理システム１４の記憶装置１４４に保持されて選択的に端末
装置１２に提供されるから、記憶装置１４４に保持された関連情報Ｑを更新すれば、更新
後の関連情報Ｑを各端末装置１２に提供できる。すなわち、関連情報Ｑを端末装置１２毎
に個別に更新する必要がないという利点がある。
【００３９】
　また、第１実施形態では、案内音声の識別情報Ｄが案内音声の再生とともに端末装置１
２に通知されるから、識別情報Ｄに対応する関連情報Ｑを案内音声の再生に並行して端末
装置１２にて出力することが可能である。したがって、例えば案内音声の再生の終了後に
関連情報Ｑを出力する構成と比較して、案内音声と関連情報Ｑとの対応を利用者が認識し
易いという利点がある。
【００４０】
＜第１実施形態の変形例＞
　第１実施形態では、情報管理システム１４の管理者が指示した指定文字列を適用した音
声合成で音響信号ＳGを生成するとともに指定文字列の機械翻訳で関連情報Ｑを生成した
が、音響信号ＳGや関連情報Ｑの取得（典型的には生成）の方法は以上の例示に限定され
ない。音響信号ＳGおよび関連情報Ｑを取得する他の方法を以下に例示する。
【００４１】
＜態様１＞
　図１０に例示された態様１において、情報管理システム１４の音響信号取得部２２は、
第１実施形態と同様に、指定文字列に対する音声合成で案内音声の音響信号ＳGを生成す
る。他方、関連情報取得部２４は、管理者が指示した指定文字列を関連情報Ｑとして取得
する。すなわち、関連情報Ｑは、案内音声と共通の第１言語で当該案内音声の発音内容を
表現する文字列である。以上の構成では、放音システム１６による案内音声の再生に並行
して端末装置１２では当該案内音声の発音内容の文字列が表示される。したがって、難聴
者（聴覚障碍者）が案内音声の内容を確認できるという利点がある。
【００４２】
＜態様２＞
　図１１に例示された態様２において、情報管理システム１４の音響信号取得部２２は、
第１実施形態と同様に、第１言語の指定文字列に対する音声合成で案内音声の音響信号Ｓ
Gを生成する。他方、情報管理システム１４の管理者は、入力装置１４６を適宜に操作す
ることで、案内音声を第２言語で表現した文字列（変換文字列）を指定する。関連情報取
得部２４は、管理者が指示した第２言語の変換文字列を関連情報Ｑとして取得する。前掲
の図３の構成では、機械翻訳の精度が低い場合に適切な変換文字列を生成できないが、図
１１に例示された態様２によれば、指定文字列の機械翻訳（図３）が不要であるから、案
内音声を適切な第２言語で表現した関連情報Ｑを用意できるという利点がある。
【００４３】
＜態様３＞
　図１２に例示される態様３において、情報管理システム１４の音響信号取得部２２は、
第１実施形態と同様に、指定文字列に対する音声合成で案内音声の音響信号ＳGを生成す
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る。他方、関連情報取得部２４は、第１言語の指定文字列に対する機械翻訳で第２言語の
変換文字列を生成するとともに、変換文字列に対する音声合成で第２言語の案内音声の音
響信号を関連情報Ｑとして生成する。端末装置１２の出力装置５８は、情報管理システム
１４から提供された関連情報Ｑが示す音響信号に応じた音響（第２言語の案内音声）を放
音する放音装置（スピーカやイヤホン）を包含する。すなわち、放音システム１６による
第１言語の案内音声の再生に並行して、端末装置１２では第２言語の案内音声が再生され
る。したがって、端末装置１２の利用者は、第１言語を理解できない場合でも第２言語の
案内音声を聴取することで展示物の案内を理解することが可能である。
【００４４】
＜態様４＞
　図１３に例示される態様４において、情報管理システム１４の音響信号取得部２２は、
信号供給装置２００から案内音声の音響信号ＳGを取得する。信号供給装置２００は、周
囲の音響を収音して音響信号ＳGを生成する収音装置や、可搬型または内蔵型の記録媒体
から音響信号ＳGを取得して出力する再生装置や、通信網１８から音響信号ＳGを受信して
出力する通信装置である。他方、関連情報取得部２４は、前掲の態様１や態様２と同様に
、管理者が指示した指定文字列を関連情報Ｑとして取得する。したがって、信号供給装置
２００が生成した音響信号ＳGに応じた案内音声が放音装置１６６から放音されるととも
に、端末装置１２では管理者からの指示に応じた指定文字列が表示される。なお、関連情
報取得部２４が信号供給装置２００から音響信号（例えば第２言語の案内音声の音響信号
）を取得することも可能である。また、信号供給装置２００から供給される音響信号を関
連情報取得部２４が関連情報Ｑとして取得する構成も採用され得る。
【００４５】
＜態様５＞
　図１４に例示される態様５において、情報管理システム１４の音響信号取得部２２は、
第１実施形態と同様に、指定文字列に対する音声合成で案内音声の音響信号ＳGを生成す
る。他方、関連情報取得部２４は、案内音声に関連する画像（静止画または動画）を関連
情報Ｑとして取得する。したがって、指定文字列に対応する第１言語の案内音声の再生に
並行して端末装置１２では案内音声に関連する画像が表示される。
【００４６】
＜態様６＞
　図１５に例示される態様６において、情報管理システム１４の音響信号取得部２２は、
図１３（態様４）と同様の信号供給装置２００から案内音声の音響信号ＳGを取得する。
他方、関連情報取得部２４は、信号供給装置２００から供給される音響信号ＳGに対する
音声認識により、案内音声の発音内容を表現する文字列を関連情報Ｑとして生成する。音
響信号ＳGの音声認識には、例えばＨＭＭ等の音響モデルと言語的な制約を示す言語モデ
ルとを利用した認識技術等の公知の技術が任意に採用され得る。以上の説明から理解され
る通り、態様６では、前掲の態様１（図１０）と同様に、放音システム１６による案内音
声の再生に並行して端末装置１２では当該案内音声の発音内容の文字列が表示される。し
たがって、例えば難聴者が案内音声の内容を確認できるという利点がある。
【００４７】
＜態様７＞
　図１６に例示される態様７において、情報管理システム１４の音響信号取得部２２は、
態様６と同様に信号供給装置２００から第１言語の案内音声の音響信号ＳGを取得する。
他方、関連情報取得部２４は、態様６と同様に音響信号ＳGに対する音声認識で案内音声
の文字列を生成するとともに、当該文字列に対する機械翻訳により、案内音声を第２言語
で表現した変換文字列を関連情報Ｑとして生成する。機械翻訳には公知の技術が任意に採
用され得る。すなわち、態様７では、放音システム１６による第１言語の案内音声の再生
に並行して端末装置１２では案内音声を第２言語に翻訳した変換文字列が表示される。な
お、機械翻訳で生成された変換文字列に対する音声合成で第２言語の案内音声の音響信号
を関連情報Ｑとして生成することも可能である。また、音響信号ＳGの音声認識で生成さ
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れた第１言語の文字列を参照した管理者が、入力装置１４６を適宜に操作することで案内
音声の第２言語による翻訳文（すなわち管理者自身が翻訳した文字列）を指示する構成で
は、管理者が指示した第２言語の変換文字列を関連情報取得部２４が関連情報Ｑとして取
得する。図１６の態様７における機械翻訳で生成された第２言語の変換文字列を、管理者
が入力装置１４６に対する操作で編集（典型的には修正）した結果を関連情報Ｑとして関
連情報取得部２４が取得することも可能である。
【００４８】
＜態様８＞
　図１７に例示される態様８において、情報管理システム１４の関連情報取得部２４は、
音響信号ＳGに対する自動コンテンツ認識（ＡＣＲ：Automatic Content Recognition）に
より、音響信号ＳGに関連するコンテンツを関連情報Ｑとして取得する。自動コンテンツ
認識には種々の技術が任意に採用され得る。例えば、関連情報取得部２４は、音響信号Ｓ
Gの特徴量（例えばＭＦＣＣや基本周波数等）を解析し、事前に用意された複数のコンテ
ンツのうち音響信号ＳGの特徴量に整合するコンテンツを関連情報Ｑとして検索および取
得する。なお、図１７の自動コンテンツ認識には、音響信号ＳGの特徴量を解析および照
合するフィンガープリント技術や、音響信号ＳGの可聴帯域または非可聴帯域に情報を埋
込む音響透かし（Audio Watermark）技術を適用することが可能である。
【００４９】
　音声認識と自動コンテンツ認識とを選択的に実行して関連情報取得部２４が関連情報Ｑ
を取得することも可能である。例えば、音響信号ＳGが表す案内音声の種類に応じて音声
認識と自動コンテンツ認識との何れかが選択される。具体的には、関連情報取得部２４は
、音響信号ＳGの音響が人間の発声音（音声）である場合には、音響信号ＳGに対する音声
認識で関連情報Ｑを生成し、音響信号ＳGの音響が音楽（例えば歌唱音や楽器の演奏音）
である場合には、音響信号ＳGに対する自動コンテンツ認識で関連情報Ｑを取得する。音
声認識と自動コンテンツ認識とを併用することも可能である。例えば、音響信号ＳGに対
する音声認識の結果の文字列に対する自動コンテンツ認識で関連情報取得部２４が関連情
報Ｑを取得する構成や、自動コンテンツ認識で特定されたコンテンツに対する音声認識の
結果の文字列を関連情報取得部２４が関連情報Ｑとして取得する構成が想定される。
【００５０】
　態様６から態様８において、発音源（例えば発声者）から放射された案内音声を収音し
て音響信号ＳGを生成する収音装置や、収音装置が生成した音響信号ＳGを通信網１８から
受信する通信装置を信号供給装置２００として利用した構成では、発音源による案内音声
の発音と放音システム１６による当該案内音声の再生とに並行して実時間的に関連情報Ｑ
を端末装置１２に提供することが可能である。なお、態様６から態様８では信号供給装置
２００から音響信号ＳGが供給される場合を想定したが、各種の音声合成で生成された案
内音声の音響信号ＳGに対する音声認識で関連情報Ｑを生成することも可能である。
【００５１】
＜その他＞
　音響信号取得部２２が音響信号ＳGを取得する方法や、関連情報取得部２４が関連情報
Ｑを取得する方法は以上の例示に限定されない。例えば、関連情報取得部２４が第１言語
の指定文字列の機械翻訳で第２言語の変換文字列を関連情報Ｑとして生成し、機械翻訳で
生成された変換文字列に対する音声合成で音響信号取得部２２が第２言語の案内音声の音
響信号ＳGを生成することも可能である。
【００５２】
　以上の例示から理解される通り、音響信号取得部２２は、案内音声の音響信号ＳGを取
得する要素として包括され、音声合成等の音響処理で自身が音響信号ＳGを生成する要素
と、図１３の信号供給装置２００等の外部装置から音響信号ＳGを取得する要素との双方
を包含する。同様に、関連情報取得部２４は、案内音声に関連する関連情報Ｑを取得する
要素として包括され、機械翻訳等の情報処理で自身が関連情報Ｑを生成する要素と、案内
音声に関連する画像等の関連情報Ｑを外部装置から取得する要素との双方を包含する。
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【００５３】
＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態を説明する。以下に例示する各態様において作用や機能が第１実
施形態と同様である要素については、第１実施形態の説明で使用した符号を流用して各々
の詳細な説明を適宜に省略する。
【００５４】
　図１８は、第２実施形態における情報管理システム１４の信号処理部３２が音響信号Ｓ
を生成する処理の説明図である。図１８に例示される通り、音響信号取得部２２が取得し
た案内音声の音響信号ＳGには、時間軸上の位置が相違する複数の区間（以下「再生区間
」という）Ｔが設定される。具体的には、案内音声の内容（趣旨や対象）毎に音響信号Ｓ
Gが複数の再生区間Ｔ（Ｔ1，Ｔ2，……）に区分される。例えば、案内対象が相違する複
数のシーンで案内音声が構成される場合には、音響信号ＳGがシーン毎に各再生区間Ｔに
区分される。再生区間Ｔの始点または終点（相前後する再生区間Ｔの境界）は、典型的に
は、入力装置１４６に対する管理者からの操作に応じて指示されるが、例えば音響信号Ｓ
の無音区間を境界として複数の再生区間Ｔを画定することも可能である。なお、時間軸上
で相前後する各区間を任意の間隔で相互に離間させることも可能である。また、図１８で
は各再生区間Ｔの時間長を便宜的に同等としたが、各再生区間Ｔの時間長を相違させるこ
とも可能である。
【００５５】
　第２実施形態の識別情報設定部２６は、音響信号ＳGの再生区間Ｔ毎に相異なる識別情
報Ｄ（Ｄ1，Ｄ2，……）を設定する。信号処理部３２は、音響信号ＳGの再生区間Ｔ毎に
、識別情報設定部２６が設定した相異なる識別情報Ｄを付加する。すなわち、信号処理部
３２は、図１８に例示される通り、音響信号ＳGの複数の再生区間Ｔの各々に、識別情報
設定部２６が当該再生区間Ｔについて設定した識別情報Ｄの変調信号ＳDを反復的に付加
することで音響信号Ｓを生成する。すなわち、案内音声の任意の１個の再生区間Ｔのうち
複数の時点に、当該再生区間Ｔの識別情報Ｄの音響成分が反復的に混合される。信号処理
部３２が生成した音響信号Ｓは、第１実施形態と同様に放音システム１６に転送される。
【００５６】
　他方、第２実施形態の関連情報取得部２４は、音響信号ＳGの再生区間Ｔ毎に関連情報
Ｑを取得する。例えば、関連情報取得部２４は、案内音声の再生区間Ｔ毎に指定文字列を
区分して機械翻訳を実行することで、第２言語の変換文字列を示す関連情報Ｑを再生区間
Ｔ毎に生成する。対応管理部３４は、識別情報設定部２６が設定した識別情報Ｄと関連情
報取得部２４が取得した関連情報Ｑとを案内音声の再生区間Ｔ毎に相互に対応させる。す
なわち、対応管理部３４は、識別情報設定部２６が設定した各再生区間Ｔの識別情報Ｄと
、当該再生区間Ｔについて関連情報取得部２４が取得した関連情報Ｑとを、相互に対応さ
せて記憶装置１４４に格納する。
【００５７】
　放音システム１６の放音装置１６６は、第１実施形態と同様に、情報管理システム１４
から転送された音響信号Ｓに応じた音響を放音する。すなわち、音響信号ＳGに応じた案
内音声の再生に並行して、音響信号ＳGの再生区間Ｔ毎に相異なる識別情報Ｄの音響が反
復的に放音される。したがって、案内音声の再生地点が任意の再生区間Ｔから直後の再生
区間Ｔに遷移するたびに、端末装置１２に通知される識別情報Ｄが変更される。他方、端
末装置１２の情報抽出部５１は、案内音声の各再生区間Ｔの識別情報Ｄを順次に収音信号
Ｘから抽出する。そして、識別情報Ｄの抽出毎（再生区間Ｔ毎）に、識別情報Ｄを指定し
た情報要求Ｒの送信（送信部５４２）と、情報要求Ｒに応じた関連情報Ｑの受信（受信部
５４４）とが実行される。したがって、出力装置５８が出力する関連情報Ｑは、案内音声
の再生の進行とともに順次に変更される。具体的には、案内音声のうち任意の１個の再生
区間Ｔの開始（再生区間Ｔの遷移）を契機として、出力装置５８による出力内容（関連情
報Ｑ）が変更される。
【００５８】
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　第２実施形態においても第１実施形態と同様の効果が実現される。また、第２実施形態
では、案内音声を時間軸上で区分した複数の再生区間Ｔの各々について、識別情報Ｄの設
定や識別情報Ｄおよび関連情報Ｑの対応付けとが実行されるから、端末装置１２の利用者
に提示される関連情報Ｑを案内音声の再生の進行に連動して変化させることが可能である
。
【００５９】
＜第３実施形態＞
　図１９は、本発明の第３実施形態の動作の説明図である。図１９に例示される通り、第
３実施形態における情報管理システム１４の記憶装置１４４には、音響信号ＳGで表現さ
れる案内音声の識別情報Ｄ毎に複数（Ｎ個）の関連情報Ｑ（Ｑ1，Ｑ2，……）が記憶され
る。具体的には、第１言語の案内音声を第１言語以外の相異なる言語で表現した音声を表
すＮ個の関連情報Ｑが、当該案内音声の１個の識別情報Ｄに対応付けて記憶される。相異
なる言語のＮ個の関連情報Ｑを用意する方法は任意であるが、例えば、前掲の図１２に例
示した通り、第１言語の指定文字列に対する機械翻訳で相異なる言語で表現されたＮ個の
変換文字列を生成し、各変換文字列に対する音声合成で相異なるＮ種類の言語の案内音声
を表すＮ個の関連情報Ｑを生成することが可能である。
【００６０】
　他方、放音システム１６が放音した音響を収音した収音信号Ｘから情報抽出部５１が識
別情報Ｄを抽出すると、端末装置１２の送信部５４２は、識別情報Ｄと言語情報Ｌとを包
含する情報要求Ｒを情報管理システム１４に送信する（ＳB3）。言語情報Ｌは、端末装置
１２にて使用される言語を指定する情報である。言語情報Ｌを取得する方法は任意である
が、例えば、端末装置１２のＯＳ（Operating System）の言語設定を参照して送信部５４
２が言語情報Ｌを生成する構成や、端末装置１２の利用者が任意に指定した言語を示す言
語情報Ｌを生成する構成が採用され得る。
【００６１】
　情報管理システム１４の情報提供部３６は、端末装置１２から情報要求Ｒを受信すると
、情報要求Ｒで指定される識別情報Ｄに対応して記憶装置１６４に記憶されたＮ個の関連
情報Ｑのうち、情報要求Ｒで指定される言語情報Ｌが示す言語の関連情報Ｑを選択し（Ｓ
B4）、当該関連情報Ｑを要求元の端末装置１２に送信する（ＳB5）。端末装置１２の受信
部５４４は、情報管理システム１４から送信された関連情報Ｑを受信し（ＳB6）、出力装
置５８（放音装置１６６）は、関連情報Ｑが示す案内音声を放音する（ＳB7）。以上の説
明から理解される通り、第１言語の案内音声の再生に並行して、第１言語以外のＮ種類の
言語のうち言語情報Ｌで指定された１種類の言語の案内音声が端末装置１２の出力装置５
８から出力される。
【００６２】
　第３実施形態においても第１実施形態と同様の効果が実現される。また、第３実施形態
では、言語が相違するＮ個の関連情報Ｑの何れかが選択的に端末装置１２に提供されるか
ら、使用言語が相違する多様な利用者が理解可能な関連情報Ｑを提供できるという利点が
ある。なお、以上の説明では、各言語の音声を表す関連情報Ｑを例示したが、案内音声を
各言語で表現した文字列（変換文字列）を表す関連情報Ｑを利用する構成も採用され得る
。関連情報Ｑが文字列を表す構成では、端末装置１２の出力装置５８（表示装置）が当該
文字列を表示する。また、第２実施形態の構成を第３実施形態に適用することも可能であ
る。
【００６３】
＜変形例＞
　以上に例示した各態様は多様に変形され得る。具体的な変形の態様を以下に例示する。
以下の例示から任意に選択された２個以上の態様は、相互に矛盾しない範囲で適宜に併合
され得る。
【００６４】
（１）前述の各形態では、識別情報Ｄの音響の収音毎（利用者が各展示物に接近するたび
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）に端末装置１２が当該識別情報Ｄに対応する関連情報Ｑを順次に取得する構成を例示し
たが、展示施設Ｍ内の相異なる展示物に対応する複数の関連情報Ｑを対応管理部３４が１
個の識別情報Ｄに対応させ、放音システム１６の放音装置１６６から放音される識別情報
Ｄの音響を端末装置１２が収音した場合に、当該識別情報Ｄに対応する複数の関連情報Ｑ
を端末装置１２が一括的に情報提供部３６から取得することも可能である。例えば、特定
の展示施設Ｍ内に利用者が入館した時点や展示施設Ｍ内で最初に識別情報Ｄを取得した時
点で、当該展示施設Ｍの各展示物に関する複数の関連情報Ｑを端末装置１２が一括的に取
得する構成が採用され得る。
【００６５】
　なお、特許文献１や特許文献２の技術では、利用者が携帯する端末装置（特許文献１の
再生ユニットや特許文献２の携帯送受信手段）に事前に記憶された複数の情報が選択的に
再生される。したがって、情報を更新する必要が発生した場合に、個々の端末装置におい
て情報を個別に更新する必要があるという問題がある。本変形例の構成によれば、情報管
理システム１４の記憶装置１４４に保持された関連情報Ｑが端末装置１２に提供されるか
ら、記憶装置１４４に保持された関連情報Ｑを更新すれば、更新後の関連情報Ｑを各端末
装置１２に提供できる。すなわち、関連情報Ｑを端末装置１２毎に個別に更新する必要が
ないという利点がある。
【００６６】
（２）関連情報Ｑの内容は前述の各形態での例示に限定されない。例えば、前述の各形態
で関連情報Ｑとして例示した音響と画像と文字列とのうちの少なくとも２種類の組合せを
関連情報Ｑとして情報提供部３６から端末装置１２に提供することも可能である。また、
例えば、案内音声に関連する情報（例えば前述の各形態で例示した関連情報Ｑ）の所在を
示すリンク情報（例えばＵＲＬ）を関連情報Ｑとして情報提供部３６から端末装置１２に
提供する構成も採用され得る。
【００６７】
（３）第２実施形態では、図１８を参照して説明した通り、案内音声の相異なる再生区間
Ｔに対応する複数の識別情報Ｄ（Ｄ1，Ｄ2，Ｄ3，……）の各々を再生区間Ｔ内で複数回
にわたり反復的に端末装置１２に送信する構成を例示した。以上の構成では、例えば再生
区間Ｔ1の末尾に近い時点で送信された識別情報Ｄ1と、直後の再生区間Ｔ2の先頭に近い
時点で送信された識別情報Ｄ2とを端末装置１２が取得した場合に、識別情報Ｄ1に対応す
る関連情報Ｑの再生の途中で、識別情報Ｄ2に対応する関連情報Ｑを端末装置１２が受信
する可能性がある。以上の状況では、識別情報Ｄ1に対応する関連情報Ｑの再生を途中（
識別情報Ｄ2に対応する関連情報Ｑの受信まで）で中断したうえで識別情報Ｄ2の関連情報
Ｑの再生を開始する、という動作が好適である。なお、相異なる識別情報Ｄに対応する複
数の関連情報Ｑの間で端末装置１２による再生の期間が相互に重複しないように、各識別
情報Ｄを再生区間Ｔのうち先頭側の期間（例えば前半期間）のみで端末装置１２に送信す
ることも可能である。
【００６８】
　前述の例示のように、識別情報Ｄ1に対応する関連情報Ｑの再生の途中で識別情報Ｄ2の
関連情報Ｑを端末装置１２が受信した場合に、識別情報Ｄ1の関連情報Ｑの再生が完了し
てから識別情報Ｄ2の関連情報Ｑの再生を開始する構成も採用され得る。また、識別情報
Ｄ1に対応する関連情報Ｑの再生の途中で識別情報Ｄ2の関連情報Ｑを端末装置１２が受信
した場合に、利用者からの操作を契機として識別情報Ｄ2の関連情報Ｑの再生を開始（識
別情報Ｄ1の関連情報の再生を中断）することも可能である。例えば、識別情報Ｄ2に対応
する関連情報Ｑを受信した時点で「次へ」ボタンを表示し、利用者が当該ボタンを操作し
た場合に識別情報Ｄ2の関連情報Ｑの再生を開始する。
【００６９】
（４）関連情報Ｑの出力方法（例えば表示方法）は任意である。例えば画像（静止画や動
画）を撮像する撮像装置（図示略）を端末装置１２が具備する構成では、撮像装置が撮像
した画像と関連情報Ｑが示す画像（静止画，動画，文字列等）とを合成して出力装置５８



(16) JP 5871088 B1 2016.3.1

10

20

30

40

50

の表示装置に表示することも可能である。
【００７０】
　例えば、図２０に例示される通り、案内音声等の各種の再生対象音を放音する放音機能
を搭載したロボット３００が展示物として博物館等の展示施設Ｍで展示された状況を想定
する。情報管理システム１４の記憶装置１４４には、再生対象音の音響信号ＳGと識別情
報Ｄの変調信号ＳDとを含有する音響信号Ｓが記憶されるとともに、再生対象音の発音内
容を表現する文字列の関連情報Ｑが識別情報Ｄに対応して記憶される。端末装置１２の制
御装置５０は、図２０に例示される通り、撮像装置が撮像したロボット３００の画像（典
型的には動画像）Ｇと、情報管理システム１４から提供される関連情報Ｑの文字列とを出
力装置５８の表示装置に重ねて実時間的に表示（オーバーレイ表示）させる。
【００７１】
　関連情報Ｑのみが表示装置に表示される構成では、利用者は、表示装置による表示画像
（関連情報Ｑ）と現実の展示物であるロボット３００との間で視線を頻繁に移動させる必
要がある。他方、図２０を参照して説明した構成では、画像Ｇと関連情報Ｑとが単体の表
示画面に重ねて表示されるから、表示装置とロボット３００との間で視線を頻繁に移動さ
せる必要がないという利点がある。特に、再生対象音の文字列を画像Ｇとともに表示する
構成によれば、例えば難聴者が、ロボット３００の動作と再生対象音の内容との双方を容
易に確認できるという格別の効果が実現される。
【００７２】
（５）前述の各形態では、展示施設Ｍでの案内に情報提供システム１０を利用したが、情
報提供システム１０が利用される場面は以上の例示に限定されない。例えば、電車やバス
等の交通機関の音声案内に情報提供システム１０を利用することも可能である。具体的に
は、電車やバス等の車輌に放音システム１６が設置され、停車場（電車駅や停留所）を案
内する案内音声の音響信号ＳGに識別情報Ｄを付加した音響信号Ｓが情報管理システム１
４にて生成されたうえで放音システム１６に転送される。任意の停車場に車輌が接近する
と、当該停車場に対応する音響信号Ｓが放音システム１６の放音装置１６６に供給され、
停車場への到着等を案内する案内音声とともに識別情報Ｄが放音される。車輌内の端末装
置１２は、識別情報Ｄを含む情報要求Ｒに応じて情報管理システム１４から提供される関
連情報Ｑを出力装置５８から出力する。例えば、前述の各形態と同様に第１言語の案内音
声を第２言語に翻訳した音声のほか、例えば直後の停車場の付近の観光案内を示す音声ま
たは画像（静止画または動画）が関連情報Ｑとして用意され得る。
【００７３】
（６）前述の各形態では、再生対象音の音響信号ＳGおよび識別情報Ｄの変調信号ＳDを含
有する音響信号Ｓと、識別情報Ｄ毎の関連情報Ｑとを記憶装置１４４に記憶した構成（共
通の案内音声に対応する音響信号ＳGと関連情報Ｑとが識別情報Ｄを介して相互に対応付
けられた構成）を例示したが、音響信号ＳGと関連情報Ｑとを相互に対応させるための具
体的な方法は適宜に変更され得る。例えば、関連情報Ｑを提供すべき位置および時刻（ま
たは各々の範囲）を指定する補助情報を当該関連情報Ｑに対応付けて記憶装置１４４に記
憶させた構成を想定する。補助情報は、例えば、音響信号ＳGが再生される位置および時
刻を指定する。端末装置１２は、ＧＰＳ（Global Positioning System）等の位置検出手
段が検出した自装置の位置情報と現在時刻とを含む情報要求Ｒを情報管理システム１４に
送信する。情報管理システム１４の情報提供部３６は、記憶装置１４４に記憶された複数
の関連情報Ｑのうち、情報要求Ｒで指定された位置情報および現在時刻に近い位置および
時間に対応する関連情報Ｑを選択する（ＳB4）とともに当該関連情報Ｑを要求元の端末装
置１２に送信する（ＳB5）。以上の構成では、識別情報Ｄを利用せずに、前述の各形態と
同様に音響信号ＳGに対応する関連情報Ｑを端末装置１２に提供することが可能である。
【００７４】
（７）前述の各形態では、案内音声の音響信号ＳGと識別情報Ｄの変調信号ＳDとを含む音
響信号Ｓの音響を放音装置１６６から放音したが、案内音声の放音とともに端末装置１２
に識別情報Ｄを通知するための方法は以上の例示に限定されない。例えば、案内音声を収
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音した収音信号Ｘの特徴量（実質的には音響信号ＳGの特徴量）から識別情報Ｄを特定す
ることも可能である。具体的には、図２１に例示される通り、前述の各形態と同様の情報
提供システム１０に照合部１５が追加される。照合部１５は、例えば通信網１８を介して
端末装置１２と通信可能なサーバで実現される。放音システム１６の放音装置１６６から
放音される案内音声の音響信号ＳGの特徴量を表す認識情報Ｗ（Ｗ1，Ｗ2，……）と、当
該案内音声の識別情報Ｄ（Ｄ1，Ｄ2，……）とを対応させた検索テーブルＴBLを、照合部
１５は保持する。
【００７５】
　図２１の構成において、放音システム１６の放音装置１６６は、音響信号ＳGが表す案
内音声を放音するが、識別情報Ｄの音響成分は放音しない。端末装置１２の制御装置５０
は、収音装置５６が収音した案内音声の収音信号Ｘを所定の時間（例えば数秒）にわたり
記憶装置５２に記憶し、通信装置５４の送信部５４２は、当該収音信号Ｘを照合部１５に
送信する。すなわち、端末装置１２は、収音装置５６が収音した案内音声の識別情報Ｄを
照合部１５に照会する。
【００７６】
　照合部１５は、端末装置１２から通信網１８を介して受信した収音信号Ｘの特徴量を解
析し、当該特徴量に類似または合致する特徴量の認識情報Ｗを検索テーブルＴBLから検索
する。認識情報Ｗの検索の方法は任意であるが、例えば自動コンテンツ認識の技術が好適
に利用される。照合部１５は、検索された認識情報Ｗに対応する識別情報Ｄを検索テーブ
ルＴBLから取得して端末装置１２に送信する。すなわち、放音装置１６６から放音された
案内音声の識別情報Ｄが端末装置１２に通知される。照合部１５から通知された識別情報
Ｄに対応した関連情報Ｑを端末装置１２が情報管理システム１４から取得する動作は前述
の各形態と同様である。
【００７７】
　なお、以上の説明では、音響信号ＳGの特徴量を表す認識情報Ｗを例示したが、認識情
報Ｗの内容は適宜に変更される。例えば、音響信号ＳG自体（例えば波形データ）を認識
情報Ｗとして検索テーブルＴBLに登録することも可能である。照合部１５は、端末装置１
２から受信した収音信号Ｘに類似または合致する波形の認識情報Ｗを検索テーブルＴBLか
ら検索する。また、情報管理システム１４や端末装置１２に照合部１５を搭載することも
可能である。
【００７８】
　案内音声の放音に並行して音響通信で識別情報Ｄを端末装置１２に通知する前述の各形
態の構成では、識別情報Ｄを含む変調信号ＳDの周波数帯域（例えば１８ｋＨｚ以上かつ
２０ｋＨｚ以下）を再生可能な放音装置１６６が必要である。図２１の構成では、放音装
置１６６の再生可能帯域に関わらず端末装置１２に識別情報Ｄを通知できるという利点が
ある。したがって、例えば可聴帯域の高域側を再生できない既存の放音装置１６６を利用
する状況では図２１の構成が好適である。他方、識別情報Ｄを音響通信で端末装置１２に
通知する構成では、端末装置１２から照合部１５に収音信号Ｘを送信する必要がない（し
たがって通信量が削減される）という利点や、収音信号Ｘから識別情報Ｄを検索する照合
部１５が不要であるという利点がある。
【００７９】
（８）前述の各形態における情報管理システム１４は、単体の装置として実現されるほか
、相互に別体で構成された複数の装置（サーバ）としても実現され得る。例えば、前述の
各形態の情報管理システム１４を、識別情報設定部２６を含む第１サーバと、識別情報設
定部２６以外の各要素を含む第２サーバとに分散し、第１サーバと第２サーバとが例えば
通信網１８を介して相互に通信する構成も採用され得る。以上の説明から理解される通り
、本発明の情報提供システム１０は、単体の装置と複数の装置の集合体との双方を包含す
る。また、情報管理システム１４と放音システム１６とを含む情報提供システム１０の全
体を単体の装置として実現することも可能である。
【００８０】
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（９）前述の各形態では、展示施設Ｍの案内を目的とした案内音声の再生を例示したが、
放音システム１６の放音装置１６６が放音する音響の種類は案内音声に限定されない。例
えば、音楽等の各種の音響を再生する場合にも前述の各形態は採用され得る。以上の説明
から理解される通り、前述の各形態の音響信号ＳGは、再生対象となる音響（再生対象音
）を示す信号として包括的に表現される。
【００８１】
（１０）前述の各形態では、案内音声を表す音響信号ＳGと識別情報Ｄを含む変調信号ＳD
とを含有する音響信号Ｓに応じた音響を放音システム１６の放音装置１６６が放音する構
成を例示したが、案内音声（再生対象音）の再生は省略され得る。具体的には、情報管理
システム１４の信号処理部３２は、識別情報設定部２６が設定した識別情報Ｄを含む変調
信号ＳDを音響信号Ｓ（音響ファイル）として放音システム１６に転送する。放音システ
ム１６は、音響信号Ｓを放音装置１６６に供給することで識別情報Ｄの音響を放音する。
端末装置１２は、放音システム１６が放音した音響の収音で収音装置５６が生成した収音
信号Ｘから識別情報Ｄを抽出し、当該識別情報Ｄに対応する関連情報Ｑを情報管理システ
ム１４の情報提供部３６から受信する。以上の説明から理解される通り、収音装置５６は
、識別情報Ｄを含む変調信号ＳDを含有する音響信号Ｓに応じて放音された音響を収音し
て収音信号Ｘを生成する要素として包括的に表現され、音響信号Ｓにおける案内音声の音
響信号ＳGの有無は不問である。
【００８２】
（１１）案内音声の音響信号ＳGや関連情報Ｑを生成する方法は、前述の各形態で例示し
た方法（図３，図１０－図１６）に限定されない。
【符号の説明】
【００８３】
１００……通信システム、１０……情報提供システム、１２……端末装置、１４……情報
管理システム、１４２……制御装置、１４４……記憶装置、１４６……入力装置、１６…
…放音システム、１６２……制御装置、１６４……記憶装置、１６６……放音装置、１８
……通信網、２２……音響信号取得部、２４……関連情報取得部、２６……識別情報設定
部、３２……信号処理部、３２２……変調処理部、３２４……混合処理部、３４……対応
管理部、３６……情報提供部、５０……制御装置、５１……情報抽出部、５２……記憶装
置、５４……通信装置、５４２……送信部、５４４……受信部、５６……収音装置、５８
……出力装置、２００……信号供給装置。
【要約】
【課題】無線通信の専用の通信機器を必要とせずに多様な情報を利用者に提供する。
【解決手段】端末装置１２は、案内音声を表す音響信号と当該案内音声の識別情報Ｄを含
む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音された音響を収音して収音信号Ｘを生成す
る収音装置５６と、収音装置５６が生成した収音信号Ｘから識別情報Ｄを抽出する情報抽
出部５１と、情報抽出部５１が抽出した識別情報Ｄを含む情報要求Ｒを送信する送信部５
４２と、相異なる識別情報Ｄに対応する複数の関連情報Ｑのうち情報要求Ｒの識別情報Ｄ
に対応する関連情報Ｑを受信する受信部５４４と、受信部５４４が受信した関連情報Ｑを
出力する出力装置５８とを具備する。
【選択図】図８
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