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ディジタルサイネージスマート化
ディジタルサイネージスマート化への 4 ステップ
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ディジタルサイネージ市場は急成長を遂げています。ABI

Research 社のレポート 「ディジタルサイネージ

市場とビジネス分析」によれば、2010 年のディジタルサイネージの市場規模は$1.3 billion、それが 2016 年に
は$4.5 billion になると言われており、大幅な成長を示すと予想しています。Ｉｎｔｅl 社の小売業担当マネージャ
の Jose Avalos 氏は、「産業としては年率 40%の伸びを示してきた。2015 年には全世界での設置台数は 22
百万台に上る」と予想しています。

ディジタルサイネージの成長に伴って、システムとしての洗練度も向上しています。サイネージと言えば、単
なる静的な簡易サインではなくディジタル化していまさう。ディジタルサイネージは、スマート化し以前より効
果の良いシステムとなっています。

スマートディジタルサインとは何か？
「よりスマートなサイネージとは静的なものではない」と、AVnet 社（フェニックス）の組込型システム戦略的
営業担当の Dustin Johnson 氏は述べています。「スマートサイネージはプロセスにインテリジェンスを取り込
み、視聴者とのワンツーワンコミュニケーションをもたらす」と言っています。

スマートディジタルサイネージの
スマートディジタルサイネージの利点
視聴者を決定し、アイデンティファイ
視聴者とのワンツーワンコミュニケーション
セキュリティの向上
リモート管理
効率の測定

ステップ 1： プロジェクトの
プロジェクトのゴールの
ゴールの設定
スマートディジタルサイネージ導入のゴールをまず設定しなければなりません。
（例）
販売を促進するものですか？

ブランドの知名度向上を図るのですか？
広告売上を増大するために導入するのですか？

ゴールが設定したら、個々のコンポーネントに分割して下さい。そして成功に至るステップを計画して下さい。
レストランの営業成績を向上させることがゴールであるならば、担当者は高利益の品目を販売する方法を決
定しなければならないのでしょう。それとも特定の時刻（例えば、サイネージがファミリーに到達する夕食時）
に特定の品目を販促出来るようにしたいならば、最適なサイネージを制作しその販売状況を追跡出来るよう
にします。5:00～7:00pm の間に収益品目で急激な増加の兆候が認められたら、サイネージは成功したことに
なります。

ステップ 2： コンテンツを
コンテンツを考える
担当者はまずハードウェアを決定してから、コンテンツを選択するというのが多くのケースです。「最適なメッ
セージを含むコンテンツが最後まで無視されることが良くあります」と Johnson 氏は述べています。このアプ
ローチは間違っています。
コンテンツに合わせて必要なハードウェアのタイプを決定します。コンテンツが高解像度グラフィックスとか対
話型コンポーネントを必要とするならば、そのようなハードウェアを採用することが必要でしょう。コンテンツ
がユーザ対話型であるならば、ツイッター、フェースブックやユーチューブのビデオを表示したり出来るように
するべきかもしれません。この場合、ハードウェアは現場との統合処理が必要であったり、リアルタイムでの
急速なアップデートを行う能力が必要となるでしょう。
コンテンツの形式が決定されるとコンテンツの制作が必要になりますが、担当者にとっては別のことを考えな
ければなりません。スマートディジタルサイネージは視聴者と個人的に対話することになるので、「観衆はど
のような人々か」を知ることが重要となります。不特定多数の観衆をビデオ分析(AVA)技術を使ってデータ収
集することで、担当者は性別・年代を知ることが出来ます。もし 20～30 歳の女性がサイネージに近づいた場
合には、コンテンツとして QR コード付きの香水の広告を表示します。この女性はスマートフォーンを使用して
QR コードにアクセスして、香水のクーポンを入手します。この製品の感激をすぐツイートすることが出来、ま
たサイネージ上でこのツイートを表示出来れば最高でしょう。
「不特定多数の人のビデオ分析をすれば、コンテンツの最適選択という処理の責任を果たすことが出来る」
と Johnson 氏は述べています。「コンテンツは人々の行動に合わせて採用されるべきです。データを追跡す
ることにより、サイネージの ROI を広告業者に戻すことが出来るようになります」

ステップ 3： オペレーティングシステム
オペレーティングシステムの
ィングシステムの選択
ディジタルサイネージを持てば、目的を果たしたことになる訳ではありません－スムーズ且つ安全に動く必
要があります。サイネージを採用する企業は、保守・サポート向けの人的あるいは他の経営資源を潤沢に確
保している訳ではありません。ですから、操作しやすいシステムの選択が重要です。
Microsoft Embedded Standard 7 のような組込型システムを採用すれば、多くの利点が出てきます。「大部分
の人々は、PC に付いてくる WindowsOS を使えば良いと思っているかもしれませんが、これは間違いです」と
Microsoft 社のシニアパートナーマネージャーは述べています。
「PC の WindowsOS をそのまま使えば、サイネージの視聴者はデスクトップ上の使っていないアイコンやプロ
グラムのエラーメッセージのような、みたくないものまで見させられているかもしれません。またセキュリティ
侵害に対しても弱点を持っています。」
Microsoft の組込型 OS を使えば、このような問題を解決できます：

セキュリティの
セキュリティの強化：
強化 システム導入の担当者は、ハッカ
ーが OS にウィルスをしのばせ、コンテンツを改変するこ
とを恐れています。ビットロッカーとアプリケーションロ
ッカーを採用すれば、セキュリティを強化することが出来
ます。
ビットロッカーはマザーボード上で完璧な暗号化を実現
できるので、ディスク上のコンテンツはリードオンリーと
なりハッカーにはアクセスできなくなります。著作権のあ
るものには特に有効です。
アプリケーションロッカーは「ホワイトリスト」を生成します。
担当者はこのリストにより動かせるアプリケーションプロ
グラムを限定します。ホワイトリストにより、悪意のあるコ
ードとか凶悪なウィルスをブロックします。適切なフィルタ
を使えば、アプリケーションからメモリーに対してオーバ
ーレイを形成出来ます。連続する読み込みとか対話が発
生する場合、アプリケーションから直接オーバーレイさせ
て、アプリケーションと OS への書き込みから保護します。

リモートアクセス：
リモートアクセス： ディジタルサイネージが複数の場所
に配置されいる場合、コンテンツの管理・管理時間をセ
―ブするには遠隔アクセスが非常に重要です。Microsoft
は、専用回線や VPN を引く代わりに企業のオフィスにインターネット経由で接続することにより、トランスパレ
ント且つ容易に設定できるルートを提供しています。帯域幅を拘束する代わりに、専用回線はコンテンツを効
率的に提供します。Microsoft の組込型 OS はブランチキャッシュを提供し、リモートサインのローカルなネット
ワークコンテンツの複写を行います。キャッシュはダウン時間を最少化します。コンテンツは個々のサイネー
ジで保持されているので、サイネージを動かすためにディスプレイを接続する必要はありません。

カスタマイゼーション：
カスタマイゼーション： どのようなシステムも完璧に要求仕様を満たす訳ではありませんので、Microsoft は
ユーザ側でカスタマイズ出来るようなツールを提供しています。担当者はカスタムシェルを作成し、適切な機
能を生成すれば、特定の人間だけがシステムの異なる場所にアクセスすることも可能となるでしょう。これら
の機能を使えば、どの機能が重要であるかどのように使うべきかを OS 上で選択出来るようになります。

ステップ 4： 有効性の
有効性の測定
ディジタルサイネージの有効性を理解することは非常に重要です。ROI の数値とか分析結果を知らないで、
なぜサイネージを導入してしまうのでしょうか？
コンテンツ効果の測定と視聴者統計データ収集には、当初高額の費用がかかると思われていました。また
主観的、人手による、労働集約型の作業でした。Intel 社 Audience Impression Metrics (AIM) Suite を使えば、
視聴者の統計データとコンテンツ/キャンペーン効果を自動で得ることが出来るようになりその結果高い ROI
を得られるようになります。
Intel AIM Suite は、サービス型(SaaS)のようにスケーラブルであり、プライバシーを尊重する形でリアルタイ

ムに顔面検出を行います。視聴者の画像は記録されませんし、個人情報は収集されません。人がディジタ
ルサイネージのスクリーン前に到達すると、Intel AIM Suite 専用の AVA 技術はスクリーンを見ている人の数
と視聴時間、年代・性別を測定します。

利用できる
利用できる情報
できる情報
視聴者データを集める時、次の情報も探索して下さい：
・

スケーラブル、ユーザフレンドリーでセキュアなプログラム

・

TCO（Total cost of ownership）

・

コンテンテンツのトリガー

・

プライバシー保護

・

ベンダーの噂

Intel AIM Suite は、Content Management Systems (CMS).のようなサードパーティのアプリケーションと容易に
統合できます。Intel AIM Suite との統合するには、次の 2 つの方法が考えられます：:
1.

コンテンツトリガー： Intel AIM Suite は CMS をトリガーして、リアルタイムに対応する広告を表示させま
す。（例：テーマパークの広告を来場した家族に表示）

2.

キャンペーン分析： . Intel AIM Analytics は視聴者の統計データをまとめ、特定のコンテンツ・キャンペ
ーン毎にグラフ化します（例： 何人ぐらいの 16～34 歳の女性が 30 秒間の飲料の広告を見ているか？
2:13PM に動いている広告は何か）

視聴者データはクライアント PC 上でローカルに収集され、セキュアな Intel AIM Analytics ウェブサイトにアッ
プロードされます。そのデータはチャートとグラフによる判りやすい形式にまとめられます。セキュアなクラウ
ド型 Intel ウェブサイトで、AIM Suite ライセンスを全て遠隔で管理出来ます。「Intel AIM Suite を利用すると、
視聴者の統計データと視聴行動を即座に見ることが出来ます。この結果、対象のコンテンツを表示すること
で、売上を向上させ ROI を改善したり出来ます」と Faizal 氏は述べています。

システムの
システムの実現
スマートなディジタルサイネージの実現は利益をもたらしますが、その実現過程はやっかいです。トータルソ
リューションプロバイダとのパートナー化こそ、このプロセスを容易なものとします。パートナーを見つける時
には、次に示す項目を確実に提示できる企業を捜して下さい：
・

プロジェクト管理

・

現場のサーベイ

・

コンテンツ管理

・

ワイヤレスホスティング

・

保守

・

ファイナンス

ディジタルサイネージの概要提案から保守に至るライフサイクル全てに対応出来る企業を捜して下さい。サ
イネージが成長すれば、企業も成長します。
スマートディジタルサイネージを利用すると、販売実績が向上しブランドの知名度が改善されます。導入のプ
ロセスは困難ではありません。採用した結果得られるゴールを知ること、適切なソフトウェアを選択すること、
視聴者を理解することで成功は確実なものとなります。

