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[要 約] 

デジタルサイネージがメディアとして拡大・発展をしていくためには、デジタルサ

イネージの効果指標の確立が課題となっている。デジタルサイネージが広告ビジネスと

して成功するのかどうか、各社が実用化、事業化に向けて多くの実証実験を実施している。

本調査研究委員会でもデジタルサイネージコンソーシアムの実証実験に参画した。ここで

得られた知見を広く開示する事によって目標とするデジタルサイネージの訴求効果指

標の策定に向けた今後の取り組みに寄与するものとする。 

 

第 1 章 はじめに 

1.1 調査研究の目的 

従来の広告市場は、新聞・雑誌・ラジオ・テレビの 4 メディアに加えてインターネ

ットが普及してきた。最近ではデジタルサイネージが広告市場における新たなメディ

アとして、新市場創出が期待されている分野である。デジタルサイネージが新たなメ

ディアとなることで、デジタルコンテンツクリエイターにとっても活躍の場が増加し、

クリエイター人材の雇用拡大や、コンテンツ産業の活性化につながることが期待され

ている。欧米ではその流れがすでに発生し、軌道に乗る動きを示しつつある一方で、

日本においては、デジタルサイネージの認知度が低く、単なる紙媒体のデジタル化と

して捉えられている部分も多い。デジタルサイネージをより一層普及させるには、そ
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の広告効果指標を明確にすることが第一の必要用件と言われている。そこで、デジタ

ルサイネージの訴求効果について調査、検討を行い、今後の課題と方向性をまとめるこ

とを目的とした。 

 

1.2 本調査研究の推進体制 

  本調査研究を推進するために、財団法人デジタルコンテンツ協会（ＤＣＡｊ）内に「デ 

ジタルサイネージの訴求効果に関する調査研究委員会」を設ける。本委員会は、女子美術 

大学大学院 為ヶ谷秀一を委員長とし、企業からの有識者からの１６名のメンバーから構 

成されている。ＤＣＡｊの事業開発本部先導的推進部が事務局を担当する。 

 

1.3 本年度の活動 

デジタルサイネージに関する動向およびその適用における諸問題に関する内外の情報を

収集し、学識経験者及び産業会の専門家により構成される研究委員会を計 6回開催し、調

査研究を行った。そしてデジタルサイネージの実証実験を実施しそのデジタルサイネージ

のもたらす効果（誘導）について結果をまとめた。また海外動向の調査として米国におけ

るデジタルサイネージの実態について、2010 年 2 月 23 日～25 日に米国ラスベガスにて開

催された Digital Signage Expo に参加し、米国の動向を調査した。 

 

第 2 章 デジタルサイネージの現状 

2.1 デジタルサイネージにはどんなものがあるか 

デジタルサイネージは、あらゆる場所、大型複合商業施設、ショッピングモール、オフ

ィス街、街ナカ、スーパー、コンビニ、電車内、駅構内、空港、自動車教習所、自動販売

機などいたるところで見かけるようになっている。デジタルサイネージは、複数のディス

プレイを通信ネットワークで繋いで、コンテンツを同時配信していくことが可能なメディ

アである。ディスプレイは、現状、スタンドアローン型が多いが、今後ネットワーク型が

拡大するのは確実である。このように様々な場所に展開をしているデジタルサイネージは、

設置者の用途により３つのビジネスモデル、①自己使用モデル、②広告モデル、③併用モ

デルに分類することができ、またその分類は、設置場所（ロケーション）にも紐づいてい

る。 

 

2.2 デジタルサイネージの実証実験結果 

デジタルサイネージは、様々なロケーションで広がる一方、新たな技術によって常に進

化している。現状多くの実証実験が実施されており、ここでは各社が実用化、事業化に向
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けて実施した実証実験について事例一覧としてまとめている。 

 

2.3 広告ビジネスとデジタルサイネージ 

今日のように普及が進み、デジタルサイネージの認知度がアップするに伴って、「広告ビ

ジネス」としての活用も増加している。時間と場所を特定できるというマスメディアでは

難しかった広告を実現するツールとして、また既存のメディアやアプリケーションと併用

することで映像メディアとマーケティングを直接結びつけられるコミュニケーションツー

ルとしてデジタルサイネージは注目されているが、広告ビジネスとして成功するかどうか

が課題になっている。 

 

第 3 章 デジタルサイネージの指標 

3.1 ＯＯＨメディアの現状 

2008 年（平成 20 年 1－12 月）の日本の総広告費は 6 兆 6,926 億円、前年比 95.3％と 5

年ぶりの減少となった。広告媒体としてのデジタルサイネージは自宅外での展開が中心で

あることから、現在のメディア・広告の分類に従えば、主にいわゆる OOH メディアとし

て「屋外広告」や「交通広告」に該当する。またデジタルサイネージは「広告」以外に販

売促進寄りでの利用も現在は進められ販促、コミュニケーションツールとして利用が拡大

していく可能性を持っている。ただし、ここでは指標を検討する上でその特性を明確化す

るため、広告メディアとしてのデジタルサイネージを捉えることとする。 

 

3.2 注目されるＯＯＨメディア[2] 

広告メディアとしてのデジタルサイネージを捉えるにあたり、現在の各メディアが人々

にどのように利用され、どのような状況にあるのか概観を確認する。メディア接触ではテ

レビ、ラジオ、新聞、雑誌マスコミ 4 媒体のウエイトがこれまでに比べると低下している。

メディアの位置づけが変化する中で、ＯＯＨメディアは 1 日の多くの時間を自宅外で過ご

す有識者や学生を中心に、生活者にとって身近でありユビキタス性の高いメディアである。

商品・サービスを主に購入する場である自宅外において生活者を待ち伏せしている点から

も消費・購買行動と近接したメディアであるといえる。このような特性をもつＯＯＨメデ

ィアに新しいメディアとしてデジタルサイネージが加わり、これまでのアナログのＯＯＨ

メディアでは考えられなかった広告展開の可能性が拡大している。 

 

3.3 生活行動とデジタルサイネージ 

1 日の中でＯＯＨメディアが展開する自宅外での外出時間は、平日の 15 歳～69 歳の男女
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では、１日当たり平均 8時間 51 分と約 9時間近くを自宅外で過ごしている。生活行動、特

に自宅外での行動は、1日の中での時間（時刻）、曜日やその人が行動する場所や訪れる街

によっても変化する。このような変化する生活行動を捉えて情報発信が可能であることに

デジタルサイネージの特徴があるといえる。生活者の生活・行動シーンの中でデジタルサ

イネージが登場する必然性を的確に捉えることでその効果を高めるであろう。そのために

は、最もその場にふさわしい組み合わせによって展開する必要がある。デジタルサイネー

ジの価値を指し示す指標は、このような生活行動を捉えて情報発信をすることでその行動

に影響を与えるデジタルサイネージの特性を踏まえた上で定める必要がある。 

 

3.4 指標の現状[2] 

現在の広告指標としては「到達」（どれほどの人にその広告を届けたか）がその基本とな

るが、「到達」にはメディアレベルと広告レベルがあり、必ずしも「メディア到達」＝「広

告到達」ではない。広告出稿のコスト計算（ＣＰＭ算出）における「到達」指標としては、

「広告到達」ではなく、「媒体到達（掲載広告が到達する最大の可能性）」レベルの指標が

用いられているケースが実際には多い。メディア到達は広告の面からみれば、広告が届く

量・定量的なボリュームを指し示す。デジタルサイネージも他メディアと同様、まずどれ

だけの人に届いたかが、指標の基本と考えられるが、デジタルサイネージは設置されるロ

ケーションを始め、その表示内容などによっても効果は大きく変わることが想定され、指

標（効果）に影響を与える変動要因が他メディアに比べ多く、大きいことから、定量的な

「到達」レベルだけでよいのかという問題がある。 

 

3.5 デジタルサイネージコンソーシアムの指標[3] 

デジタルサイネージの標準化団体であるデジタルサイネージコンソーシアムは、デジタ

ルサイネージの媒体価値向上のための媒体評価基準、効果測定方法の研究および検討とガ

イドラインを作成している。ガイドラインでは、様々なデジタルサイネージ媒体を、設置

場所や環境により大きく 5 つのグループ分けをすることにより、指標に影響を与える要素

や期待されうる効果を整理している。メディア（広告）の指標はテレビの視聴率に代表さ

れるように、量的にどれだけの生活者がそのメディアと接触しているかを示すことにある。

他メディアとの指標の整合性を考慮すると、デジタルサイネージにおいても第一に量的な

指標が必要であることは納得できるところである。しかし、デジタルサイネージとの接触

による効果は他メディアとのそれとは異なるのではないかという視点から、生活者の行動

や、各デジタルサイネージ媒体自体の視認における制約要件を考慮にいれ、量と質の両面

で捉えると、デジタルサイネージ媒体として成立する 6 つの要素が抽出される。 
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1）サーキュレーション（どれくらい視聴しているか）circulation 

2）視聴態度（どんな状態で視聴しているか）attitude 

3）情報（誘導やサービス・案内として視聴（生活）者に必要な情報）information 

4）コンテンツ（表現の工夫・クリエイティビティ）contents 

5）エモーション（生活者の媒体接触時の欲求・心理状態を把握した表現）emotion 

6）タイミング（生活者の行動やタイムライン上を考慮した視聴接点づけ）timing 

この 6 つの要素の総量が多いほど媒体として成立しやすいのではないかという仮説が 6

つの要素の頭文字をとった「アイシテ（AICCTE）の法則」である。今後これらの要素・

カテゴリーの係数を指標化することで、媒体の価値を総体として把握することができるの

ではないかと考えている。 

 

3.6 海外（米国）の動向 

2010 年 2 月 23 日～25 日に米国ラスベガスコンベンションセンターにて開催された世界

最大級のイベントＤＳＥ（DigitalSignageExpo）2010 に参加し同カンファレンス内におけ

るデジタルサイネージの最新動向について調査を行った。米国では、デジタルサイネージ

の広告取引の基準となる広告効果指標の確立を目的として設立したＯＶＡＢが、2008 年 8

月デジタルサイネージについての「ガイドライン」（Audience Metrics Guidelines）を発

表している。 

 

第 4 章 実証実験の事例調査 

4.1 電通・ＮＴＴ  

デジタルサイネージが「広告メディア」として確立していくためには、広告主や生活者

の視点から見た場合、幾つかの課題がある。デジタルサイネージが「広告メディア」とし

て確立していくために、この課題を検証・解決することを目的として、電通とＮＴＴが 2009

年 2～3月の 1カ月にわたり、共同で行った実証実験について紹介する。 

 

4.2 ＣＯＭＥＬ 

COMEL はデジタルサイネージ・メディアの認知や普及を向上させるため、スポンサー

広告や情報コンテンツのバランスが取れたメディア運営を目指している。デジタルサイネ

ージを見る人々により楽しまれ、活用されることを目標とし、ここでは地域密着型デジタ

ルサイネージである「福岡街メディア」の展開について紹介する。 
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4.3 しくみデザイン 

株式会社しくみデザインは、主に参加型のサイネージに注力して研究開発、コンテンツ

企画、制作、および実施を行っている。本稿では主に参加のさせ方（インタラクション）

とその効果について、同社がおこなった実証実験と実施事例をもとづいて紹介する。 

 

4.4 ソニー 

ソニーが展開する、3 つのソリューションにおける様々な事例の中から、デジタルサイ

ネージの訴求効果という視点で、2008 年 6 月から「アドバタイジングサービス」として、

スーパーマーケット向けに提供しているデジタルサイネージ専用チャンネル「ミルとくチ

ャンネル」の事例を紹介する。 

 

4.5 ジェイアール東日本企画 

昨年実施した電子ペーパーディスプレイを用いた自動改札機広告実験の結果を踏まえ、

表示素材を有機ＥＬディスプレイに変更し、有機ＥＬディスプレイを用いた自動改札機広

告の実証実験を行った。広告媒体としての表現力や既存のステッカー素材との比較を、駅

利用客の需要度調査を行うと共に、扱い広告代理店に対するアンケートを行った結果につ

いて紹介する。 

 

4.6 イオン 

ジャスコ食品売場レジと食品レジ付近に、モニター台数合計 約 1,000 台を設置。主婦＆

ファミリー層へ継続的なコミュニケーションを行う事により、商品ブランドの認知度・ロ

イヤリティーを向上させる事を目的とした広告宣伝媒体である。イオンチャンネルの特徴

とその実施効果について紹介する。 

 

4.7 デジタルサイネージによる地域活性化の効果 

JR 五反田駅の駅改修にともない、駅前の商店街マップをタッチパネルにした。SUICA、

PASMO などの交通系 IC カード導入によるマーケティングや、商店街として顧客囲い込

みのためにポイント事業を構築するなど商店街全体での取り組みについて紹介する。 

 

第５章 デジタルサイネージの訴求効果に関する実証実験 

5.1 秋葉原実証実験の実施 

2009 年 2 月 17 日～19 日に秋葉原にある二つの献血ルーム（アキバ献血ルーム、ａｋｉ

ｂａ：Ｆ）への誘導を目的としたデジタルサイネージの効果について実証実験を行った。
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献血ルームにおける献血者へのアンケートの結果とディスプレイに設置した効果測定シス

テムの結果から、デジタルサイネージの誘導効果及び影響度を分析した。 

 

5.2 実証実験システムの紹介 

今回、実証実験で使われた視認効果測定システムのうち、ＮＴＴ、沖電気工業、マクニ

カネットワークスの各社におけるシステムの内容について紹介する。 

 

第６章 デジタルサイネージの技術動向 

6.1 シャープ 

シャープでは、業務用大型液晶ディスプレイを発売して 6 年、デジタルサイネージ向け

のアプリケーションを発売してから既に５年が経過し、この 5年の間でデジタルサイネー

ジに必要とされている様々な要素技術の進展は著しいものがある。ここではデジタルサイ

ネージ事業の現在の取組みについてそれぞれの局面から説明する。 

 

6.2 大日本印刷 

大日本印刷（以下ＤＮＰ）では、クライアントの販促活動や業務効率化活動に関する様々

な要望に対する取組みの一つとして、デジタルサイネージを用いた、サービス提供をおこ

なっている。本項では、その中でも訴求効果が高いサイネージシステムを、事例を交えて

紹介する。 

 

6.3 三菱電機 

三菱電機では、「DIAMOND VISION SOLUTIONS」（ダイヤモンドビジョンソリューション）

を策定し、デジタルサイネージ市場に対して、映像表示機器から映像情報配信システムま

で、顧客ニーズに最適な映像ソリューションをワンストップで提案できる体制が整ってい

る。ここでは、特徴的な大型規模向けシステムとトレインビジョンを紹介する。 

 

第７章 デジタルサイネージの課題と今後の展開 

7.1  デジタルサイネージ普及の兆し 

増え続けるデジタルコンテンツに対して、視聴者のメディア接触時間は減少傾向にあり、

メディアへの接触状況が変わってきている昨今、デジタルサイネージは、既存のマスメデ

ィアとは異なり、場所・時間・見る人の属性に紐付いた新たなメディアとして、これまで

にはないコミュニケーションを実現する可能性を持っているという認識が広がり普及の兆

しを見せている。 
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日本のデジタルサイネージの市場をこれまで牽引してきたのは、大手ハードメーカーで 

ある。しかし、今では、メンバーの顔ぶれが変わってきている。 

公共機関・大手企業

（銀行・証券会社・鉄道関連・大型商業施設）

大手流通・サービス業
（総合スーパー・コンビニ・ホテル）

一般オフィス、
小規模商業店舗、一般家庭

第三世代層

（吊るし）

第二世代層
（イージーオーダー）

第一世代層
（テーラーメイド）

2005年～

2008年～

2010年～

市場規模

Non-PC＋ネットワーク

 

図 7.1.2-1 デジタルサイネージシステムの世代概観 

 

こうしたメタファーで考えると、今後求められ、普及するデジタルサイネージの条件とし

て、「いつでも」、「どこでも」という特性に、「誰でも」という要素を加えることである。

それが、デジタルサイネージの目指すべき方向性と思われる。従来は、導入をためらって

いたような業種・業態の様々なユーザが気軽に採用するような環境が整えば、「誰でも」が

簡単に利用できるサイネージが普及し、かつネットワークに接続されていると、デジタル

サイネージをメディアとして活用するケースが増えてくると考えられる。またネットワー

ク型デジタルサイネージの導入が一般的になると、情報や広告の配信をビジネスとして考

えるプレイヤーも登場しその際に、求められる要素は、「効果がわかる」ということである。 

デジタルサイネージにおいては視聴効果を測定するための指標ガイドラインの策定や、そ

れらを勘案したフィールドでの実験が始まったばかりである。 

普及のための標準化と、普及した後のメディアとしての広告取引基準の設定が不可欠であ

ると考えられる。デジタルサイネージコンソーシアムとしても課題としているポイントで

ある。 

 

7.2 技術の進化とコミュニケーションの広がり 

今、デジタルサイネージに対して熱い視線が注がれているのは、広告分野においても従

来のメディアインフラに対する人々の接触状況が大きく変化してきていることによるもの

と考えられている。従来家庭の中でのテレビや新聞を中心とする環境で広告、コマーシャ

ルに接するだけではなく、家の外での情報や広告への接触率が高くなってきている状況が
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生まれて来ている。それは、デジタル技術の進化により、今私たちは、メディアの多様な

広がりの中にあると言える。携帯電話やモバイル端末の普及により、むしろ従来よりメデ

ィアへの接触率が高まって来ているものと考えられる。しかし、その関わり方が、技術の

進化と共に大きく変わって来ている事に思考を向けなければならない。メディアへの接触

が、携帯電話がもたらしたパーソナルな存在を高めた社会、文化状況の中で、パブリック

に露出されている広告や情報が、単に表示されている事だけでなく、個人に対してどの様

にインタラクティブなコミュニケーションを発生させる事が出来るかが重要な要件となっ

てきていることであると言える。 

 

第８章 まとめ 

 本調査研究では、昨年の研究の成果を基盤として、「デジタルサイネージの訴求効果」を

研究テーマとして取り上げ、デジタルサイネージを普及させていく上で不可欠な広告効果

指標を、先端的な技術状況やコンテンツの調査研究を通して、それぞれの分野を横断的に

つないだ、共通の基盤として行くための検討を進めてきた。 

本レポートにある様に、広告効果の指標の確立に向けて、目的や場所を選びながら、既

に多くの実証実験が行われて来ている。これ等の実証実験で積み上げられて来ている成果

を、業界全体のものとして行く取り組みが重要な課題となって来ている。今回、その取り

組みの一環として行われたデジタルコンソーシアムの実証実験に、本研究会も参画した。 

ここで得られた知見を広く開示する事によって、目標とするデジタルサイネージの訴

求効果指標の策定に向けた今後の取り組みに、本研究が寄与するものと評価している。 

今後の取り組みにおいては、政府・行政、産業界等がより緊密に連携し、インターナシ

ョナルにリードするデジタルコンテンツとシステム構築を実現させる取り組みが進められ

る事を期待する。 
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