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映像ビジネスは
家から外へ進出する



・デジタルサイネージ（Digital Signage）とは、デジタル技術を使い、タイムリーに映像や情報をディスプレイ表示する「次世代

型インフォメーションシステム」である。

・テレビや新聞、屋外の看板など不特定多数の人を対象にしたマスメディア広告とは異なり、設置場所により、セグメント化され
たターゲットに確実に見てもらうことができ、広告としての費用対効果が高くなるとが注目されている 。

・「家の外のメディア」は、看板を中心とした業界だったが、最近デジタル化・ブロードバンド化が急速に進展。

トレインチャンネルトレインチャンネル 大型ビジョン大型ビジョン

店舗内モニタ店舗内モニタ

デジタルサイネージ＝今後大きなﾏｰｹｯﾄにデジタルサイネージ＝今後大きなﾏｰｹｯﾄにアナログ・看板アナログ・看板

商業施設内モニタ商業施設内モニタ
ブロードバンドでブロードバンドで
ネットワーク化ネットワーク化

デジタルサイネージとは？



デジタルサイネージはロケーションに紐づいた人をターゲットとしており、ネットワークに接続すること
により時間、場所、天気、人にあわせた広告露出をしていくことが重要。

→場所にあわせたコンテンツ・広告をきめ細かく制作する必要。

強制的に情報を露出できるPUSH型メディア、コンテンツの管理がBtoBのため容易。

デジタルサイネージの特徴

マス媒体
（長期・マス・

PUSH）

デジタルサイネージ
（即時・セグメント・PUSH）

個人媒体
（即時・ﾊﾟｰｿﾅﾙ・

PULL）

各メディアをみる
習慣をもった人

各メディアをみる
習慣をもった人媒体をみる人媒体をみる人

メディアとしての強みメディアとしての強み 大多数への
同時アプローチ

大多数への
同時アプローチ

ロケーションに紐づいた人
（一定のｾｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝ可能）

ロケーションに紐づいた人
（一定のｾｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝ可能）

・その場にいるターゲットに対して
焦点を絞ったメッセージを強制的

に発信できる

・その場にいるターゲットに対して
焦点を絞ったメッセージを強制的

に発信できる

目的意識の明確な人目的意識の明確な人

ユーザーの志向と強く
紐づいた情報を提供

できる

ユーザーの志向と強く
紐づいた情報を提供

できる

・テレビ
・新聞
・雑誌
・ラジオ

・電車内
・店舗内
・待合室
・ビルの壁面、ロビー等

・インターネット
・携帯電話連携連携



• 三井物産：クリアチャネル・アウトドア（クリアチャネル・コミュニケーションズ
子会社）とOOHメディア事業を行う合弁会社を設立、バス停を中心とした

ロケーション展開、店舗や地下鉄等への展開も検討

• 三菱商事：欧州OOH最大手JCドゥコー（仏）とMCドゥコーを設立、バス停
（300面）とショッピングモール（1000面）で展開

• 丸紅：デジタルサイネージのコンテンツ配信を行うプラットフフォームを
ASPで提供

商社

• 「COMEL（コメル）」設立（2006.7）、当初、SONYとの共同出資で設立した
が、現在はソフトバンクテレコムの100％子会社

• コンテンツ制作～配信のメディア構築、機器の提供、運用・保守のシステム
構築を提供、番組制作や広告枠の販売は広告代理店等が協力

• 固定、HSDPA端末を使った無線で広告や番組を動画配信する「福岡 街
メディア」を開始（2007.10.15）。ホークスや観光情報に関する独自番組、
CMなどを、福岡市内に設置した64台のディスプレーに配信、横浜みなとみ
らい地区にも拡大

ソフトバンク

テレコム

国内

• 主要80都市のオフィスビル、エレベータホール、ホテルのロビー等に合計
30万超えるモニタを設置、年間売上280億円（トップ3のメディアに）

• 17インチLCDは自社製造、1台＝4万円

• 安い人件費と法的規制のため、ネットワーク化されていない

• 中国最大手のネット広告会社を取得（2007.2）

FocusMedia中国

• 地域別ターゲット広告「Googlelocal」開始（2004.4）
• スペインの無線ＬＡＮベンチャーFON（フォン）に出資、シリコンバレーで無
料の無線LANサービス開始（2006.8）

• 屋外広告で在庫連動型表示の特許出願（2006.12）
• メディア大手のクリアチャンネル・コミュニケーションズとラジオ広告で提携
（2007.4）

Google米国

主 な 動 き企業名

国内外の主な動き

検索連動型の広
告モデルの成功を
OOHメディアに展

開

一定規模以上のﾘｰﾁ
（100万人/日）で
ﾒﾃﾞｨｱとして確立

低価格の端末提供

キャリアとして
先行

魅力的・効果的な
場所の確保

ASPによる安価な
ｼｽﾃﾑ提供の必要性



多数のリーチがとれる良い場所、ターゲットが明確な場所では成功

デジタルサイネージの日本での成功事例

不特定層への
大量露出

が可能な場である

成功
事例

分類

山手線トレイン
チャンネル

（JR東日本企
画）

Q’sEYE
（QFRONT）

事例

渋谷の大量の通行人に対しての露出
-一日の平均通行人数が30万人
多数の人が滞留しやすい／せざるを得ない場
所
-交差点の待ち時間は90秒、ハチ公前というメ
ジャーな待合場所

特徴

非常に多くの乗客に対して露出
-1週間平均利用者数が2,230万人
-導入車両が全編成の半分に達してから、広
告主からの引合いが急増
電車に乗客に対する訴求：平均乗車時間は
12分

広告枠が満
枠・

順番待ちの
状態

1999年
から継続

2005年に設
備更新

事業状況

E-POP
（凸版印刷）

累計2万台
展開

購入直線の顧客に訴求
-商品横での販促のため、効果明確

効果・ターゲット
が明確な場所

である

ＫＦＳ



表示内容や音量、著作権処理等、メディアの成立に必要な業界ルールの策定についてはコンソーシア
ムの活動を中心に検討

デジタルサイネージ・コンソーシアムの結成

デジタルサイネージコンソーシアム

〔会長〕中村 伊知哉

慶応大学教授 国際IT財団専務理事

〔副会長〕伊能 美和子

ＮＴＴ研究企画部門担当部長

【事務局長】江口 靖二

プラットイーズ シニアコンサルタント

〔設立〕2007年6月

〔主な活動〕

・媒体価値向上に向けた検討

・媒体評価、効果測定方法の研究・検討

・権利処理の検討、交渉

・コンテンツ開発、検討

・技術研究、検討 等

新たなメディアとして確立するための
業界標準・ルールの検討・策定

トライアルの実施

（1）ＳＣＡＬＡ株式会社

（2）株式会社ピートゥーピーエー

（3）ブラザー工業株式会社

（4）小田急電鉄株式会社

（5）彩ネットアド株式会社

（6）株式会社アサツー・ディ・ケイ

（7）日本カーライフアシスト株式会社

（8）松下電器産業株式会社

（9）株式会社インデックス

（10）株式会社ＮＫＢ

（11）日本電信電話株式会社

（12）富士通株式会社

（13）伊藤忠ケーブルシステム株式会社

（14）株式会社電通

（15）パイオニアソリューションズ株式会社

（16）インターストラクチャー株式会社

（17）株式会社博報堂

（18）株式会社パス・コミュニケーションズ

（19）ＣＯＭＥＬ株式会社

（20）日本ＳＧＩ株式会社

（21）株式会社サイバー・コミュニケーションズ

（22）ＮＴＴアイティ株式会社

（23）ＫＤＤＩ株式会社

（24）株式会社日立製作所

（25）株式会社三井物産戦略研究所

（26）株式会社キズナキャスト

（27）株式会社ブリスロード

（28）宇宙通信株式会社

（29）株式会社プラットイーズ

（30）株式会社ジャンムー

（31）株式会社ネオインデックス

（32）株式会社ＮＴＴドコモ

（33）ＮＴＴラーニングシステム株式会社

（34）株式会社ＮＥＸＸ

（35）シスコシステムズ合同会社

（36）三洋電機株式会社

（37）会社アッカ・ネットワークス

（38）日本サムスン株式会社

（39）株式会社寒山

（40）ＮＥＣディスプレイソリューションズ株式会社

（41）株式会社ジェイシービー

（42）株式会社アクシコ

（43）NTTコミュニケーションズ株式会社

（44）ピーディーシー株式会社

（45）伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

（46）株式会社オックスプランニング

（47）株式会社エヌジーシー

（４８）シャープシステムプロダクト株式会社

（４９）株式会社フロンテッジ

（５０）住友商事株式会社

（５１）学びing株式会社

（51社 順不同 2008年2月7日現在）

【参加企業リスト】



デジタルフォトフレーム



デジタルフォトフレーム ＷｉＦｉ

ＣＥＩＶＡ



デジタルフォトフレーム ＷｉＦｉ

ＣＥＩＶＡ



フォトフレームはメディアになる

Ａ地点
フォトフレーム

オンライン
ストレージ

Ｂ地点
フォトフレーム

Ｃ地点
フォトフレーム

ＷｉＦｉでＰＣレスアップロード

Ｆｌｉｃｋｒ
Ｐｉｃａｓａ
独自サイト・・・・

ＵＳＢ
メモリーカード

ＰＣから
テクスト挿入
エフェクト指定

（１）元々はスタンドアロン
（２）ネット越しに田舎の両親へ孫の顔
（３）デジカメから直接アップロード
（４）ＰＣ、ケータイで加工もできる
（５）みんなでシェア
（５）気がつくとメディアになる
（６）広告ビジネスプラットフォーム化



これが進化する

ネットワーク化
動画化



WiFiデジカメ

パナソニック



ＷｉＦｉ内蔵ＳＤカード

＄９９．９９



デジタルフォトフレーム 伝言板

ＡＵＤＩＯＶＯＸ ｈｏｍｅｂａｓｅ



セガトイズ参入

1．5インチ 3760円



日テレ＋ヨーカドー



フジテレビ＋イオン



ベンチャー企業が
アイディアをお金に
変える手法



映像周辺領域では・・・・・

• アイディアだけではお金にならない

• アイディアが無くてもお金にならない

• アイディアなんて誰でも思いつく

• アイディアは公開しなければお金にならない

• アイディアには具体性がなければならない



江口 靖二
株式会社プラットイーズ シニアコンサルタント
デジタルサイネージコンソーシアム事務局長
慶應義塾大学DMC機構研研究員

ご静聴ありがとう
ございました

ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＴ ＩＴ＋ＰＬＵＳ

メル友募集中！
eguchi@gol.com
Blog: http://e_gucci.typepad.com


