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　　♪♪♪♪私私私私ののののバスガイドバスガイドバスガイドバスガイドさんさんさんさん♪♪♪♪　　
-さぽーと☆でいりぃ・ばすらいふ。-

　　　　あなたはあなたはあなたはあなたはバスバスバスバスにににに乗乗乗乗るときにるときにるときにるときに以下以下以下以下のようなのようなのようなのような体験体験体験体験をしたことはありませんかをしたことはありませんかをしたことはありませんかをしたことはありませんか？？？？

� 運転手がバス停にいる自分に気気気気づいてくれないづいてくれないづいてくれないづいてくれない

　　　　　　→乗りたいバスがバス停を通通通通りりりり過過過過ぎてしまうぎてしまうぎてしまうぎてしまう

� バスの乗場が多い、または多数のバスがバス停に入ってきた

　　　　　　→どのバスに乗ればいいのかがわからない

　　　　　　→行行行行きききき先先先先のののの違違違違ううううバスバスバスバスに乗ってしまった

　またおまたおまたおまたお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの方方方方にはにはにはには

� バスの車内アナウンスが聞聞聞聞こえないこえないこえないこえない

　　　 →乗り過ごしてしまう

なども大きな問題です

　　　　またまたまたまた視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者のののの団体団体団体団体のののの方方方方からはからはからはからは

� 点字ブロックがない場所に乗りたいバスが来た

　　　　　　→どこにバスが来たのかわからない

　　　　　　→違うバスに乗ってしまう、もしくは乗り遅れる　　

という問題問題問題問題のののの改善改善改善改善をををを「「「「強強強強くくくく」」」」求求求求められていますめられていますめられていますめられています

課題部門

登録番号:10008

　　-はじめに　その①-　　
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-はじめに　その②-

既存既存既存既存ののののバスナビゲーションシステムバスナビゲーションシステムバスナビゲーションシステムバスナビゲーションシステムではではではでは…

� 配信しているのは不特定多数不特定多数不特定多数不特定多数のののの人人人人にににに共用共用共用共用されるされるされるされる情報情報情報情報なので、利用者はた

くさんの情報から必要な情報を選択選択選択選択しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない

　 　　　→障害者やお年寄りの方々には操作操作操作操作がががが難難難難しいしいしいしい操作操作操作操作がががが難難難難しいしいしいしい

� パソコン、携帯電話を利用するので、特に視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者にはにはにはには向向向向かないかないかないかない視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者にはにはにはには向向向向かないかないかないかない

これでは前述のような問題の解決は難しいと考えられます

そこでそこでそこでそこで必要必要必要必要となるのはとなるのはとなるのはとなるのは…

� 利用者別に必要必要必要必要なななな情報情報情報情報だけをだけをだけをだけを配信配信配信配信するするするする

� 運転手に、どこから乗るか、どこで降りたいかという個人情報個人情報個人情報個人情報をををを伝伝伝伝えるえるえるえる

� 操作の容易な携帯専用端末を開発する

これらの機能を実現するのが私達の提案する「「「「♪♪♪♪私私私私ののののバスガイドバスガイドバスガイドバスガイドさんさんさんさん♪♪♪♪」」」」です

　今回はメインの対象対象対象対象ユーザユーザユーザユーザをををを視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者とととと高齢者高齢者高齢者高齢者として、専用端末の開発を

主に行います
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システムの概要
� 利用者利用者利用者利用者ははははバスガイドバスガイドバスガイドバスガイド専用端末専用端末専用端末専用端末をををを使使使使うううう

� 行き先を入力することによって個別個別個別個別のののの情報情報情報情報を得ることができる

� 音声入力音声入力音声入力音声入力を採用するので操作操作操作操作はははは容易容易容易容易である

� バスバスバスバス停停停停ごとにごとにごとにごとに無線通信無線通信無線通信無線通信のののの中継局中継局中継局中継局、、、、バスバスバスバス内内内内ににににサーバサーバサーバサーバをををを設置設置設置設置するするするする

� バスガイド専用端末と基地局との通信を行う

� バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局をををを設置設置設置設置

� バス運行データベースを設置

� 端末から送られた入力音声の音声認識処理を行う
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バスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバ　　　　バスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバ　　　　 バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局

　　　　　　　　バスガイドバスガイドバスガイドバスガイド　　　　　　　　　　　　バスガイドバスガイドバスガイドバスガイド　　　　
　　　　　　　　専用端末専用端末専用端末専用端末　　　　　　　　専用端末専用端末専用端末専用端末利用者利用者利用者利用者利用者利用者利用者利用者

システム構成図
音声入力音声入力音声入力音声入力音声入力音声入力音声入力音声入力

キーキーキーキー操作操作操作操作キーキーキーキー操作操作操作操作

入力入力入力入力データデータデータデータ入力入力入力入力データデータデータデータ

（（（（音声音声音声音声・・・・文字文字文字文字（（（（音声音声音声音声・・・・文字文字文字文字
データデータデータデータ））））データデータデータデータ））））

バスバスバスバス運行情報運行情報運行情報運行情報バスバスバスバス運行情報運行情報運行情報運行情報
無線無線無線無線無線無線無線無線LANLAN

（（（（（（（（バスバスバスバス内内内内））））バスバスバスバス内内内内））））

無線無線無線無線無線無線無線無線LANLAN

（（（（（（（（屋外屋外屋外屋外））））屋外屋外屋外屋外））））

利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報

無線通信無線通信無線通信無線通信無線通信無線通信無線通信無線通信

（（（（（（（（既存既存既存既存））））既存既存既存既存））））

現在地現在地現在地現在地のののの要求要求要求要求現在地現在地現在地現在地のののの要求要求要求要求
有線有線有線有線またはまたはまたはまたは有線有線有線有線またはまたはまたはまたは

無線通信無線通信無線通信無線通信無線通信無線通信無線通信無線通信

音声認識音声認識音声認識音声認識音声認識音声認識音声認識音声認識

　　　　バスバスバスバス運行運行運行運行　　　　　　　　バスバスバスバス運行運行運行運行　　　　
データベースデータベースデータベースデータベースデータベースデータベースデータベースデータベース
へのへのへのへの参照参照参照参照へのへのへのへの参照参照参照参照

音声出力音声出力音声出力音声出力音声出力音声出力音声出力音声出力

画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示

バスバスバスバス運行情報運行情報運行情報運行情報バスバスバスバス運行情報運行情報運行情報運行情報
確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報

バスバスバスバス運行情報運行情報運行情報運行情報　　　　バスバスバスバス運行情報運行情報運行情報運行情報　　　　

確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報

バスバスバスバス運行情報運行情報運行情報運行情報　　　　バスバスバスバス運行情報運行情報運行情報運行情報　　　　

確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報確認情報
バスバスバスバス停停停停バスバスバスバス停停停停

（（（（中継局中継局中継局中継局））））（（（（中継局中継局中継局中継局））））

入力入力入力入力データデータデータデータ入力入力入力入力データデータデータデータ

（（（（音声音声音声音声・・・・文字文字文字文字データデータデータデータ））））（（（（音声音声音声音声・・・・文字文字文字文字データデータデータデータ））））

運転手運転手運転手運転手運転手運転手運転手運転手
画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示

ボタンボタンボタンボタン操作操作操作操作ボタンボタンボタンボタン操作操作操作操作
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利用者利用者利用者利用者利用者利用者利用者利用者 バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局 バスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーババスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバ

　　　　目的地目的地目的地目的地ののののバスバスバスバス停停停停　　　　　　　　目的地目的地目的地目的地ののののバスバスバスバス停停停停　　　　
をををを入力入力入力入力をををを入力入力入力入力

（（（（音声音声音声音声・・・・文字文字文字文字データデータデータデータ））））（（（（音声音声音声音声・・・・文字文字文字文字データデータデータデータ））））

・・・・音声認識音声認識音声認識音声認識・・・・音声認識音声認識音声認識音声認識

・・・・該当該当該当該当バスバスバスバスのののの割割割割りりりり出出出出しししし・・・・該当該当該当該当バスバスバスバスのののの割割割割りりりり出出出出しししし

・・・・予約情報予約情報予約情報予約情報をををを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・予約情報予約情報予約情報予約情報をををを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　データベースデータベースデータベースデータベースにににに保存保存保存保存　　　　データベースデータベースデータベースデータベースにににに保存保存保存保存

運転手運転手運転手運転手はははは定員定員定員定員オーバーオーバーオーバーオーバー運転手運転手運転手運転手はははは定員定員定員定員オーバーオーバーオーバーオーバー

などのなどのなどのなどの状況状況状況状況をををを判断判断判断判断しししし返信返信返信返信などのなどのなどのなどの状況状況状況状況をををを判断判断判断判断しししし返信返信返信返信

１１１１１１１１..　　　　バスバスバスバス予約予約予約予約　　　　バスバスバスバス予約予約予約予約→→→→乗車待乗車待乗車待乗車待ちちちち→→→→乗車乗車乗車乗車→→→→目的地到着目的地到着目的地到着目的地到着→→→→乗車待乗車待乗車待乗車待ちちちち→→→→乗車乗車乗車乗車→→→→目的地到着目的地到着目的地到着目的地到着

文字文字文字文字データデータデータデータ文字文字文字文字データデータデータデータ

予約結果予約結果予約結果予約結果のののの出力出力出力出力予約結果予約結果予約結果予約結果のののの出力出力出力出力

「「「「予約予約予約予約されましたされましたされましたされました」　」　」　」　「「「「予約予約予約予約されましたされましたされましたされました」　」　」　」　
　　　　　　　　　　　　　　　　またはまたはまたはまたは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　またはまたはまたはまたは　　　　　　　　　　　　　　　　

「「「「定員定員定員定員オーバーオーバーオーバーオーバーですですですです」」」」「「「「定員定員定員定員オーバーオーバーオーバーオーバーですですですです」」」」

　　　　　　　　　　　　運転手運転手運転手運転手にににに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運転手運転手運転手運転手にににに　　　　　　　　　　　　　　　　
利用者情報通知利用者情報通知利用者情報通知利用者情報通知利用者情報通知利用者情報通知利用者情報通知利用者情報通知

音声音声音声音声・・・・文字文字文字文字音声音声音声音声・・・・文字文字文字文字

データデータデータデータデータデータデータデータ

バスバスバスバス停停停停バスバスバスバス停停停停

中継中継中継中継中継中継中継中継

利用者利用者利用者利用者へへへへ返信返信返信返信利用者利用者利用者利用者へへへへ返信返信返信返信

【【【【キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル】】】】ボタンボタンボタンボタン【【【【キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル】】】】ボタンボタンボタンボタン
をををを押押押押すすすすをををを押押押押すすすす

データベースデータベースデータベースデータベースよりよりよりよりデータベースデータベースデータベースデータベースよりよりよりより

利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報をををを削除削除削除削除利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報をををを削除削除削除削除

予約予約予約予約ののののキャンセルキャンセルキャンセルキャンセル予約予約予約予約ののののキャンセルキャンセルキャンセルキャンセル
をををを通知通知通知通知をををを通知通知通知通知

「「「「予約予約予約予約がががが削除削除削除削除されされされされ「「「「予約予約予約予約がががが削除削除削除削除されされされされ
ましたましたましたました」」」」ましたましたましたました」」」」

中継中継中継中継中継中継中継中継

１１１１．．．．２２２２予約予約予約予約をををを取取取取りりりり消消消消したいしたいしたいしたい１１１１．．．．２２２２予約予約予約予約をををを取取取取りりりり消消消消したいしたいしたいしたい

１１１１．．．．１１１１予約予約予約予約をしたいをしたいをしたいをしたい１１１１．．．．１１１１予約予約予約予約をしたいをしたいをしたいをしたい
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　【　【　【　【いまどこいまどこいまどこいまどこ？】　？】　？】　？】　　【　【　【　【いまどこいまどこいまどこいまどこ？】　？】　？】　？】　

ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すすすすボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すすすす
データベースデータベースデータベースデータベースよりよりよりよりデータベースデータベースデータベースデータベースよりよりよりより

情報情報情報情報をををを返信返信返信返信情報情報情報情報をををを返信返信返信返信

バスバスバスバス停通過停通過停通過停通過ごとにごとにごとにごとにバスバスバスバス停通過停通過停通過停通過ごとにごとにごとにごとに
現在地情報現在地情報現在地情報現在地情報をををを送信送信送信送信現在地情報現在地情報現在地情報現在地情報をををを送信送信送信送信

現在地情報現在地情報現在地情報現在地情報をををを保存保存保存保存現在地情報現在地情報現在地情報現在地情報をををを保存保存保存保存

２２２２２２２２..１１１１バスバスバスバス位置位置位置位置をををを知知知知りたいりたいりたいりたい１１１１バスバスバスバス位置位置位置位置をををを知知知知りたいりたいりたいりたい

利用時の操作方法②

２２２２２２２２..　　　　　　　　バスバスバスバス予約予約予約予約→→→→バスバスバスバス予約予約予約予約→→→→乗車待乗車待乗車待乗車待ちちちち乗車待乗車待乗車待乗車待ちちちち→→→→乗車乗車乗車乗車→→→→目的地到着目的地到着目的地到着目的地到着→→→→乗車乗車乗車乗車→→→→目的地到着目的地到着目的地到着目的地到着

利用者利用者利用者利用者利用者利用者利用者利用者 バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局 バスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーババスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーババスバスバスバス停停停停バスバスバスバス停停停停

運行情報運行情報運行情報運行情報のののの出力出力出力出力運行情報運行情報運行情報運行情報のののの出力出力出力出力

「「「「あとあとあとあと○○○○停留所停留所停留所停留所・・・・　　　　「「「「あとあとあとあと○○○○停留所停留所停留所停留所・・・・　　　　

約約約約○○○○分分分分ですですですです」」」」約約約約○○○○分分分分ですですですです」」」」

中継中継中継中継中継中継中継中継

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通知通知通知通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通知通知通知通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「「「「もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐバスバスバスバス来来来来ますよますよますよますよ」」」」「「「「もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐバスバスバスバス来来来来ますよますよますよますよ」」」」

　　　　バスバスバスバスががががユーザユーザユーザユーザのののの待待待待つつつつ　　　　　　　　　　　　バスバスバスバスががががユーザユーザユーザユーザのののの待待待待つつつつ　　　　　　　　

１１１１つつつつ前前前前のののの停留所停留所停留所停留所をををを過過過過ぎたぎたぎたぎた時時時時１１１１つつつつ前前前前のののの停留所停留所停留所停留所をををを過過過過ぎたぎたぎたぎた時時時時

とととととととと

バスバスバスバス到着約到着約到着約到着約２２２２分前分前分前分前にににに通知通知通知通知バスバスバスバス到着約到着約到着約到着約２２２２分前分前分前分前にににに通知通知通知通知

バスバスバスバス停通過停通過停通過停通過ごとにごとにごとにごとにバスバスバスバス停通過停通過停通過停通過ごとにごとにごとにごとに

現在地情報現在地情報現在地情報現在地情報をををを送信送信送信送信現在地情報現在地情報現在地情報現在地情報をををを送信送信送信送信

中継中継中継中継中継中継中継中継

２２２２２２２２..２２２２バスバスバスバスがががが近近近近づくとづくとづくとづくと・・・・・・・・・・・・２２２２バスバスバスバスがががが近近近近づくとづくとづくとづくと・・・・・・・・・・・・
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通知通知通知通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通知通知通知通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「「「「バスバスバスバスがががが到着到着到着到着しましたしましたしましたしました」」」」「「「「バスバスバスバスがががが到着到着到着到着しましたしましたしましたしました」」」」

バスバスバスバスががががユーザユーザユーザユーザのののの　　　　バスバスバスバスががががユーザユーザユーザユーザのののの　　　　

待待待待つつつつバスバスバスバス停停停停にににに到着到着到着到着待待待待つつつつバスバスバスバス停停停停にににに到着到着到着到着

利用時の操作方法③

利用者利用者利用者利用者ががががバスバスバスバス内内内内利用者利用者利用者利用者ががががバスバスバスバス内内内内LANLANのののののののの

範囲外範囲外範囲外範囲外にににに出出出出たたたた範囲外範囲外範囲外範囲外にににに出出出出たたたた

（（（（通信通信通信通信がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった））））（（（（通信通信通信通信がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった））））

【【【【いまどこいまどこいまどこいまどこ？？？？【【【【いまどこいまどこいまどこいまどこ？？？？ 】】】】】】】】

ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すすすすボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すすすす

データベースデータベースデータベースデータベースよりよりよりより　　　　データベースデータベースデータベースデータベースよりよりよりより　　　　

情報情報情報情報をををを返信返信返信返信情報情報情報情報をををを返信返信返信返信

３３３３３３３３..　　　　　　　　バスバスバスバス予約予約予約予約→→→→乗車待乗車待乗車待乗車待ちちちち→→→→バスバスバスバス予約予約予約予約→→→→乗車待乗車待乗車待乗車待ちちちち→→→→乗車乗車乗車乗車乗車乗車乗車乗車→→→→→→→→目的地到着目的地到着目的地到着目的地到着目的地到着目的地到着目的地到着目的地到着

利用者利用者利用者利用者利用者利用者利用者利用者 バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局 バスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーババスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーババスバスバスバス停停停停バスバスバスバス停停停停

運行情報運行情報運行情報運行情報のののの出力出力出力出力運行情報運行情報運行情報運行情報のののの出力出力出力出力

「「「「あとあとあとあと○○○○停留所停留所停留所停留所」　　」　　」　　」　　「「「「あとあとあとあと○○○○停留所停留所停留所停留所」　　」　　」　　」　　
　　　　　　　　　　　　またはまたはまたはまたは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　またはまたはまたはまたは　　　　　　　　　　　　　　　　
「「「「到着到着到着到着しましたしましたしましたしました」」」」「「「「到着到着到着到着しましたしましたしましたしました」」」」

中継中継中継中継中継中継中継中継

３３３３３３３３..３３３３降車後降車後降車後降車後３３３３降車後降車後降車後降車後

３３３３３３３３..２２２２目的地目的地目的地目的地まであとどれくらいまであとどれくらいまであとどれくらいまであとどれくらい？？？？２２２２目的地目的地目的地目的地まであとどれくらいまであとどれくらいまであとどれくらいまであとどれくらい？？？？

データベースデータベースデータベースデータベースよりよりよりより　　　　データベースデータベースデータベースデータベースよりよりよりより　　　　

利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報をををを削除削除削除削除利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報をををを削除削除削除削除

端末端末端末端末ととととバスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバのののの直接通信直接通信直接通信直接通信端末端末端末端末ととととバスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバのののの直接通信直接通信直接通信直接通信

端末端末端末端末ととととバスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバのののの直接通信直接通信直接通信直接通信端末端末端末端末ととととバスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバのののの直接通信直接通信直接通信直接通信

端末端末端末端末ととととバスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバのののの直接通信直接通信直接通信直接通信端末端末端末端末ととととバスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバのののの直接通信直接通信直接通信直接通信

３３３３３３３３. . １１１１バスバスバスバス到着到着到着到着→→→→乗車乗車乗車乗車１１１１バスバスバスバス到着到着到着到着→→→→乗車乗車乗車乗車

目的地目的地目的地目的地バスバスバスバス停停停停目的地目的地目的地目的地バスバスバスバス停停停停
１１１１つつつつ前前前前１１１１つつつつ前前前前 またはまたはまたはまたはまたはまたはまたはまたは

到着到着到着到着到着到着到着到着
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音声録音部

ユーザ要求
処理部

出力部

運転手入力
処理部

運転手入力
要求部

音声認識部

音声合成部

システム構成の詳細

端末画面

マイク

スピーカー

【いまどこ？ 】

ボタン

【音声入力】
ボタン

バスガイドバスガイドバスガイドバスガイド専用端末専用端末専用端末専用端末 バスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバ

【了解】ボタン

【取消】ボタン

バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局

　 簡易　

表示画面

利用者利用者利用者利用者

テキスト・音声

受信部

バスバスバスバス運転手運転手運転手運転手

　バス運行　
データベース
処理部

【キャンセル 】

ボタン
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バスガイド専用端末の仕様
�無線通信機能
基地局、サーバと通信することが可能

　（通信手段は無線LANを想定しているが、電波法の
関係により他の手段も検討中）

�簡単操作
�操作ボタンの設置
機能ごとに専用ボタンを設ける。例えば

【音声入力】ボタン、【いまどこ？ 】ボタンがある

�音声入力による操作
ユーザの音声を録音し、サーバへ送信

する。音声による操作なので、どんな人にも

使いやすい

�音声と文字で出力
音声による出力と、文字による出力で、

どんな人にも使いやすい

バスガイド専用端末
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� 【了解】／【取消】ボタンの設置

� 運転手と確実なコミュニケーションがとれる

� ボタンを1回押すだけの簡単操作で運転の妨げにならない

�無線通信サーバとして利用
� ユーザがバスに乗っている際は、
このサーバを通してバス管理基地局と通信を行う

バス管理基地局の仕様
�音声認識機能

� バスガイド専用端末で録音された音声を認識し、
文字データへ変換する

�音声合成機能
� バスガイド専用端末で再生する音声を合成する

�バス運行データベースの設置
� ユーザの乗るべきバスの検索ができる

� バスの現在地から到着予定時刻を算出できる

バス内サーバ

バス管理基地局
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独創的な部分
��既存既存既存既存ののののシステムシステムシステムシステムのようにのようにのようにのように、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上でででで公開公開公開公開されるされるされるされる共用情報共用情報共用情報共用情報をををを既存既存既存既存ののののシステムシステムシステムシステムのようにのようにのようにのように、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上でででで公開公開公開公開されるされるされるされる共用情報共用情報共用情報共用情報をををを
　　　　提供提供提供提供するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、個人個人個人個人にににに応応応応じたじたじたじた　　　　提供提供提供提供するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、個人個人個人個人にににに応応応応じたじたじたじた個別個別個別個別のののの情報情報情報情報個別個別個別個別のののの情報情報情報情報をををを提供提供提供提供するするするするをををを提供提供提供提供するするするする

��運転手運転手運転手運転手にににに自分自分自分自分がどのがどのがどのがどのバスバスバスバス停停停停からからからから乗車乗車乗車乗車するかするかするかするか運転手運転手運転手運転手にににに自分自分自分自分がどのがどのがどのがどのバスバスバスバス停停停停からからからから乗車乗車乗車乗車するかするかするかするか通知通知通知通知（（（（予約予約予約予約））））通知通知通知通知（（（（予約予約予約予約））））できるできるできるできるできるできるできるできる

��乗乗乗乗りたいりたいりたいりたいバスバスバスバスのののの乗乗乗乗りたいりたいりたいりたいバスバスバスバスのののの乗車状況乗車状況乗車状況乗車状況（（（（乗車乗車乗車乗車のののの可否可否可否可否））））乗車状況乗車状況乗車状況乗車状況（（（（乗車乗車乗車乗車のののの可否可否可否可否））））がわかるがわかるがわかるがわかるがわかるがわかるがわかるがわかる

→→→→バスバスバスバスのののの選択選択選択選択がががが可能可能可能可能→→→→バスバスバスバスのののの選択選択選択選択がががが可能可能可能可能

��自分自分自分自分のののの乗乗乗乗るるるるバスバスバスバス自分自分自分自分のののの乗乗乗乗るるるるバスバスバスバスがががが近近近近づくづくづくづく、、、、またはまたはまたはまたは到着到着到着到着するとするとするとすると教教教教えてくれるえてくれるえてくれるえてくれるがががが近近近近づくづくづくづく、、、、またはまたはまたはまたは到着到着到着到着するとするとするとすると教教教教えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる

→→→→乗車準備乗車準備乗車準備乗車準備ができるができるができるができる，，，，乗乗乗乗りりりり遅遅遅遅れないれないれないれない，，，，乗乗乗乗りりりり間違間違間違間違えないえないえないえない→→→→乗車準備乗車準備乗車準備乗車準備ができるができるができるができる，，，，乗乗乗乗りりりり遅遅遅遅れないれないれないれない，，，，乗乗乗乗りりりり間違間違間違間違えないえないえないえない

��ユーザユーザユーザユーザ登録登録登録登録をすることでをすることでをすることでをすることでユーザユーザユーザユーザ登録登録登録登録をすることでをすることでをすることでをすることで、、、、、、、、運転手運転手運転手運転手があらかじめがあらかじめがあらかじめがあらかじめ運転手運転手運転手運転手があらかじめがあらかじめがあらかじめがあらかじめどのようなどのようなどのようなどのような人人人人どのようなどのようなどのようなどのような人人人人
　（　（　（　（障害者障害者障害者障害者・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者））））がががが乗車乗車乗車乗車するのかするのかするのかするのか　（　（　（　（障害者障害者障害者障害者・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者））））がががが乗車乗車乗車乗車するのかするのかするのかするのか把握把握把握把握できるできるできるできる把握把握把握把握できるできるできるできる

→→→→前前前前もってもってもってもって適切適切適切適切なななな対応対応対応対応がとれるがとれるがとれるがとれる→→→→前前前前もってもってもってもって適切適切適切適切なななな対応対応対応対応がとれるがとれるがとれるがとれる

��目的地目的地目的地目的地をををを「「「「音声入力音声入力音声入力音声入力」」」」でででで予約予約予約予約できるためできるためできるためできるため、、、、目的地目的地目的地目的地をををを「「「「音声入力音声入力音声入力音声入力」」」」でででで予約予約予約予約できるためできるためできるためできるため、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害者障害者障害者障害者高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害者障害者障害者障害者のののの方方方方でもでもでもでものののの方方方方でもでもでもでも
　　　　　　　　簡単簡単簡単簡単にににに操作操作操作操作簡単簡単簡単簡単にににに操作操作操作操作できるできるできるできるできるできるできるできる

��自分自分自分自分がががが降車降車降車降車するするするするバスバスバスバス停停停停自分自分自分自分がががが降車降車降車降車するするするするバスバスバスバス停停停停がががが近近近近づくづくづくづく、、、、またはまたはまたはまたは到着到着到着到着するとするとするとすると教教教教えてくれるえてくれるえてくれるえてくれるがががが近近近近づくづくづくづく、、、、またはまたはまたはまたは到着到着到着到着するとするとするとすると教教教教えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる
→→→→降車準備降車準備降車準備降車準備ができるができるができるができる，，，，乗乗乗乗りりりり過過過過ごさないごさないごさないごさない→→→→降車準備降車準備降車準備降車準備ができるができるができるができる，，，，乗乗乗乗りりりり過過過過ごさないごさないごさないごさない
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実行環境実行環境実行環境実行環境実行環境実行環境実行環境実行環境

開発環境開発環境開発環境開発環境開発環境開発環境開発環境開発環境
PC : LinuxPC : Linuxのののののののの動作動作動作動作するするするするコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ動作動作動作動作するするするするコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ

使用言語使用言語使用言語使用言語使用言語使用言語使用言語使用言語 : : CC言語言語言語言語（（（（言語言語言語言語（（（（LinuxLinux上上上上でででで上上上上ででででTT--EngineEngine用用用用ににににクロスコンパイルクロスコンパイルクロスコンパイルクロスコンパイル））））用用用用ににににクロスコンパイルクロスコンパイルクロスコンパイルクロスコンパイル））））

使用使用使用使用ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア　　　　使用使用使用使用ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア　　　　

MySQLMySQL，，，，，，，，音声認識音声認識音声認識音声認識ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア，，，，音声認識音声認識音声認識音声認識ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア，，，，GNUGNU開発環境開発環境開発環境開発環境開発環境開発環境開発環境開発環境

��バスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局ととととバスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーババスバスバスバス管理基地局管理基地局管理基地局管理基地局ととととバスバスバスバス内内内内サーバサーバサーバサーバ

PC : LinuxPC : Linuxのののの動作動作動作動作するするするするコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータのののの動作動作動作動作するするするするコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ

��バスガイドバスガイドバスガイドバスガイド端末端末端末端末バスガイドバスガイドバスガイドバスガイド端末端末端末端末

TT--Engine/SH7751REngine/SH7751R開発開発開発開発キットキットキットキット開発開発開発開発キットキットキットキット

終終終終わりにわりにわりにわりに終終終終わりにわりにわりにわりに
本本本本システムシステムシステムシステムをををを利用利用利用利用することによってすることによってすることによってすることによって、、、、障害者障害者障害者障害者やおやおやおやお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの本本本本システムシステムシステムシステムをををを利用利用利用利用することによってすることによってすることによってすることによって、、、、障害者障害者障害者障害者やおやおやおやお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの
方方方方々々々々ががががバスバスバスバスにににに乗乗乗乗りやすいりやすいりやすいりやすい環境環境環境環境がががが構築構築構築構築できたらできたらできたらできたら幸幸幸幸いですいですいですいです方方方方々々々々ががががバスバスバスバスにににに乗乗乗乗りやすいりやすいりやすいりやすい環境環境環境環境がががが構築構築構築構築できたらできたらできたらできたら幸幸幸幸いですいですいですいです


