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音声認識技術を活用した地域情報提示システムの提案 
 

堀良彰†1	 牛島清豪†2 
 

概要：日々の生活に必要な地域情報は、未だデジタル化されていないものも多く、回覧板など紙媒体経由で流通する

ものも多い。デジタル化している情報も、自治体のウェブサイトをはじめ各種メールサービスや、様々な地域情報サ
ービスが散在するが、配信方法やデータフォーマットが統一されておらず、閲覧のための共通インターフェースも整

備されていない。このため、インターネットサービスが大きく進歩した現在においても、生活に直結する身近な情報

を得るには、その情報に到達するまでに一手間も二手間もかかるのが現状である。そこで、本研究では、これらの課
題解決につながる地域情報に関するデータ群を収集整理、活用のためのインターフェース共通化を図り、地域情報へ

のアクセスフレームワークの構築を試みる。校区等の地域単位で実施される活動情報や自治体が公表する地域にかか

る情報を収集・蓄積し、音声入力での問いに対し適切な情報を提示するシステムを提案する。 
 

 

 

Proposal of Local Information Retrieval System by using Speech 
recognition interface 
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Abstract: Some of local information necessary for everyday life is not digitized yet, and they are distributed via paper media such 
as circulation boards in local area. Some of digitized information are currently provided by a local government from its website 
and various e-mail services, however distribution methods and data formats are not organized well and a common interface for 
browsing is not enough. For this reason, even now that the Internet service has greatly advanced, in order to obtain local information 
directly related to daily life, it requires several steps by hand work for information retrieval.. Therefore, we will attempt to build 
an access framework for regional local information for collecting, organizing, and utilizing data on regional information to solving 
these problems. We propose an information retrieval system that collects and accumulates activity information implemented in 
regional units such as school districts and information related to the areas publicly announced by local governments and presents 
appropriate information to questions by a speech interface. 
 
 

 
 

1. はじめに 

	 日々の生活に必要な地域情報は、未だデジタル化されて

いないものも多く、回覧板など紙媒体経由で流通するもの

も多い。デジタル化している情報も、自治体のウェブサイ

トをはじめ各種メールサービスや、様々な地域情報サービ

スが散在するが、配信方法やデータフォーマットが統一さ

れておらず、閲覧のための共通インターフェースも整備さ

れていない。このため、インターネットサービスが大きく

進歩した現在においても、生活に直結する身近な情報を得

るには、その情報に到達するまでに一手間も二手間もかか

るのが現状である。 

	 昨今、iPhoneに実装された Siriや、Googleの音声検索な

ど、“検索”の入口のハードルを下げるインターフェースが

サービスとして市場に投入されている。日本において、2017

年に各社から投入されるスマートスピーカもこのひとつで

ある。ただ、これらのサービスは地域情報検索では、まだ
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実用にはほど遠い。「OK! Google、今日は何のゴミを出せば

いい？」と尋ねると、Googleは佐賀市のゴミカレンダーの

検索結果をレコメンドするところまではできるが、そのエ

リアでの収集が燃えるゴミなのか、資源物ゴミなのかまで

は明確に答えてくれない。また、その地域に残る伝承芸能

について尋ねると、市の教育委員会のページをレコメンド

してくれても、今年は何月何日にどこで開催されるかは教

えてくれないし、祭りに関するその地域にだけ残る慣習や

言い伝えまでもは教えてくれない。 

	 これは、既存のインターネット上の情報整理のメッシュ

が、我々の生活圏域よりも広いメッシュで整理されている

ことと、そもそも細かなメッシュに対応する地域情報が不

足しているから起こるマッチングの不正確さであり、今後、

ICTや IoTの地域実装を進める場合、大きな課題となる。 

	 一方で、2017 年には官民データ推進基本法が整備され、

自治体のオープンデータを始め、様々な公共性の高いデー

タが機械可読で再利用可能な形で整備されつつある。これ
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らのデータを活用し、地域課題や日常生活の課題を解決す

ることが求められる。 

本研究では、これらの課題解決につながるデータ群を収

集整理、活用のためのインターフェース共通化を図り、地

域情報へのアクセスフレームワークを構築する。 

2. 研究の位置づけ 

2017年、ペンシルベニア州立大学の John M Carrollらの

文献、The Internet of Places at Comunity-Scale [1]では、IoPを

「幅広い人間のデータをコンピュータで活用し、それらの

データが参照する場所と統合することによって、個人や団

体の人間の経験（意思決定、活動、意図、価値観）に関す

る意識、関与、相互作用を支援することを目指している」

と定義している。本稿の著者の一人である牛島は、佐賀市

における学校区ごとの市民発信型のハイパーローカルメデ

ィア「つながるさがし」[2] の構築と運用を通じて、常に、

位置情報や時間、曜日、そのシチュエーションを形成する

様々な要素によって必要な情報が変わることを認識してお

り、John M Carroll らの IoPとも同じ発想を共有している。

本研究では、それらの知見を前提にシステムを提案する。 

本研究において活用する要素技術の一つ一つは、既に多

くの研究者が研究を進めており、すでに実用化されている

ものもある。しかしながら、地域コミュニティ、及び日常

生活で活用することを前提に、これらの要素技術を組み合

わせサービス化すること、そこに合わせたこれまでのイン

ターネット上にはなかったメッシュでの情報整理とメタ情

報の付加技術を実現する。 

 

3. システム設計 

本システムは、3 つのサブシステムから構成される。全

体構成を図１に示す。各サブシステムは、データアーカイ

バと情報提供機能、ウェブインターフェース、音声入力シ

ステムである。各機能の詳細を述べる。 

3.1 データアーカイバと情報提供機能 

データアーカイバと情報提供機能は、オープンデータと

して提供されるものをはじめ、様々なウェブサイト等に分

散する地域情報をウェブクローリングにより収集し、共通

フォーマットのもと蓄積整理する。他のシステムからの問

いかけに対して、情報を提供する機能および日時や位置の

条件に応じて、蓄積している情報のうち適当なものをプッ

シュ提供する機能も備える。 

3.2 ウェブインターフェース  
ウェブインターフェースは、問い合わせに応じて、3.1節

で述べたデータアーカイバと情報提供機能により提供され

る地域情報や同機能よりプッシュ提供された情報を提示す

る。地域住民の情報ニーズに応じた情報提示のため、家庭

用テレビを閲覧デバイスとして活用することを想定してい

る。 

3.3 音声入力システム 

音声入力システムは、利用者からの音声での問いかけに

対し、それを解析し適当な問い合わせに変換した後、3.1節

で述べたデータアーカイバと情報提供機能に問い合わせを

発する。 

4. 実装に向けて 

4.1 本システムを実現するためのハードウェアとソフトウ

ェア 

3 節で述べた本システムの実装にあたっては、音声入力

および家庭用 TV への画面出力からなるユーザインタフェ

ース部分を Raspberry Pi 3 を用いて実現する。音声入力部

分は、Amazon Alexa システムを、音声解析部分は Alexa 

Skills Kit を用い最新のフレームワークを有効に利用する。 

データアーカイバと情報提供機能およびウェブインタ

フェース部分は、オープンソースソフトウェアを活用し、

クラウド上に実現する。 

4.2 実装評価に向けて 

	 本システムのアーキテクチャは、一般的な地域情報提示

システムを目指しているが、まずは、佐賀市および関連の

地域情報を対象にシステムを実装し、その評価を行う計画

である。地域情報として、佐賀市が運用するウェブサイト、

佐賀県、佐賀市が公開するオープンデータ、Code for Saga 

で作成したオープンデータアプリケーション（ゴミカレン

ダーアプリ）などをクロールの対象とする。 

5. おわりに 

	 本稿では、既存のウェブ検索システムでは容易に得られ

ない校区等の住民生活域メッシュ単位を意識した地域情報

の収集蓄積および音声インターフェースによる問い合わせ

に応えての情報提示を行うシステムを考案した。現在試験

実装およびその評価を継続中である。 
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図 1	 システム構成図 

Figure 1	 System Diagram 

 


