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Webベースサイネージは，情報や
広告をディスプレイで提示するサー
ビスであるデジタルサイネージの次
世代版として期待されており，Web
技術を活用して安価かつ表現力豊か
なサービスを実現できることが特長
です．ここではWebベースサイネー
ジに関する国内標準化およびW3C

（World Wide Web Consortium） や
ITU-T（International Tele com-
municat ion Union -  Tele com-
munication Standardization Sector）
における国際標準化動向について紹
介します．

Webベースサイネージ

デジタルサイネージは2020年に向
けて，国際スポーツイベントなどで使
われる訪日外国人に向けた情報提供
サービスや災害発生時の情報配信の
ための社会インフラとして充実を期待
されており，ディスプレイ価格の低廉

化を追い風に市場が急拡大することが
見込まれています．

総務省の2020年に向けた社会全体
のICT化推進に関する懇談会ではデジ
タルサイネージワーキンググループ
で，2020年およびそれ以降の我が国
の持続的成長を見据えた社会全体の
ICT化の実現に向けデジタルサイネー
ジで実現すべき機能について検討が進
められており，災害情報などの一斉配
信サービスへの対応，スマートフォン
連携による個人属性に応じた情報提
供，サイネージ上で多言語による情報
提供の方法の社会実装に向けた取り組
みが，デジタルサイネージの機能の拡
大，相互運用性の確保のため推進され
ています（1）．

このようなデジタルサイネージシス
テムを実現するうえで，Webベースサ
イネージが注目を浴びています．Web
ベースサイネージはWeb技術を活用
したデジタルサイネージで，端末に
HTML5対応のWebブラウザさえ搭載

されていれば，その上でWebアプリ
ケーションであるサイネージプレイヤ
を動作させてサイネージ機能を提供で
きるため，端末やOSの種別によらず
汎用的な端末構成をとることができ，
安価にサービス提供が可能となります

（ 図 １ ）．またHTML5を使ってWeb 
API（Application Programming 
Interface）やオープンデータなど豊
富なクラウドの資産を活用して提供コ
ンテンツを作成できることも特長とし
て挙げられます．仕様の異なるデジタ
ルサイネージの相互運用のためには，
標準的な接続インタフェースで汎用的
なコンテンツを配信することが求めら
れますので，広く利用されているWeb
技術を活用したWebベースサイネー
ジを基軸としたシステム構成は有効な
解決法となっています．

NTTサービスエボリューション研
究所ではWebベースサイネージの研
究開発を推進し，その成果をプロダク
ト化するとともに，国内標準化および
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国際標準化に貢献することで，社会実
装に活かしていこうとしています．

国内標準化

日本における国内標準化は，NTT
グループも中核メンバとなっている一
般社団法人 デジタルサイネージコン
ソーシアム（DSC）が牽引しています．
DSCは，メーカ，コンテンツプロバ
イダ，ロケーションオーナ，システム
インテグレータ，キャリアなど，112
社（2017年 4 月 4 日現在）からなる
日本におけるデジタルサイネージ業界
のステークホルダが集まるフォーラム
団体で，デジタルサイネージ産業にお
ける課題の解決や市場の創出を目的
に，調査研究とともに標準化にも取り

組んでいます．これまでも『デジタル
サイネージ標準システムガイドライ
ン』（2008年発行）や『災害 ・ 緊急時
におけるデジタルサイネージ運用ガイ
ドライン』（2013年第 1 版，2014年第
2 版発行）を公開しており，これらは
国際標準としてアップストリーム＊さ
れ て， そ れ ぞ れITU（International 
Telecommunication Union） 勧 告 の
ITUT H.780（2），ITUT H.785.0（3）の
ベースとなりました（4）．

このような流れの中，2020年に向
けた取り組みとして，増加する訪日外
国人観光客や障がいのある方の利用を
想定してデジタルサイネージの普及を
促進し，災害情報の一斉配信や個人属
性に応じた情報提供など，デジタルサ
イネージ機能の高度化をねらった『デ

ジタルサイネージ標準システム相互運
用ガイドライン』が2016年 4 月に発
行されました．この中には，即時性の
高い災害情報などのサイネージへの一
斉同報配信，サイネージの情報をス
マートフォンで表示するためのサイ
ネージとスマートフォンの連携，個人
属性（使用言語）に応じて表示を切り
替えて多言語対応による最適な情報の
配信といったサービスを実現するため
のシステム構成が示されています（図
₂ ）．仕様の異なるデジタルサイネー
ジシステムの相互運用のために，連携
基盤となるサイネージプラットフォー
ムを用意したシステム構成，およびそ

＊ アップストリーム：標準化においては，国内標
準から国際標準へ提案すること．
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のインタフェース仕様についてガイド
ライン化されています．特にHTML5
対応のWebベースサイネージを用い
た機能実現については端末仕様を含め
て記載されています．

W3Cでの標準化

W3C（World Wide Web Con sor
tium）はWeb技術の標準化と推進を目
的とした会員制の国際的な産学共同コ
ンソーシアムであり，Webにかかわる
技術の標準化を推進しています（5）．
Webベースサイネージに関する標準
化は2012年に日本提案で設立された
Webbased Signage BG（Business 
Group）でのユースケースの抽出と要
求条件の検討から始まりました．検討
結果は後にユースケースと要求条件に
関するBGレポートとして公開されま
した（6）．Webベースサイネージ端末の
仕組みとしては，Webブラウザ上でサ
イネージプレイヤと呼ばれるWebア
プリケーションでコンテンツ提示や端
末制御を行うことが特長として挙げら
れます．サイネージプレイヤの基本機
能は既存のHTML5技術を用いて実現
することができ，その実装方法はプロ
ファイル（コアプロファイル（7），基本
メディアプロファイル（8），蓄積プロ
ファイル（9））として公開されています．
一方，デジタルサイネージの運用面で
は，特に端末ハードウェアをブラウザ
から制御するためのAPIが不足してお
り，新たに標準化を進めるための体制
を整備すべくWG（Working Group）

の設立から提案しています．2015年
のW3C年次技術総会TPAC（Techni
cal Plenary/Advisory Com mit tee 
Meetings Week）でのBG会合でWG
設立に向けた基本的合意をしてか
ら，WGの活動方針にあたるチャー
タ案を作成し，議論を積み重ねてき
ました．2016年は 9 月のTPACでの
F2F（FacetoFace）会合に引き続き，
11月に韓国ソウルでもBGのF2F会合
を開催してAPI検討を深めるとともに
チャータ案をブラッシュアップし，
Webベースサイネージのアーキテク
チャに関する文書整備も開始しまし
た．現在は，ブラウザ上からの端末電
源状態の管理と端末やコンテンツの制
御に必要な情報の取得に関するAPI
が標準化対象とされています（表）．
今後，W3CでのWG発足が承認されれ
ば，本格的に標準化が行われていく予
定です．

ITU-Tでの標準化

ITUTは国連機関の 1 つとして電
気通信技術を中心に国際標準となる
ITU勧告を作成しています．デジタル
サイネージに関してはマルチメディア
関連を担当するSG16（Study Group 
16）に課題Q14（Question 14）が設
置されており，日本からも積極的に寄
書提案を実施しています．

最近の活動としては，DSCで作成
された『デジタルサイネージ標準シス
テム相互運用ガイドライン』のアップ
ストリームの実施が挙げられ，新規作
業項目設置の提案も行っています．
2015年 6 月には「公共の場における
相互運用情報サービスに関する要求条
件（H.DSPISR）」，2016年 9 月には

「インタラクティブサービスに関する
フレームワーク（H.DSFIS）」が日
本からの提案を基に作業項目として設
置されました．一方，Web技術を活用

表　WGで勧告化をめざすAPI案

機能名 概要 API機能
Power Status Management ブラウザから，端末の電源を管理

Power Status Control ブラウザから端末の電源状態
を切替

・ スタンバイへ移行
・ パネルのオン ・ オフ

Power Status Scheduling 夜間等の消費電力抑制 ・ スタンバイから復帰
Contextual Information サイネージプレイヤの動作に必要な情報を取得

Signage Operational 
Information

端末ハードウェアの固有情報
を取得

・ 端末固有情報（S/N）
・  製造者情報（製造者名，ブ

ランド）
・ 端末種別
・ 画面サイズ

Signage Functional 
Information

画面表示情報を取得 ・ 解像度（論理）
・ 画面サイズ
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してデジタルサイネージを構成するガ
イドラインとして，Webベースサイ
ネージのフレームワークやアーキテク
チャを明確化するための技術文書
HTSP.DSWDSを 検 討 中 で あ り，
W3Cとの協力関係のもと，文書作成
が進められています． 

実証実験

このような標準化動向を踏まえ，国
内標準である『デジタルサイネージ標
準システム相互運用ガイドライン』に
準拠したデジタルサイネージなどを活
用した実証実験が2017年 1 月から 3
月にかけて，東京都港区竹芝地区の再
開発エリアで実施されました（10）．総
務省2016年度事業「IoTおもてなし環
境実現に向けた地域実証に係る調査請
負」の一環として，一般社団法人CiP
協議会がアルベログランデ，NTTコ
ミュニケーションズ，NTTアイティ

（現，NTTテクノクロス），NTTとと
もに実施したものです．

実証実験では，NTTサービスエボ
リューション研究所における研究成果
がサイネージプラットフォームと，
Webベースサイネージ配信システム
に活用されました．具体的には，複数
のサイネージシステムへの一斉配信を
行うことができるサイネージプラット
フォームを構築して，災害に関する自
治体の情報やWeb上の情報を自動的
に取得し，サイネージ用コンテンツに
変換，各事業者のサイネージ配信シス
テムへ一斉配信され，災害時多言語情

報提供サービスを提供されました．ま
たWebベースサイネージ配信システ
ムを活用することで，サイネージに割
込表示するとともに，スマートフォン
にも，自動的に利用者の使用言語で表
示させることもできるようになってい
ます．

今後の展開

Webベースサイネージの標準は今
後さまざまな議論のうえ，勧告化され
ます．『デジタルサイネージ標準シス
テム相互運用ガイドライン』には
NTTも推進するWebベースサイネー
ジや一斉配信などが記載されています
が，実証実験の成果を反映した第 2 版
への改訂を予定しており，国内標準の
さらなる深化を進めていきます．一方，
このガイドラインの内容のアップスト
リームを継続し2018年の勧告化をめ
ざし，日本のみならずグローバルに使
われる標準としてビジネスの発展にも
寄与していきます．
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