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欧米，日本などを中心とする先進

国では，ブロードバンドネットワー

クを活用したデジタルサイネージは

すでに普及期に入ったとみられ，今

後もさまざまなロケーションへの導

入が進むと予測されます．さらに，

これらのデジタルサイネージを次世

代の情報配信インフラへと発展させ

るためには，異なるメーカ間との互

換性，通信の相互接続性等を確保す

る必要があることから，国際標準化

が重要となります．ここでは，昨年

発生した東日本大震災での経験によ

り得られた知見・ノウハウ，将来の

デジタルサイネージの姿，さらに，

これらを踏まえた標準化活動などに

ついて紹介します．

東日本大震災

2011年３月11日の東日本大震災に
より，原発事故による電力供給問題も
発生したため，節電対策として，デジ
タルサイネージシステムが一時停止さ
れたり，予定されていたシステムの導
入延期や中止が相次ぎ，国内のデジタ
ルサイネージ市場は大きな影響を受け
ました．しかし，地震発生直後に，通
常の番組編成を切り替え，NHKの
ニュース番組を放映することで，帰宅
できずビル内にとどまっている人々へ
の情報発信ツールとして有効に活用さ
れたり，震災後も都内のサイネージで
は，災害ニュース，安否情報，放射線
情報等を配信し，生活者に有益な情
報を効果的に提供するなどの好事例が

多々あり，その重要性と評価が高まり
ました．
一方，ほとんどのデジタルサイネー

ジの運用会社では，災害等非常時を
想定した運用マニュアルが整備されて
いない，その場所で災害時に必要なコ
ンテンツの分析がされていない，事前
に災害時に放映するコンテンツが用意
されていない，など多数の課題が浮き
彫りとなりました．これを受け，デジ
タルサイネージコンソーシアムのプロダ
クション部会では，災害時に必要なコ
ンテンツについて，災害発生からの時
間軸を，災害時，復興初期，復興後
期の３つに分け，さらに，場所につい
ても被災地，準被災地，安全地帯の
３つに分けて定義し，それぞれに必要
なコンテンツを分析し，以下のように
まとめました．
① デジタルサイネージのローカル
な特性を活かしたローカル情報は
必要不可欠
② （都市部では）鉄道バス運行情
報へのニーズあり
③ 災害直後の情報源としてNHK
は有用
④ 災害時放映用の（公共）広告
を事前に用意すべき
⑤ コンテンツとオペレーションは
ワンセット
災害時に必要なコンテンツの提供の

ためには，図１のような災害対策向け
デジタルサイネージプラットフォーム
が必要になり，その実現に向けて，ま
ずは官学民で連携し議論を進めること
が重要です．

また，NTTグループのデジタルサイ
ネージソリューション「ひかりサイネー
ジ」では，災害発生等非常時の電源
供給が難しい状況においても，災害
情報等を継続して表示できるように，
ソーラーパネルと蓄電池を組み合わせ
たソーラーサイネージを用意し，まず
公共性の高いロケーションへの普及を
推進しています．さらに，2011年10
月，スイスのジュネーブにて開催され
たITUテレコムワールド2011において，
東日本大震災における情報発信ツール
としてサイネージが活用された事例を
紹介し，ソーラーサイネージ（図２）
を展示したところ，諸外国の政府機関
関係者からの関心が非常に高く，公共
の場所での情報発信の重要性と自然
エネルギーの活用に関する認識の高さ
がうかがえたことから，災害時対応は，
全世界共通で今後取り組むべき課題で
あると改めて実感しました．

デジタルサイネ

次に，デジタルサイネージシステム
の動向について紹介します．これまで
主流であった専用システムからネット
ワークを活用した遠隔制御型システム
へ，さらに次世代Web技術を適用し
たシステムへと発展すると考えられ，以
下の３つの世代に分けることができま
す（図３）．
・第１世代：配信サーバと端末を
セットにした専用システム
・第２世代：配信サーバをデータセ
ンタに置き，ネットワークを活用
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した遠隔制御型システム
・第３世代：次世代Web技術を適
用したシステム
数年前まで，第１世代の専用シス

テムが中心でしたが，最近では，高層
ビルや空港など大規模な事例において
も，利便性の向上，導入費用・運用

費用の低減，専用スタッフ不要，とい
うメリットを享受するため，第２世代
のネットワークを活用した遠隔制御型
システムが主流となっています．これ
らのメリットは，中小規模の事例にお
いては効果が明確であるため，主にイ
ンフォメーションや販促等の用途とし
て，気軽に利用を開始する企業が増え
ています．

次世代Web

次世代Web技術とは，Web技術の
標準化を進めている団体であるW3C
（World Wide Web Consortium）（1）

にて議論されている「HTML5」とい
う技術であり，文書のデザインのみな
らず，グラフィックスや通信，データ
ベース等の機能が標準化され，すべて
のブラウザに標準実装されます．これ
が意味することは，ブラウザがスマー
トフォン，タブレット，スマートTV等

のさまざまなデバイス共通のアプリケー
ションプラットフォームになることであ
り，これまでのようにデバイスごとに個
別にアプリケーションをつくる必要が
なくなるということです．これをデジタ
ルサイネージシステムで考えると，
HTML5ベースのコンテンツを用意す
れば，スマートフォン，タブレット，ス
マートTV等の汎用機がサイネージ用
ディスプレイとして機能するということ
です（図４）．
このように次世代Web技術をデジタ

ルサイネージシステムに適用すること
で，多くのメリットを享受できると思
われます．まず，システム全体のコス
ト低減です．配信サーバおよび端末は
汎用的なWebサーバ，または上記のよ
うなデバイスを用いることができるこ
と，そしてコンテンツ制作においては，
HTMLのコーディング技術者の確保が
比較的容易であること，さらにこれま
でのようにデバイス種ごとにコンテンツ

図１　災害対策向けデジタルサイネージプラットフォーム 
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を制作する必要がない，などが挙げら
れます．
次に，標準技術の採用による新しい
サービスの可能性です．次世代Web技
術がもたらす特徴的な機能としては，
WebSocketという技術により，リア
ルタイムで配信サーバと端末間の通信
が行えるため，災害発生等の緊急時に
配信サーバ側からプッシュでディスプ
レイの表示切替えを行うことができま
す．これまでもプッシュでの表示切替
え機能は存在しましたが，メーカごと
に仕様が異なるため，広域での利用が
求められる災害用には利用できなかっ
たことから，その意義は非常に大きい
と思われます．
さらに，すでにある豊富なインター

ネット上のコンテンツとの連携による

表現力の向上です．インターネット上
のコミュニティサイトや情報サイト等
とAPI経由でサービス連携が容易とな
るため，インターネットのコンテンツの
中から，ロケーションに合ったコンテ
ンツを出し分けることで，サイネージ
のディスプレイ上で効果的に表示でき
ます．
このような環境下においては，イン

ターネットビジネス同様，アイデア次
第で新規ビジネスを展開し得る土壌が
できるため，ベンチャー企業による新
規参入等により，市場が大いに活性化
するのではないかと考えています．

海外の標準化動向

米国のデジタルサイネージの関連団

体であるPOPAI（Point-Of-Purchase
Advertising International）では，
デジタルサイネージにおけるアプリケー
ションの仕様セットの規定，スクリー
ンメディア形式等，広告コンテンツに
関する規格化を行っており，DPAA
（Digital Place-based Advertising
Association）においては，広告露出
の効果を測定するための視聴者測定ガ
イドラインを発表するなど，フォーラ
ムでの規格化・標準化活動を行ってい
るものの，サイネージシステムのアーキ
テクチャを対象とした標準化の検討は
行われていません．また，諸外国の政
策をみると，米国・中国ではデジタル
サイネージを多少意識したブロードバ
ンド普及に関する国家戦略があるもの
の，明確にデジタルサイネージ分野を

図３　デジタルサイネージシステムの変遷 
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対象とした政策はみられません．
一方，日本においては，すでにデジ

タルサイネージコンソーシアムより，
2008年に主要ベンダ等関連事業者の
コンセンサスを得た「デジタルサイネー
ジ標準システムガイドライン1.0」等の
ドキュメントが発表されていることか
ら，世界的にみても日本国内における
標準化活動は先行していると考えられ
ます．

日本主導

このような海外の標準化動向を踏ま
え，総務省では，日本の国際競争力
強化を目的とした活動の一環として，
総務省情報通信審議会「情報通信分
野における標準化政策の在り方（平成
23年２月）中間答申」において，デ
ジタルサイネージを標準化の重点的分

野と定めました．この標準化活動を推
進するため，国内のロケーションオー
ナーやサイネージサービス提供者等の
ユーザ企業10数社をメンバとしたデジ
タルサイネージ・ユーザーズ・フォーラ
ムを新たに立ち上げ，サイネージシス
テムの標準仕様策定に際し，主に事業
者で構成されるデジタルサイネージコ
ンソーシアムと連携させることで，事
業者側の意見のみならず，実際にサー
ビスを利用する側のユーザからの意
見も反映させるための体制を整えまし
た（図５）．
この推進体制の下，検討される標準
仕様については，国際標準化の場へ提
案していくことになります．これまで総
務省は， I T U（ I n t e r n a t i o n a l
Telecommunication Union）に代
表される，各国政府の合意によって制
定される標準規格である「デジュール

標準」を目指した活動を進めてきまし
たが，標準化作業のスピードが速く
なっていること，標準化の対象となる
技術領域が変化していることなど世界
的な動向をかんがみ，今後はW3Cの
ような，関係する企業が合同で企画を
策定し，それを標準とする「フォーラ
ム標準」も視野に入れた活動を行うと
いった方向性が打ち出されました．
このような政府からの力強い後押し

を受け，2011年３月に開催された
ITU-T（International Telecommuni-
cation Union-Telecommunication
Standardization Sector）の第16研
究委員会において，日本のメーカと
NTTからの共同提案により，標準化
作業が開始されました．この活動を推
進するため，2011年12月には，ITU
が主催し，デジタルサイネージコンソー
シアムが後援する「ITUデジタルサイ

図４　将来のデジタルサイネージシステムの姿 
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ネージワークショップ」が東京・秋葉
原にて開催され，世界各国の政府機
関，標準化機関，関連事業者など多
数の方々が出席し，デジタルサイネー
ジの国際標準化について活発な議論
が行われました．そのような活動が功
を奏し，20 1 2年７月に「ITU - T
H.780： Digital signage: Service
requirements and IPTV-based
architecture」が，勧告されました．
勧告内容は，アーキテクチャやコンテ
ンツ配信，セキュリティ，ネットワー
ク，メタデータ，データの入出力イン
タフェース等の基本的な要件が記載さ
れています．
また，フォーラム標準の場としては，
2011年10月31日より開催されたW3C
のTPAC2 0 1 1（総会）において，
NTTから次世代Web技術をベースと
したマルチスクリーン時代のデジタルサ

イネージである「Web-based Sig-
nage」について提案し，2012年４月
には，日本人を議長とする「Web-
based Signage Business Group」
を新設し，標準化に向けた議論が開始
されました．さらに，2012年６月14～
15日には，W3Cで初めてのデジタルサ
イネージに関するワークショップが日本
（千葉県幕張メッセ）で開催され，国
内外から多数の関係者が集まり議論
を交わしました．

今後の活動

日本は，先進国の中でもっともデジ
タルサイネージが普及し，関連する技
術，知見，ノウハウなどを豊富に有す
る国の１つです．さらに，東日本大震
災の経験を踏まえ，デジタルサイネー
ジの災害時の運用について，具体的に

検討されています．これらは，日本の
国際競争力強化の源泉となると確信し
ており，さまざまな標準化の場を活用
して，日本が世界のデジタルサイネー
ジ市場を牽引できるよう活動を続けて
いきたいと考えています．

■参考文献
（1） http://www.w3.org/community/websignage/

今後の活動

図５　デジタルサイネージシステムの標準化推進体制 
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