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マイクロ広告システムの研究開発

1.  はじめに

特集

概要
　デジタルサイネージが新しいメディアとして成長する中、インテックは慶應義塾大学SFC研究所と共同で、気軽に

一般店舗に設置し、店員が簡便に広告を出せるような新しいシステムを開発している。デジタルサイネージ活用

のすそ野を広げる新しい仕組みを検討する際に、開発の目標としたのが「マイクロ広告の実現」である。「マイク

ロ広告」とは、店頭スタッフがITツールを利用し、お客さまへの思いや商品知識を含めて、店頭の表示端末や自

店のお客さまが集まる周辺エリアに発信する広告である。

　本マイクロ広告システムは、以下のような特徴をもったシステムである。

● 店頭での簡便な発信を実現するために、スマートフォンやタブレット端末（以下、スマート端末）を発信端末 

　としている。

● 広告コンテンツをサーバから取得し，ウェブブラウザで表示するため、速報性の高い広告表示や、様々な端末

　での表示を可能としている。

● スマート端末のタッチ機能を活用することにより、お客さまとお店との双方向のやり取りを行うことができる。

　マイクロ広告システムを設置した店に来店したお客さまは、その店舗ならではの商品知識の詰まった広告を視聴

できるだけでなく、スマート端末を操作して求める商品情報を閲覧することも可能となる。

　本稿では、マイクロ広告の概念を説明するとともに、スマート端末を活用して実現している本システムの特徴に

ついて実例を交えて紹介する。
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　テレビ、パソコン、ケータイに次ぐ第４のメディアとして市場

の発展が期待されるデジタルサイネージは、「屋外・店頭・公

共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ネットワークに接続

したディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発

信するシステム」と定義される。その市場の成長性に注目し、電

機業界やメディア業界から多数の企業が参入し、先進の映像技

術、端末技術、コンテンツ編集技術、クラウド技術、視聴者解析

技術などを特徴とした数多くのシステムが製品化されている

状況にある。

　しかし、現時点でデジタルサイネージは、あらゆる場所に浸透

しているとは言えない。デジタルコンテンツ協会が２０１１年３月

に発行した報告書 [1] によれば、一般消費者のデジタルサイ

ネージの認知度は１７.４％であり、広告主となる消費者向けにビ

ジネスを行っている企業での利用経験は１５% と低調である。

原因を調査結果から読み取ると、デジタルサイネージの費用対

効果が分からない状況下で、システム費用、コンテンツ制作と

5. おわりに
　本システムは、ウェブシステムをベースとして様々な端末で

の表示を可能とし、スマート端末を使って店頭からの簡便な発

信とリアルタイムな表示を実現した、店員とお客さまの信頼関

係を形作る新しいサイネージシステムである。本システムの実

証運用から約３か月経過して、発信端末を利用する店員の方の

広告への思いの変化など新たな可能性が見えてきた。店員が

主役となるヒトとヒトの関係性構築を支援するマイクロ広告型

サイネージが、店舗運営に大きなイノベーションを提供する可

能性は大きいと考えている。

　小売り店舗の将来が真剣に語られる昨今、大学生協での取

り組みを通じて蓄積したノウハウを活かして、積極的に外部展

開する予定である。また、近しい環境にある様々な大学生協に

加えて、店員とお客さまとのコミュニケーションを重要視し、

その資産活用を店舗販売形式の発展に活用したいと志向する

多くの事業者を対象に、これまでの実証ノウハウをシステムに

埋め込んだ形で実装し、実店舗で運用しやすいシステムを提案

していく計画である。
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3.  マイクロ広告システムの概要
本システムは、図２に示す機器で構成される。

　　● コンテンツ発信を行う発信端末。カメラ機能を持ったス

　　マート端末の他、発信者の IT スキルに合わせ、パソコンの

　　ブラウザや、携帯を含むメールでも発信が可能である。

　　● コンテンツの表示をブラウザ上で行う表示端末。大型モニ

もに高価であることや、視聴者にとっては、リアルタイムで即時

性のある情報、視聴時点で活用できる欲しい情報が流れてい

ないことが原因と考えられる。さらにシステムの独自性・特殊

性が高く、設置性が低いことも、システムの絶対量が少なく、認

知度が低い一因となっていると考えられる。実際、町で見かけ

るデジタルサイネージの多くが、製品メーカがプロデュースし

た全国統一の映像コンテンツを放映している。多額の広告費を

費やして制作された映像コンテンツは、人の目を引きメーカの

ブランドイメージを高める一助になってはいるが、店舗がお客

さまに伝えたい思いは反映されてはいない。広告コンテンツが

不特定多数の消費者に向けられたものであり、その店舗ならで

はの情報を与えてくれない場合には、お客さまは注目もしない

で通り過ぎていくことになる。

　一般店舗への波及性の観点において、本研究を開始した

２００９年に主要なシステムの調査を実施しているが、従来型の

デジタルサイネージシステムの多くは、以下のような問題点を

抱えていると考える。

　　● 課題１ メーカ、本社主導のコンテンツ制作

　主流である映像コンテンツやリッチメディアコンテンツ

は専門業者に作成を依頼するか、本社で一括作成する必

要があり、お客さまが求めるタイムリーな発信を行えな

い。また、コンテンツ制作のための費用が高額である。

　　● 課題２ 番組編成ベースの高度で面倒なスケジューリング

　コンテンツ表示のための高度で面倒なスケジューリン

グ（番組編成）を必要とするシステムが多く、個別の店舗の

顧客層や品ぞろえに適用するような柔軟なコンテンツ選

択ができない。

　　● 課題３ 専用機器によるサイネージ表示

　表示のための専用機器を購入する必要があるため、イニ

シャルコストが高く、設置の自由度や移設性に乏しい。また、

専用保守が必要なものが多く運用コストを高くしている。

　　●  課題４ 店舗とお客さまの関係性の未考慮

　表示端末の設置拠点における発信手段が無いか、貧弱で

ある。また、一方向で情報提供するばかりで、店員や店主と

お客さまの信頼関係を深めることに役立つシステムも少ない。

　本研究では、上記の課題解決を目標として、気軽に一般店舗

に設置し、店員が簡便に広告を発信でき、お客さまとの関係が

深まる新しいシステムの開発に取り組んでいる [２]。

　本稿では、デジタルサイネージ活用のすそ野を広げることを

目指した本システムにおける実現目標となった「マイクロ広告」

について次章で紹介する。また、開発を進めている新しいシス

テムについて第３章にて説明する。

2.  マイクロ広告とは
　マイクロ広告は、発信者が I Tを利用し、特定の場所において、

特定の人々に向けて発信する広告で、発信者と視聴者との双方

向のやり取りが可能となる広告形態である。テレビ CM に代表

されるマス広告が、不特定多数の一般消費者向けに、コンテン

ツを極力一般化して、一方向で全国統一に発信されることを考

えると、マイクロ広告はその対極にある。例えば一般の店舗にお

いては、店員が店頭において発信端末を利用し、自店の客層や

品ぞろえを考慮したうえで、購買対象となるお客さま向けに、店

頭および自店のお客さまが集まる周辺エリアに広告発信する。

来店したお客さまは、その店舗ならではのお買い得情報や、店

員の商品知識に基づいた数多くの情報に触れることができる。

さらにこれをきっかけに、端末を操作して反応を返すか、発信

者である店員に話しかけると、さらなる商品情報を得るととも

に店員との関係が深まる。

　このマイクロ広告という概念は、慶應義塾大学 SFC 研究所

が提案している地域サイネージの考え方を、実フィールドでの

システムの運用検証結果を踏まえて、同研究所との共同研究の

中で実用的な形態に発展させた概念である。

　以下に、本マイクロ広告を実現するシステムの主な要件を示す。

（１）マイクロ広告の発信は、店員の生産性を下げないよう簡便

　　なものでなくてはいけない。

　店頭における店員は、通常発注、棚卸し、レジ打ちといっ

た定常業務に追われている。その中で、広告宣伝に費やせ

る時間は限られる。店頭でメッセージを思いついた時に、

即座に発信できることが重要となる。

（２）マイクロ広告の表示は、店員が自力で運用できるオープン

　　な端末が望ましい。

　デジタルサイネージのコストを高くしている原因の１つ

は、特殊な装置と保守費用である。これを解消できるよう

コストの安い一般的な市販製品による増設が可能で、場

合によっては、既存のパソコンでもデジタルサイネージを

始められることが重要である。

（３）マイクロ広告は、手書き広告のように店員の商品知識に基

　　づいて、その商品の価値を特定のお客さまに訴えるような

　　内容が適している。

　店主の商品の知識を惜しみなく伝えようとする手書き

広告は、商品を選定しようとしているお客さまの心に響

き、情報が正確であれば店主とお客さまの信頼関係を高

めることができる。

　マイクロ広告により、低コストで、お店とお客さまの信頼関係

を高めるコンテンツを生産性良く発信し、店舗の状況に合わせ

た端末に表示することできれば、新たなサイネージの市場を生

み出すことができると考えている。

図２  マイクロ広告システムの概要図

　　ターを持ったパソコンベースの端末の他、スマート端末も

　　タッチ機能を生かした表示端末として利用可能である。

　　● コンテンツを蓄積し配信制御をおこなうサーバ。発信・表

　　示端末との通信は HTTP で行われ、Wi-Fi の活用で設置

　　性の高いシステムを構築可能である。

3.1  システムの主な特徴
　２章で提示した従来システムの課題解決の観点から本シス

テムの４つの特徴を以下に示す。

　　● 機能１ 店頭からの簡易な広告発信（課題1の解決策）

　様々な IT スキルを持つ店頭スタッフが、業務に影響が

少ない形態で発信を行うためには、それぞれが使い慣れた

機器でコンテンツを発信することが重要である。動画像は

ほとんどの場合、編集を伴うため、店頭からの発信は、１枚

の写真に短い広告文を付加した程度のコンテンツを中心

に考えている（ただし、ハイビジョン映像を登録する機能

も有している）。ウェブブラウザ、電子メールの他、スマート

端末を活用し写真付き携帯メール感覚の簡便な発信手段

を用意している。

　　● 機能２ 編成のいらないコンテンツ配信（課題２の解決策）

　店頭から頻繁にタイムリーな広告発信を行う場合、従来

システムのような番組編成を都度行うことは難しい。本シ

ステムでは単純化された番組編成作業のないコンテンツ

配信を行う。一方で、端末に性格づけをおこないコンテン

ツを自動的に振り分ける機能を有している。

　　● 機能３ 表示端末の制限が少ない構成（課題３の解決策）

　マイクロ広告システムでは専用端末を使わない表示を行

図３  基本画面レイアウト

3.2  スマート端末の活用
　マイクロ広告の要件を実現するために、本システムでは表示

と発信に、スマート端末を活用している。以下にその概要を説

明する。

（１）スマート端末表示用アプリ

　マイクロ広告システムはウェブベースであるため、様々な

ブラウザを持つ端末を表示機器として利用可能である。特

に iOS を利用したタブレット端末では、標準ブラウザを

利用した場合は、動画再生を自動的に行えないなどの制約

があり、ネイティブコード開発による表示アプリケーション

図４  iOS用表示アプリの画面と仕様

　タブレット端末は、Wi-Fi 通信によりコンテンツ受信を行っ

ているが、これまでの検証から通常の PCと比べると信頼性が

十分でなく、通信障害が発生する場合がある。本アプリでは、こ

の問題を解決するために、通信障害時には、ローカルコンテン

ツを自動再生する機能を追加している。

（２）スマート端末発信用アプリ

　簡単な発信を実現しているハードウェアの１つがスマート

フォンである。スマートフォンは、携帯性が高く、高品位な

カメラ機能を備えているため、店員が伝えたいと思ったと

きに写真付きメールの操作感覚で発信することができる。

多くのスマートフォンでは、３G回線の負荷を低減するため、

ブラウザからのファイルアップロードを制限しているため、

本システムでは iOS と Android OS に対応したネイティブ

コード開発による発信アプリケーションを用意している。

以下に、このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

　最近はカメラを備えたタブレット端末も多くなっている。

表示領域が大きく、パソコンと類似のソフトキーボードを備える

ため、携帯端末に不慣れな店舗スタッフの発信端末として活用

できる。また、小規模の店舗向けの表示、発信からコンテンツ

管理までを実現する端末としても活用できると考えている。

3.3  本システムの位置づけ
　近年、ASP(Application Service Provider) 型のデジタル

サイネージサービスが、小規模の店舗向けのサービスを開始

している。また、電子化された POP (Point Of Purchase 

advertising) の分野でネットワーク化を志向した製品も発表

されている。類似の機能を持つこれらのシステムと本システム

を比較した結果を図６に示す。図６が示すように本システムの

特徴は、表示端末のサイズ合わせ（様々な端末での表示対応）

と常時オンライン（リアルタイム）を実現している点にある。こ

れらの機能を実現している競合が少なく、本システムの強みと

考えている。

図６  本システムの特徴と競合製品比較

4.  大学生協店舗での実証実験
　本システムはいくつかの開発フェーズの段階において、実際

にお客さまへの販売ビジネスを行っているフィールドとして、

大学生協に協力をいただいて検証を実施している [３]。特に大

学生協は出資者がお客さまという特殊性をもつため、店員とお

客さまの関係性が重要視される点で、マイクロ広告の実証に適

しているといえる。これまで技術面としては、発信状況をレポー

トする機能や、店頭での発信に適する端末ハードなどいくつか

の運用の検証結果が得られており、システムの機能改善に

フィードバックを図っている。以下に、最近の２回の実証実験の

概要を示す。

①実証実験　実験システムであるマイクロ広告システムVer３.１

　で実施

　実施時期　２０１０年１０月～２０１１年３月

実験環境　表示端末６種約２０台、発信端末４種、テスター：

店長、PC 担当店員

実験成果

● 表示端末として適する装置の検証（ノートPC、Android は

　不適要素あり）

● 発信端末として適する装置の検証（携帯電話よりもタブ

　レットが有効、メールも要）

● 運用からの課題抽出（端末により表示コンテンツを変える

　ための分類が必要）

● システムの安定性（Wi-Fi 通信回線の補完機能が必要、等）

● 店舗広告の模範的発信のノウハウ蓄積

課題事項：店舗としてお客さまとのコミュニケーション機能

が必要

②実証運用　実用システムであるマイクロ広告システムVer４.０

　で実施

実施時期　２０１１年６月～２０１１年９月

実験環境　表示端末３種約１５台、発信端末２種、テスター：

店員４名＋パート１名

実験成果　

● 表示端末（ほとんどの店員がタブレット端末であれば、発

　信端末を使いこなせる。）

● 運用機能（発信数の毎日レポートが発信モチベーションを

　向上させる。）

● アンケート型コンテンツの実用性評価

　特に実証運用について注目すべき点は、これまで業務に追わ

れ店舗内の広告に着手できなかった店員も、発信に興味を持ち、

メッセージをお客さまに発信し始めたことである。しかも発信

された広告は、定型化された無味乾燥のメッセージではなく、

個性溢れる店員手作りのメッセージである。発信ツールを極力

簡便にすることが、店員の精神的な負担を軽減できることも

検証できた。一方で、お客さまが減少する時期には、発信数の

低下も見られ、定常的に本システムを店舗の販売戦略の中で

有効に活用していくノウハウの構築が重要になると思われる。

　大学生協における新たな課題は、現在紙で運用している

「ひとことカード」（お客さまご意見カード）の IT化である。これ

については、ソーシャルメディアを組み合わせた実証を２０１１年

度下期に実施する予定である。また、システムのコミュニティ分

野への適用を模索するために、学生で構成される学内の広報

サークルにもコンテンツ提供を依頼し、地域に根差すデジタル

サイネージとしての検証を実施している。

図１  大学生協でのマイクロ広告の概念図

マイクロ広告
システム

キャン
パス
空間

商品納入先（取引先）

マス広告

大学生協店員（店頭スタッフ）

情報発信

表示端末
店内
空間

情報発信
反応

学生・教職員（お客さま）

全国共通
コンテンツ
は流さない

表示端末

店頭からの簡易な広告発信
●モバイル機器で業務の合間にコンテンツ登録
●デザインテンプレートで簡単レイアウト

編成の要らないコンテンツ配信
●ロケーションにあわせ、柔軟に表示内容を変化させる

お客さまとのコミュニケーションを支援
●コンテンツをきっかけに、店員とお客さまとの間で対話の発生を促す

表示端末の制限が少ない構成
●使用する機器（ＯＳ、ブラウザ、画面サイズ）に
　あわせてコンテンツを自動調整
●動画像などのフォーマット変換

店頭スタッフ

店舗空間

お客さま

広告発信端末

広告表示端末

※HTTP 通信により
　コンテンツを発信

※WiMAX、WiFi で
端末をワイヤレス接続

※HTTP 通信により
　コンテンツを配信

ＩＰネットワーク

サイネージサーバ

定型広告文

発信者名、
イラスト

広告写真

広告文

表示サイズ
合わせ

ネットやサーバへの
接続

表示
バリエーション

多地点管理

不可能　　                              複数機種対応　　                                           可能

オフライン　 両方
配信時のみオン

無し
少し考慮
市販品利用

簡単

動画なし
WEBのみ 動画OK

動画
＋タッチ
＋めくり

無し
条件付き

メイン機への増設
可能

大きさは
競合の数・種類 ：マイクロ広告システム

コンテンツ
入力機能

常時
オンライン

魅力

魅力

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS

ハード要件
主な機能

PlumUploader
●iOS 3.2 ～ 4.3
●Android OS 1.6、2.2
通信回線（WiFi）、カメラ
●ユーザ認証
●テキストをアップロード
●写真をアップロード
●カメラ撮影機能
●音声認識入力
  （Android のみ、 Google
   音声 検索利用）

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS
ハード要件
主な機能

PlumSignagePlayer
iOS 3.2 ～ 4.3
通信回線（WiFi）
●ウェブベースサイネージ
  コンテンツ表示
●動画自動再生
●通信障害時、ローカル
  コンテンツ再生
●設定リンクブラウザ※画面は開発中のものです。

※画面は開発中のものです。

う必要がある。このため配信の仕組みは一般的なコンテン

ツを個別に蓄積する方式をあえて採用せず、ウェブコンテ

ンツをベースとして常に最新のコンテンツを配信する。こ

れにより、大型ディスプレイで表示される端末だけでなく、

無線 LAN 機能を有し、商品の中へ配置できるようなタブ

レット型端末を含め様々なブラウザを持った機器を表示

端末として利用可能である。ディスプレイサイズに合わせ

てレイアウトを自動調整する機能や、単調になりがちな静

止画コンテンツをスクリプト技術により動きを持たせる機

能、動画コンテンツの自動変換を実現している。

　　● 機能４ お客さまとのコミュニケーション支援（課題４の解決策）

　マイクロ広告では、店員とお客さまとの関係性を高める

機能が必要である。本システムでは図３に示すように発信

者の情報を掲載しており、広告に興味を持ったお客さまが

店員に話しかけるきっかけになる。また、スマート端末を利

用した表示端末のタッチ機能に着目し、現段階では、お客

さまが表示端末を操作し検索・閲覧できる「めくれるサイ

ネージ」機能と、店頭アンケートを簡単に実施できる「投票

型コンテンツ」機能を実現している。これらの機能で得ら

れたお客さまの反応は、デジタルサイネージの機能として

重要な店員が実感できる効果指標にもなる。

図５  iOS/Android 用発信アプリの画面と仕様

を用意している。さらに、このアプリケーションに機能を加

え、持てる、触れるサイネージ端末を実現している。以下に、

このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

＋
＋＋＋

：
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信

学生 教職 ※（マイクロ広告　
　 のコンテンツ）
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マイクロ広告システムの研究開発

1.  はじめに

特集

概要
　デジタルサイネージが新しいメディアとして成長する中、インテックは慶應義塾大学SFC研究所と共同で、気軽に

一般店舗に設置し、店員が簡便に広告を出せるような新しいシステムを開発している。デジタルサイネージ活用

のすそ野を広げる新しい仕組みを検討する際に、開発の目標としたのが「マイクロ広告の実現」である。「マイク

ロ広告」とは、店頭スタッフがITツールを利用し、お客さまへの思いや商品知識を含めて、店頭の表示端末や自

店のお客さまが集まる周辺エリアに発信する広告である。

　本マイクロ広告システムは、以下のような特徴をもったシステムである。

● 店頭での簡便な発信を実現するために、スマートフォンやタブレット端末（以下、スマート端末）を発信端末 

　としている。

● 広告コンテンツをサーバから取得し，ウェブブラウザで表示するため、速報性の高い広告表示や、様々な端末

　での表示を可能としている。

● スマート端末のタッチ機能を活用することにより、お客さまとお店との双方向のやり取りを行うことができる。

　マイクロ広告システムを設置した店に来店したお客さまは、その店舗ならではの商品知識の詰まった広告を視聴

できるだけでなく、スマート端末を操作して求める商品情報を閲覧することも可能となる。

　本稿では、マイクロ広告の概念を説明するとともに、スマート端末を活用して実現している本システムの特徴に

ついて実例を交えて紹介する。

特
集

特
集

特
集

　テレビ、パソコン、ケータイに次ぐ第４のメディアとして市場

の発展が期待されるデジタルサイネージは、「屋外・店頭・公

共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ネットワークに接続

したディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発

信するシステム」と定義される。その市場の成長性に注目し、電

機業界やメディア業界から多数の企業が参入し、先進の映像技

術、端末技術、コンテンツ編集技術、クラウド技術、視聴者解析

技術などを特徴とした数多くのシステムが製品化されている

状況にある。

　しかし、現時点でデジタルサイネージは、あらゆる場所に浸透

しているとは言えない。デジタルコンテンツ協会が２０１１年３月

に発行した報告書 [1] によれば、一般消費者のデジタルサイ

ネージの認知度は１７.４％であり、広告主となる消費者向けにビ

ジネスを行っている企業での利用経験は１５% と低調である。

原因を調査結果から読み取ると、デジタルサイネージの費用対

効果が分からない状況下で、システム費用、コンテンツ制作と

5. おわりに
　本システムは、ウェブシステムをベースとして様々な端末で

の表示を可能とし、スマート端末を使って店頭からの簡便な発

信とリアルタイムな表示を実現した、店員とお客さまの信頼関

係を形作る新しいサイネージシステムである。本システムの実

証運用から約３か月経過して、発信端末を利用する店員の方の

広告への思いの変化など新たな可能性が見えてきた。店員が

主役となるヒトとヒトの関係性構築を支援するマイクロ広告型

サイネージが、店舗運営に大きなイノベーションを提供する可

能性は大きいと考えている。

　小売り店舗の将来が真剣に語られる昨今、大学生協での取

り組みを通じて蓄積したノウハウを活かして、積極的に外部展

開する予定である。また、近しい環境にある様々な大学生協に

加えて、店員とお客さまとのコミュニケーションを重要視し、

その資産活用を店舗販売形式の発展に活用したいと志向する

多くの事業者を対象に、これまでの実証ノウハウをシステムに

埋め込んだ形で実装し、実店舗で運用しやすいシステムを提案

していく計画である。
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3.  マイクロ広告システムの概要
本システムは、図２に示す機器で構成される。

　　● コンテンツ発信を行う発信端末。カメラ機能を持ったス

　　マート端末の他、発信者の IT スキルに合わせ、パソコンの

　　ブラウザや、携帯を含むメールでも発信が可能である。

　　● コンテンツの表示をブラウザ上で行う表示端末。大型モニ

もに高価であることや、視聴者にとっては、リアルタイムで即時

性のある情報、視聴時点で活用できる欲しい情報が流れてい

ないことが原因と考えられる。さらにシステムの独自性・特殊

性が高く、設置性が低いことも、システムの絶対量が少なく、認

知度が低い一因となっていると考えられる。実際、町で見かけ

るデジタルサイネージの多くが、製品メーカがプロデュースし

た全国統一の映像コンテンツを放映している。多額の広告費を

費やして制作された映像コンテンツは、人の目を引きメーカの

ブランドイメージを高める一助になってはいるが、店舗がお客

さまに伝えたい思いは反映されてはいない。広告コンテンツが

不特定多数の消費者に向けられたものであり、その店舗ならで

はの情報を与えてくれない場合には、お客さまは注目もしない

で通り過ぎていくことになる。

　一般店舗への波及性の観点において、本研究を開始した

２００９年に主要なシステムの調査を実施しているが、従来型の

デジタルサイネージシステムの多くは、以下のような問題点を

抱えていると考える。

　　● 課題１ メーカ、本社主導のコンテンツ制作

　主流である映像コンテンツやリッチメディアコンテンツ

は専門業者に作成を依頼するか、本社で一括作成する必

要があり、お客さまが求めるタイムリーな発信を行えな

い。また、コンテンツ制作のための費用が高額である。

　　● 課題２ 番組編成ベースの高度で面倒なスケジューリング

　コンテンツ表示のための高度で面倒なスケジューリン

グ（番組編成）を必要とするシステムが多く、個別の店舗の

顧客層や品ぞろえに適用するような柔軟なコンテンツ選

択ができない。

　　● 課題３ 専用機器によるサイネージ表示

　表示のための専用機器を購入する必要があるため、イニ

シャルコストが高く、設置の自由度や移設性に乏しい。また、

専用保守が必要なものが多く運用コストを高くしている。

　　●  課題４ 店舗とお客さまの関係性の未考慮

　表示端末の設置拠点における発信手段が無いか、貧弱で

ある。また、一方向で情報提供するばかりで、店員や店主と

お客さまの信頼関係を深めることに役立つシステムも少ない。

　本研究では、上記の課題解決を目標として、気軽に一般店舗

に設置し、店員が簡便に広告を発信でき、お客さまとの関係が

深まる新しいシステムの開発に取り組んでいる [２]。

　本稿では、デジタルサイネージ活用のすそ野を広げることを

目指した本システムにおける実現目標となった「マイクロ広告」

について次章で紹介する。また、開発を進めている新しいシス

テムについて第３章にて説明する。

2.  マイクロ広告とは
　マイクロ広告は、発信者が I Tを利用し、特定の場所において、

特定の人々に向けて発信する広告で、発信者と視聴者との双方

向のやり取りが可能となる広告形態である。テレビ CM に代表

されるマス広告が、不特定多数の一般消費者向けに、コンテン

ツを極力一般化して、一方向で全国統一に発信されることを考

えると、マイクロ広告はその対極にある。例えば一般の店舗にお

いては、店員が店頭において発信端末を利用し、自店の客層や

品ぞろえを考慮したうえで、購買対象となるお客さま向けに、店

頭および自店のお客さまが集まる周辺エリアに広告発信する。

来店したお客さまは、その店舗ならではのお買い得情報や、店

員の商品知識に基づいた数多くの情報に触れることができる。

さらにこれをきっかけに、端末を操作して反応を返すか、発信

者である店員に話しかけると、さらなる商品情報を得るととも

に店員との関係が深まる。

　このマイクロ広告という概念は、慶應義塾大学 SFC 研究所

が提案している地域サイネージの考え方を、実フィールドでの

システムの運用検証結果を踏まえて、同研究所との共同研究の

中で実用的な形態に発展させた概念である。

　以下に、本マイクロ広告を実現するシステムの主な要件を示す。

（１）マイクロ広告の発信は、店員の生産性を下げないよう簡便

　　なものでなくてはいけない。

　店頭における店員は、通常発注、棚卸し、レジ打ちといっ

た定常業務に追われている。その中で、広告宣伝に費やせ

る時間は限られる。店頭でメッセージを思いついた時に、

即座に発信できることが重要となる。

（２）マイクロ広告の表示は、店員が自力で運用できるオープン

　　な端末が望ましい。

　デジタルサイネージのコストを高くしている原因の１つ

は、特殊な装置と保守費用である。これを解消できるよう

コストの安い一般的な市販製品による増設が可能で、場

合によっては、既存のパソコンでもデジタルサイネージを

始められることが重要である。

（３）マイクロ広告は、手書き広告のように店員の商品知識に基

　　づいて、その商品の価値を特定のお客さまに訴えるような

　　内容が適している。

　店主の商品の知識を惜しみなく伝えようとする手書き

広告は、商品を選定しようとしているお客さまの心に響

き、情報が正確であれば店主とお客さまの信頼関係を高

めることができる。

　マイクロ広告により、低コストで、お店とお客さまの信頼関係

を高めるコンテンツを生産性良く発信し、店舗の状況に合わせ

た端末に表示することできれば、新たなサイネージの市場を生

み出すことができると考えている。

図２  マイクロ広告システムの概要図

　　ターを持ったパソコンベースの端末の他、スマート端末も

　　タッチ機能を生かした表示端末として利用可能である。

　　● コンテンツを蓄積し配信制御をおこなうサーバ。発信・表

　　示端末との通信は HTTP で行われ、Wi-Fi の活用で設置

　　性の高いシステムを構築可能である。

3.1  システムの主な特徴
　２章で提示した従来システムの課題解決の観点から本シス

テムの４つの特徴を以下に示す。

　　● 機能１ 店頭からの簡易な広告発信（課題1の解決策）

　様々な IT スキルを持つ店頭スタッフが、業務に影響が

少ない形態で発信を行うためには、それぞれが使い慣れた

機器でコンテンツを発信することが重要である。動画像は

ほとんどの場合、編集を伴うため、店頭からの発信は、１枚

の写真に短い広告文を付加した程度のコンテンツを中心

に考えている（ただし、ハイビジョン映像を登録する機能

も有している）。ウェブブラウザ、電子メールの他、スマート

端末を活用し写真付き携帯メール感覚の簡便な発信手段

を用意している。

　　● 機能２ 編成のいらないコンテンツ配信（課題２の解決策）

　店頭から頻繁にタイムリーな広告発信を行う場合、従来

システムのような番組編成を都度行うことは難しい。本シ

ステムでは単純化された番組編成作業のないコンテンツ

配信を行う。一方で、端末に性格づけをおこないコンテン

ツを自動的に振り分ける機能を有している。

　　● 機能３ 表示端末の制限が少ない構成（課題３の解決策）

　マイクロ広告システムでは専用端末を使わない表示を行

図３  基本画面レイアウト

3.2  スマート端末の活用
　マイクロ広告の要件を実現するために、本システムでは表示

と発信に、スマート端末を活用している。以下にその概要を説

明する。

（１）スマート端末表示用アプリ

　マイクロ広告システムはウェブベースであるため、様々な

ブラウザを持つ端末を表示機器として利用可能である。特

に iOS を利用したタブレット端末では、標準ブラウザを

利用した場合は、動画再生を自動的に行えないなどの制約

があり、ネイティブコード開発による表示アプリケーション

図４  iOS用表示アプリの画面と仕様

　タブレット端末は、Wi-Fi 通信によりコンテンツ受信を行っ

ているが、これまでの検証から通常の PCと比べると信頼性が

十分でなく、通信障害が発生する場合がある。本アプリでは、こ

の問題を解決するために、通信障害時には、ローカルコンテン

ツを自動再生する機能を追加している。

（２）スマート端末発信用アプリ

　簡単な発信を実現しているハードウェアの１つがスマート

フォンである。スマートフォンは、携帯性が高く、高品位な

カメラ機能を備えているため、店員が伝えたいと思ったと

きに写真付きメールの操作感覚で発信することができる。

多くのスマートフォンでは、３G回線の負荷を低減するため、

ブラウザからのファイルアップロードを制限しているため、

本システムでは iOS と Android OS に対応したネイティブ

コード開発による発信アプリケーションを用意している。

以下に、このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

　最近はカメラを備えたタブレット端末も多くなっている。

表示領域が大きく、パソコンと類似のソフトキーボードを備える

ため、携帯端末に不慣れな店舗スタッフの発信端末として活用

できる。また、小規模の店舗向けの表示、発信からコンテンツ

管理までを実現する端末としても活用できると考えている。

3.3  本システムの位置づけ
　近年、ASP(Application Service Provider) 型のデジタル

サイネージサービスが、小規模の店舗向けのサービスを開始

している。また、電子化された POP (Point Of Purchase 

advertising) の分野でネットワーク化を志向した製品も発表

されている。類似の機能を持つこれらのシステムと本システム

を比較した結果を図６に示す。図６が示すように本システムの

特徴は、表示端末のサイズ合わせ（様々な端末での表示対応）

と常時オンライン（リアルタイム）を実現している点にある。こ

れらの機能を実現している競合が少なく、本システムの強みと

考えている。

図６  本システムの特徴と競合製品比較

4.  大学生協店舗での実証実験
　本システムはいくつかの開発フェーズの段階において、実際

にお客さまへの販売ビジネスを行っているフィールドとして、

大学生協に協力をいただいて検証を実施している [３]。特に大

学生協は出資者がお客さまという特殊性をもつため、店員とお

客さまの関係性が重要視される点で、マイクロ広告の実証に適

しているといえる。これまで技術面としては、発信状況をレポー

トする機能や、店頭での発信に適する端末ハードなどいくつか

の運用の検証結果が得られており、システムの機能改善に

フィードバックを図っている。以下に、最近の２回の実証実験の

概要を示す。

①実証実験　実験システムであるマイクロ広告システムVer３.１

　で実施

　実施時期　２０１０年１０月～２０１１年３月

実験環境　表示端末６種約２０台、発信端末４種、テスター：

店長、PC 担当店員

実験成果

● 表示端末として適する装置の検証（ノートPC、Android は

　不適要素あり）

● 発信端末として適する装置の検証（携帯電話よりもタブ

　レットが有効、メールも要）

● 運用からの課題抽出（端末により表示コンテンツを変える

　ための分類が必要）

● システムの安定性（Wi-Fi 通信回線の補完機能が必要、等）

● 店舗広告の模範的発信のノウハウ蓄積

課題事項：店舗としてお客さまとのコミュニケーション機能

が必要

②実証運用　実用システムであるマイクロ広告システムVer４.０

　で実施

実施時期　２０１１年６月～２０１１年９月

実験環境　表示端末３種約１５台、発信端末２種、テスター：

店員４名＋パート１名

実験成果　

● 表示端末（ほとんどの店員がタブレット端末であれば、発

　信端末を使いこなせる。）

● 運用機能（発信数の毎日レポートが発信モチベーションを

　向上させる。）

● アンケート型コンテンツの実用性評価

　特に実証運用について注目すべき点は、これまで業務に追わ

れ店舗内の広告に着手できなかった店員も、発信に興味を持ち、

メッセージをお客さまに発信し始めたことである。しかも発信

された広告は、定型化された無味乾燥のメッセージではなく、

個性溢れる店員手作りのメッセージである。発信ツールを極力

簡便にすることが、店員の精神的な負担を軽減できることも

検証できた。一方で、お客さまが減少する時期には、発信数の

低下も見られ、定常的に本システムを店舗の販売戦略の中で

有効に活用していくノウハウの構築が重要になると思われる。

　大学生協における新たな課題は、現在紙で運用している

「ひとことカード」（お客さまご意見カード）の IT化である。これ

については、ソーシャルメディアを組み合わせた実証を２０１１年

度下期に実施する予定である。また、システムのコミュニティ分

野への適用を模索するために、学生で構成される学内の広報

サークルにもコンテンツ提供を依頼し、地域に根差すデジタル

サイネージとしての検証を実施している。

図１  大学生協でのマイクロ広告の概念図
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●コンテンツをきっかけに、店員とお客さまとの間で対話の発生を促す

表示端末の制限が少ない構成
●使用する機器（ＯＳ、ブラウザ、画面サイズ）に
　あわせてコンテンツを自動調整
●動画像などのフォーマット変換

店頭スタッフ

店舗空間

お客さま

広告発信端末

広告表示端末

※HTTP 通信により
　コンテンツを発信

※WiMAX、WiFi で
端末をワイヤレス接続

※HTTP 通信により
　コンテンツを配信

ＩＰネットワーク

サイネージサーバ

定型広告文

発信者名、
イラスト

広告写真

広告文

表示サイズ
合わせ

ネットやサーバへの
接続

表示
バリエーション

多地点管理

不可能　　                              複数機種対応　　                                           可能

オフライン　 両方
配信時のみオン

無し
少し考慮
市販品利用

簡単

動画なし
WEBのみ 動画OK
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大きさは
競合の数・種類 ：マイクロ広告システム

コンテンツ
入力機能

常時
オンライン

魅力

魅力

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS

ハード要件
主な機能

PlumUploader
●iOS 3.2 ～ 4.3
●Android OS 1.6、2.2
通信回線（WiFi）、カメラ
●ユーザ認証
●テキストをアップロード
●写真をアップロード
●カメラ撮影機能
●音声認識入力
  （Android のみ、 Google
   音声 検索利用）

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS
ハード要件
主な機能

PlumSignagePlayer
iOS 3.2 ～ 4.3
通信回線（WiFi）
●ウェブベースサイネージ
  コンテンツ表示
●動画自動再生
●通信障害時、ローカル
  コンテンツ再生
●設定リンクブラウザ※画面は開発中のものです。

※画面は開発中のものです。

う必要がある。このため配信の仕組みは一般的なコンテン

ツを個別に蓄積する方式をあえて採用せず、ウェブコンテ

ンツをベースとして常に最新のコンテンツを配信する。こ

れにより、大型ディスプレイで表示される端末だけでなく、

無線 LAN 機能を有し、商品の中へ配置できるようなタブ

レット型端末を含め様々なブラウザを持った機器を表示

端末として利用可能である。ディスプレイサイズに合わせ

てレイアウトを自動調整する機能や、単調になりがちな静

止画コンテンツをスクリプト技術により動きを持たせる機

能、動画コンテンツの自動変換を実現している。

　　● 機能４ お客さまとのコミュニケーション支援（課題４の解決策）

　マイクロ広告では、店員とお客さまとの関係性を高める

機能が必要である。本システムでは図３に示すように発信

者の情報を掲載しており、広告に興味を持ったお客さまが

店員に話しかけるきっかけになる。また、スマート端末を利

用した表示端末のタッチ機能に着目し、現段階では、お客

さまが表示端末を操作し検索・閲覧できる「めくれるサイ

ネージ」機能と、店頭アンケートを簡単に実施できる「投票

型コンテンツ」機能を実現している。これらの機能で得ら

れたお客さまの反応は、デジタルサイネージの機能として

重要な店員が実感できる効果指標にもなる。

図５  iOS/Android 用発信アプリの画面と仕様

を用意している。さらに、このアプリケーションに機能を加

え、持てる、触れるサイネージ端末を実現している。以下に、

このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

＋
＋＋＋
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マイクロ広告システムの研究開発

1.  はじめに

特集

概要
　デジタルサイネージが新しいメディアとして成長する中、インテックは慶應義塾大学SFC研究所と共同で、気軽に

一般店舗に設置し、店員が簡便に広告を出せるような新しいシステムを開発している。デジタルサイネージ活用

のすそ野を広げる新しい仕組みを検討する際に、開発の目標としたのが「マイクロ広告の実現」である。「マイク

ロ広告」とは、店頭スタッフがITツールを利用し、お客さまへの思いや商品知識を含めて、店頭の表示端末や自

店のお客さまが集まる周辺エリアに発信する広告である。

　本マイクロ広告システムは、以下のような特徴をもったシステムである。

● 店頭での簡便な発信を実現するために、スマートフォンやタブレット端末（以下、スマート端末）を発信端末 

　としている。

● 広告コンテンツをサーバから取得し，ウェブブラウザで表示するため、速報性の高い広告表示や、様々な端末

　での表示を可能としている。

● スマート端末のタッチ機能を活用することにより、お客さまとお店との双方向のやり取りを行うことができる。

　マイクロ広告システムを設置した店に来店したお客さまは、その店舗ならではの商品知識の詰まった広告を視聴

できるだけでなく、スマート端末を操作して求める商品情報を閲覧することも可能となる。

　本稿では、マイクロ広告の概念を説明するとともに、スマート端末を活用して実現している本システムの特徴に

ついて実例を交えて紹介する。

特
集

特
集

特
集

　テレビ、パソコン、ケータイに次ぐ第４のメディアとして市場

の発展が期待されるデジタルサイネージは、「屋外・店頭・公

共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ネットワークに接続

したディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発

信するシステム」と定義される。その市場の成長性に注目し、電

機業界やメディア業界から多数の企業が参入し、先進の映像技

術、端末技術、コンテンツ編集技術、クラウド技術、視聴者解析

技術などを特徴とした数多くのシステムが製品化されている

状況にある。

　しかし、現時点でデジタルサイネージは、あらゆる場所に浸透

しているとは言えない。デジタルコンテンツ協会が２０１１年３月

に発行した報告書 [1] によれば、一般消費者のデジタルサイ

ネージの認知度は１７.４％であり、広告主となる消費者向けにビ

ジネスを行っている企業での利用経験は１５% と低調である。

原因を調査結果から読み取ると、デジタルサイネージの費用対

効果が分からない状況下で、システム費用、コンテンツ制作と

5. おわりに
　本システムは、ウェブシステムをベースとして様々な端末で

の表示を可能とし、スマート端末を使って店頭からの簡便な発

信とリアルタイムな表示を実現した、店員とお客さまの信頼関

係を形作る新しいサイネージシステムである。本システムの実

証運用から約３か月経過して、発信端末を利用する店員の方の

広告への思いの変化など新たな可能性が見えてきた。店員が

主役となるヒトとヒトの関係性構築を支援するマイクロ広告型

サイネージが、店舗運営に大きなイノベーションを提供する可

能性は大きいと考えている。

　小売り店舗の将来が真剣に語られる昨今、大学生協での取

り組みを通じて蓄積したノウハウを活かして、積極的に外部展

開する予定である。また、近しい環境にある様々な大学生協に

加えて、店員とお客さまとのコミュニケーションを重要視し、

その資産活用を店舗販売形式の発展に活用したいと志向する

多くの事業者を対象に、これまでの実証ノウハウをシステムに

埋め込んだ形で実装し、実店舗で運用しやすいシステムを提案

していく計画である。
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3.  マイクロ広告システムの概要
本システムは、図２に示す機器で構成される。

　　● コンテンツ発信を行う発信端末。カメラ機能を持ったス

　　マート端末の他、発信者の IT スキルに合わせ、パソコンの

　　ブラウザや、携帯を含むメールでも発信が可能である。

　　● コンテンツの表示をブラウザ上で行う表示端末。大型モニ

もに高価であることや、視聴者にとっては、リアルタイムで即時

性のある情報、視聴時点で活用できる欲しい情報が流れてい

ないことが原因と考えられる。さらにシステムの独自性・特殊

性が高く、設置性が低いことも、システムの絶対量が少なく、認

知度が低い一因となっていると考えられる。実際、町で見かけ

るデジタルサイネージの多くが、製品メーカがプロデュースし

た全国統一の映像コンテンツを放映している。多額の広告費を

費やして制作された映像コンテンツは、人の目を引きメーカの

ブランドイメージを高める一助になってはいるが、店舗がお客

さまに伝えたい思いは反映されてはいない。広告コンテンツが

不特定多数の消費者に向けられたものであり、その店舗ならで

はの情報を与えてくれない場合には、お客さまは注目もしない

で通り過ぎていくことになる。

　一般店舗への波及性の観点において、本研究を開始した

２００９年に主要なシステムの調査を実施しているが、従来型の

デジタルサイネージシステムの多くは、以下のような問題点を

抱えていると考える。

　　● 課題１ メーカ、本社主導のコンテンツ制作

　主流である映像コンテンツやリッチメディアコンテンツ

は専門業者に作成を依頼するか、本社で一括作成する必

要があり、お客さまが求めるタイムリーな発信を行えな

い。また、コンテンツ制作のための費用が高額である。

　　● 課題２ 番組編成ベースの高度で面倒なスケジューリング

　コンテンツ表示のための高度で面倒なスケジューリン

グ（番組編成）を必要とするシステムが多く、個別の店舗の

顧客層や品ぞろえに適用するような柔軟なコンテンツ選

択ができない。

　　● 課題３ 専用機器によるサイネージ表示

　表示のための専用機器を購入する必要があるため、イニ

シャルコストが高く、設置の自由度や移設性に乏しい。また、

専用保守が必要なものが多く運用コストを高くしている。

　　●  課題４ 店舗とお客さまの関係性の未考慮

　表示端末の設置拠点における発信手段が無いか、貧弱で

ある。また、一方向で情報提供するばかりで、店員や店主と

お客さまの信頼関係を深めることに役立つシステムも少ない。

　本研究では、上記の課題解決を目標として、気軽に一般店舗

に設置し、店員が簡便に広告を発信でき、お客さまとの関係が

深まる新しいシステムの開発に取り組んでいる [２]。

　本稿では、デジタルサイネージ活用のすそ野を広げることを

目指した本システムにおける実現目標となった「マイクロ広告」

について次章で紹介する。また、開発を進めている新しいシス

テムについて第３章にて説明する。

2.  マイクロ広告とは
　マイクロ広告は、発信者が I Tを利用し、特定の場所において、

特定の人々に向けて発信する広告で、発信者と視聴者との双方

向のやり取りが可能となる広告形態である。テレビ CM に代表

されるマス広告が、不特定多数の一般消費者向けに、コンテン

ツを極力一般化して、一方向で全国統一に発信されることを考

えると、マイクロ広告はその対極にある。例えば一般の店舗にお

いては、店員が店頭において発信端末を利用し、自店の客層や

品ぞろえを考慮したうえで、購買対象となるお客さま向けに、店

頭および自店のお客さまが集まる周辺エリアに広告発信する。

来店したお客さまは、その店舗ならではのお買い得情報や、店

員の商品知識に基づいた数多くの情報に触れることができる。

さらにこれをきっかけに、端末を操作して反応を返すか、発信

者である店員に話しかけると、さらなる商品情報を得るととも

に店員との関係が深まる。

　このマイクロ広告という概念は、慶應義塾大学 SFC 研究所

が提案している地域サイネージの考え方を、実フィールドでの

システムの運用検証結果を踏まえて、同研究所との共同研究の

中で実用的な形態に発展させた概念である。

　以下に、本マイクロ広告を実現するシステムの主な要件を示す。

（１）マイクロ広告の発信は、店員の生産性を下げないよう簡便

　　なものでなくてはいけない。

　店頭における店員は、通常発注、棚卸し、レジ打ちといっ

た定常業務に追われている。その中で、広告宣伝に費やせ

る時間は限られる。店頭でメッセージを思いついた時に、

即座に発信できることが重要となる。

（２）マイクロ広告の表示は、店員が自力で運用できるオープン

　　な端末が望ましい。

　デジタルサイネージのコストを高くしている原因の１つ

は、特殊な装置と保守費用である。これを解消できるよう

コストの安い一般的な市販製品による増設が可能で、場

合によっては、既存のパソコンでもデジタルサイネージを

始められることが重要である。

（３）マイクロ広告は、手書き広告のように店員の商品知識に基

　　づいて、その商品の価値を特定のお客さまに訴えるような

　　内容が適している。

　店主の商品の知識を惜しみなく伝えようとする手書き

広告は、商品を選定しようとしているお客さまの心に響

き、情報が正確であれば店主とお客さまの信頼関係を高

めることができる。

　マイクロ広告により、低コストで、お店とお客さまの信頼関係

を高めるコンテンツを生産性良く発信し、店舗の状況に合わせ

た端末に表示することできれば、新たなサイネージの市場を生

み出すことができると考えている。

図２  マイクロ広告システムの概要図

　　ターを持ったパソコンベースの端末の他、スマート端末も

　　タッチ機能を生かした表示端末として利用可能である。

　　● コンテンツを蓄積し配信制御をおこなうサーバ。発信・表

　　示端末との通信は HTTP で行われ、Wi-Fi の活用で設置

　　性の高いシステムを構築可能である。

3.1  システムの主な特徴
　２章で提示した従来システムの課題解決の観点から本シス

テムの４つの特徴を以下に示す。

　　● 機能１ 店頭からの簡易な広告発信（課題1の解決策）

　様々な IT スキルを持つ店頭スタッフが、業務に影響が

少ない形態で発信を行うためには、それぞれが使い慣れた

機器でコンテンツを発信することが重要である。動画像は

ほとんどの場合、編集を伴うため、店頭からの発信は、１枚

の写真に短い広告文を付加した程度のコンテンツを中心

に考えている（ただし、ハイビジョン映像を登録する機能

も有している）。ウェブブラウザ、電子メールの他、スマート

端末を活用し写真付き携帯メール感覚の簡便な発信手段

を用意している。

　　● 機能２ 編成のいらないコンテンツ配信（課題２の解決策）

　店頭から頻繁にタイムリーな広告発信を行う場合、従来

システムのような番組編成を都度行うことは難しい。本シ

ステムでは単純化された番組編成作業のないコンテンツ

配信を行う。一方で、端末に性格づけをおこないコンテン

ツを自動的に振り分ける機能を有している。

　　● 機能３ 表示端末の制限が少ない構成（課題３の解決策）

　マイクロ広告システムでは専用端末を使わない表示を行

図３  基本画面レイアウト

3.2  スマート端末の活用
　マイクロ広告の要件を実現するために、本システムでは表示

と発信に、スマート端末を活用している。以下にその概要を説

明する。

（１）スマート端末表示用アプリ

　マイクロ広告システムはウェブベースであるため、様々な

ブラウザを持つ端末を表示機器として利用可能である。特

に iOS を利用したタブレット端末では、標準ブラウザを

利用した場合は、動画再生を自動的に行えないなどの制約

があり、ネイティブコード開発による表示アプリケーション

図４  iOS用表示アプリの画面と仕様

　タブレット端末は、Wi-Fi 通信によりコンテンツ受信を行っ

ているが、これまでの検証から通常の PCと比べると信頼性が

十分でなく、通信障害が発生する場合がある。本アプリでは、こ

の問題を解決するために、通信障害時には、ローカルコンテン

ツを自動再生する機能を追加している。

（２）スマート端末発信用アプリ

　簡単な発信を実現しているハードウェアの１つがスマート

フォンである。スマートフォンは、携帯性が高く、高品位な

カメラ機能を備えているため、店員が伝えたいと思ったと

きに写真付きメールの操作感覚で発信することができる。

多くのスマートフォンでは、３G回線の負荷を低減するため、

ブラウザからのファイルアップロードを制限しているため、

本システムでは iOS と Android OS に対応したネイティブ

コード開発による発信アプリケーションを用意している。

以下に、このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

　最近はカメラを備えたタブレット端末も多くなっている。

表示領域が大きく、パソコンと類似のソフトキーボードを備える

ため、携帯端末に不慣れな店舗スタッフの発信端末として活用

できる。また、小規模の店舗向けの表示、発信からコンテンツ

管理までを実現する端末としても活用できると考えている。

3.3  本システムの位置づけ
　近年、ASP(Application Service Provider) 型のデジタル

サイネージサービスが、小規模の店舗向けのサービスを開始

している。また、電子化された POP (Point Of Purchase 

advertising) の分野でネットワーク化を志向した製品も発表

されている。類似の機能を持つこれらのシステムと本システム

を比較した結果を図６に示す。図６が示すように本システムの

特徴は、表示端末のサイズ合わせ（様々な端末での表示対応）

と常時オンライン（リアルタイム）を実現している点にある。こ

れらの機能を実現している競合が少なく、本システムの強みと

考えている。

図６  本システムの特徴と競合製品比較

4.  大学生協店舗での実証実験
　本システムはいくつかの開発フェーズの段階において、実際

にお客さまへの販売ビジネスを行っているフィールドとして、

大学生協に協力をいただいて検証を実施している [３]。特に大

学生協は出資者がお客さまという特殊性をもつため、店員とお

客さまの関係性が重要視される点で、マイクロ広告の実証に適

しているといえる。これまで技術面としては、発信状況をレポー

トする機能や、店頭での発信に適する端末ハードなどいくつか

の運用の検証結果が得られており、システムの機能改善に

フィードバックを図っている。以下に、最近の２回の実証実験の

概要を示す。

①実証実験　実験システムであるマイクロ広告システムVer３.１

　で実施

　実施時期　２０１０年１０月～２０１１年３月

実験環境　表示端末６種約２０台、発信端末４種、テスター：

店長、PC 担当店員

実験成果

● 表示端末として適する装置の検証（ノートPC、Android は

　不適要素あり）

● 発信端末として適する装置の検証（携帯電話よりもタブ

　レットが有効、メールも要）

● 運用からの課題抽出（端末により表示コンテンツを変える

　ための分類が必要）

● システムの安定性（Wi-Fi 通信回線の補完機能が必要、等）

● 店舗広告の模範的発信のノウハウ蓄積

課題事項：店舗としてお客さまとのコミュニケーション機能

が必要

②実証運用　実用システムであるマイクロ広告システムVer４.０

　で実施

実施時期　２０１１年６月～２０１１年９月

実験環境　表示端末３種約１５台、発信端末２種、テスター：

店員４名＋パート１名

実験成果　

● 表示端末（ほとんどの店員がタブレット端末であれば、発

　信端末を使いこなせる。）

● 運用機能（発信数の毎日レポートが発信モチベーションを

　向上させる。）

● アンケート型コンテンツの実用性評価

　特に実証運用について注目すべき点は、これまで業務に追わ

れ店舗内の広告に着手できなかった店員も、発信に興味を持ち、

メッセージをお客さまに発信し始めたことである。しかも発信

された広告は、定型化された無味乾燥のメッセージではなく、

個性溢れる店員手作りのメッセージである。発信ツールを極力

簡便にすることが、店員の精神的な負担を軽減できることも

検証できた。一方で、お客さまが減少する時期には、発信数の

低下も見られ、定常的に本システムを店舗の販売戦略の中で

有効に活用していくノウハウの構築が重要になると思われる。

　大学生協における新たな課題は、現在紙で運用している

「ひとことカード」（お客さまご意見カード）の IT化である。これ

については、ソーシャルメディアを組み合わせた実証を２０１１年

度下期に実施する予定である。また、システムのコミュニティ分

野への適用を模索するために、学生で構成される学内の広報

サークルにもコンテンツ提供を依頼し、地域に根差すデジタル

サイネージとしての検証を実施している。

図１  大学生協でのマイクロ広告の概念図
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項目名                  仕様
ソフト名
対応OS

ハード要件
主な機能

PlumUploader
●iOS 3.2 ～ 4.3
●Android OS 1.6、2.2
通信回線（WiFi）、カメラ
●ユーザ認証
●テキストをアップロード
●写真をアップロード
●カメラ撮影機能
●音声認識入力
  （Android のみ、 Google
   音声 検索利用）

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS
ハード要件
主な機能

PlumSignagePlayer
iOS 3.2 ～ 4.3
通信回線（WiFi）
●ウェブベースサイネージ
  コンテンツ表示
●動画自動再生
●通信障害時、ローカル
  コンテンツ再生
●設定リンクブラウザ※画面は開発中のものです。

※画面は開発中のものです。

う必要がある。このため配信の仕組みは一般的なコンテン

ツを個別に蓄積する方式をあえて採用せず、ウェブコンテ

ンツをベースとして常に最新のコンテンツを配信する。こ

れにより、大型ディスプレイで表示される端末だけでなく、

無線 LAN 機能を有し、商品の中へ配置できるようなタブ

レット型端末を含め様々なブラウザを持った機器を表示

端末として利用可能である。ディスプレイサイズに合わせ

てレイアウトを自動調整する機能や、単調になりがちな静

止画コンテンツをスクリプト技術により動きを持たせる機

能、動画コンテンツの自動変換を実現している。

　　● 機能４ お客さまとのコミュニケーション支援（課題４の解決策）

　マイクロ広告では、店員とお客さまとの関係性を高める

機能が必要である。本システムでは図３に示すように発信

者の情報を掲載しており、広告に興味を持ったお客さまが

店員に話しかけるきっかけになる。また、スマート端末を利

用した表示端末のタッチ機能に着目し、現段階では、お客

さまが表示端末を操作し検索・閲覧できる「めくれるサイ

ネージ」機能と、店頭アンケートを簡単に実施できる「投票

型コンテンツ」機能を実現している。これらの機能で得ら

れたお客さまの反応は、デジタルサイネージの機能として

重要な店員が実感できる効果指標にもなる。

図５  iOS/Android 用発信アプリの画面と仕様

を用意している。さらに、このアプリケーションに機能を加

え、持てる、触れるサイネージ端末を実現している。以下に、

このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

＋
＋＋＋

：

情報発信

（お客さま）

信

学生 教職 ※（マイクロ広告　
　 のコンテンツ）

商品情報＋思い

広報 相談・要望
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マイクロ広告システムの研究開発

1.  はじめに

特集

概要
　デジタルサイネージが新しいメディアとして成長する中、インテックは慶應義塾大学SFC研究所と共同で、気軽に

一般店舗に設置し、店員が簡便に広告を出せるような新しいシステムを開発している。デジタルサイネージ活用

のすそ野を広げる新しい仕組みを検討する際に、開発の目標としたのが「マイクロ広告の実現」である。「マイク

ロ広告」とは、店頭スタッフがITツールを利用し、お客さまへの思いや商品知識を含めて、店頭の表示端末や自

店のお客さまが集まる周辺エリアに発信する広告である。

　本マイクロ広告システムは、以下のような特徴をもったシステムである。

● 店頭での簡便な発信を実現するために、スマートフォンやタブレット端末（以下、スマート端末）を発信端末 

　としている。

● 広告コンテンツをサーバから取得し，ウェブブラウザで表示するため、速報性の高い広告表示や、様々な端末

　での表示を可能としている。

● スマート端末のタッチ機能を活用することにより、お客さまとお店との双方向のやり取りを行うことができる。

　マイクロ広告システムを設置した店に来店したお客さまは、その店舗ならではの商品知識の詰まった広告を視聴

できるだけでなく、スマート端末を操作して求める商品情報を閲覧することも可能となる。

　本稿では、マイクロ広告の概念を説明するとともに、スマート端末を活用して実現している本システムの特徴に

ついて実例を交えて紹介する。

特
集

特
集

特
集

　テレビ、パソコン、ケータイに次ぐ第４のメディアとして市場

の発展が期待されるデジタルサイネージは、「屋外・店頭・公

共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ネットワークに接続

したディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発

信するシステム」と定義される。その市場の成長性に注目し、電

機業界やメディア業界から多数の企業が参入し、先進の映像技

術、端末技術、コンテンツ編集技術、クラウド技術、視聴者解析

技術などを特徴とした数多くのシステムが製品化されている

状況にある。

　しかし、現時点でデジタルサイネージは、あらゆる場所に浸透

しているとは言えない。デジタルコンテンツ協会が２０１１年３月

に発行した報告書 [1] によれば、一般消費者のデジタルサイ

ネージの認知度は１７.４％であり、広告主となる消費者向けにビ

ジネスを行っている企業での利用経験は１５% と低調である。

原因を調査結果から読み取ると、デジタルサイネージの費用対

効果が分からない状況下で、システム費用、コンテンツ制作と

5. おわりに
　本システムは、ウェブシステムをベースとして様々な端末で

の表示を可能とし、スマート端末を使って店頭からの簡便な発

信とリアルタイムな表示を実現した、店員とお客さまの信頼関

係を形作る新しいサイネージシステムである。本システムの実

証運用から約３か月経過して、発信端末を利用する店員の方の

広告への思いの変化など新たな可能性が見えてきた。店員が

主役となるヒトとヒトの関係性構築を支援するマイクロ広告型

サイネージが、店舗運営に大きなイノベーションを提供する可

能性は大きいと考えている。

　小売り店舗の将来が真剣に語られる昨今、大学生協での取

り組みを通じて蓄積したノウハウを活かして、積極的に外部展

開する予定である。また、近しい環境にある様々な大学生協に

加えて、店員とお客さまとのコミュニケーションを重要視し、

その資産活用を店舗販売形式の発展に活用したいと志向する

多くの事業者を対象に、これまでの実証ノウハウをシステムに

埋め込んだ形で実装し、実店舗で運用しやすいシステムを提案

していく計画である。
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3.  マイクロ広告システムの概要
本システムは、図２に示す機器で構成される。

　　● コンテンツ発信を行う発信端末。カメラ機能を持ったス

　　マート端末の他、発信者の IT スキルに合わせ、パソコンの

　　ブラウザや、携帯を含むメールでも発信が可能である。

　　● コンテンツの表示をブラウザ上で行う表示端末。大型モニ

もに高価であることや、視聴者にとっては、リアルタイムで即時

性のある情報、視聴時点で活用できる欲しい情報が流れてい

ないことが原因と考えられる。さらにシステムの独自性・特殊

性が高く、設置性が低いことも、システムの絶対量が少なく、認

知度が低い一因となっていると考えられる。実際、町で見かけ

るデジタルサイネージの多くが、製品メーカがプロデュースし

た全国統一の映像コンテンツを放映している。多額の広告費を

費やして制作された映像コンテンツは、人の目を引きメーカの

ブランドイメージを高める一助になってはいるが、店舗がお客

さまに伝えたい思いは反映されてはいない。広告コンテンツが

不特定多数の消費者に向けられたものであり、その店舗ならで

はの情報を与えてくれない場合には、お客さまは注目もしない

で通り過ぎていくことになる。

　一般店舗への波及性の観点において、本研究を開始した

２００９年に主要なシステムの調査を実施しているが、従来型の

デジタルサイネージシステムの多くは、以下のような問題点を

抱えていると考える。

　　● 課題１ メーカ、本社主導のコンテンツ制作

　主流である映像コンテンツやリッチメディアコンテンツ

は専門業者に作成を依頼するか、本社で一括作成する必

要があり、お客さまが求めるタイムリーな発信を行えな

い。また、コンテンツ制作のための費用が高額である。

　　● 課題２ 番組編成ベースの高度で面倒なスケジューリング

　コンテンツ表示のための高度で面倒なスケジューリン

グ（番組編成）を必要とするシステムが多く、個別の店舗の

顧客層や品ぞろえに適用するような柔軟なコンテンツ選

択ができない。

　　● 課題３ 専用機器によるサイネージ表示

　表示のための専用機器を購入する必要があるため、イニ

シャルコストが高く、設置の自由度や移設性に乏しい。また、

専用保守が必要なものが多く運用コストを高くしている。

　　●  課題４ 店舗とお客さまの関係性の未考慮

　表示端末の設置拠点における発信手段が無いか、貧弱で

ある。また、一方向で情報提供するばかりで、店員や店主と

お客さまの信頼関係を深めることに役立つシステムも少ない。

　本研究では、上記の課題解決を目標として、気軽に一般店舗

に設置し、店員が簡便に広告を発信でき、お客さまとの関係が

深まる新しいシステムの開発に取り組んでいる [２]。

　本稿では、デジタルサイネージ活用のすそ野を広げることを

目指した本システムにおける実現目標となった「マイクロ広告」

について次章で紹介する。また、開発を進めている新しいシス

テムについて第３章にて説明する。

2.  マイクロ広告とは
　マイクロ広告は、発信者が I Tを利用し、特定の場所において、

特定の人々に向けて発信する広告で、発信者と視聴者との双方

向のやり取りが可能となる広告形態である。テレビ CM に代表

されるマス広告が、不特定多数の一般消費者向けに、コンテン

ツを極力一般化して、一方向で全国統一に発信されることを考

えると、マイクロ広告はその対極にある。例えば一般の店舗にお

いては、店員が店頭において発信端末を利用し、自店の客層や

品ぞろえを考慮したうえで、購買対象となるお客さま向けに、店

頭および自店のお客さまが集まる周辺エリアに広告発信する。

来店したお客さまは、その店舗ならではのお買い得情報や、店

員の商品知識に基づいた数多くの情報に触れることができる。

さらにこれをきっかけに、端末を操作して反応を返すか、発信

者である店員に話しかけると、さらなる商品情報を得るととも

に店員との関係が深まる。

　このマイクロ広告という概念は、慶應義塾大学 SFC 研究所

が提案している地域サイネージの考え方を、実フィールドでの

システムの運用検証結果を踏まえて、同研究所との共同研究の

中で実用的な形態に発展させた概念である。

　以下に、本マイクロ広告を実現するシステムの主な要件を示す。

（１）マイクロ広告の発信は、店員の生産性を下げないよう簡便

　　なものでなくてはいけない。

　店頭における店員は、通常発注、棚卸し、レジ打ちといっ

た定常業務に追われている。その中で、広告宣伝に費やせ

る時間は限られる。店頭でメッセージを思いついた時に、

即座に発信できることが重要となる。

（２）マイクロ広告の表示は、店員が自力で運用できるオープン

　　な端末が望ましい。

　デジタルサイネージのコストを高くしている原因の１つ

は、特殊な装置と保守費用である。これを解消できるよう

コストの安い一般的な市販製品による増設が可能で、場

合によっては、既存のパソコンでもデジタルサイネージを

始められることが重要である。

（３）マイクロ広告は、手書き広告のように店員の商品知識に基

　　づいて、その商品の価値を特定のお客さまに訴えるような

　　内容が適している。

　店主の商品の知識を惜しみなく伝えようとする手書き

広告は、商品を選定しようとしているお客さまの心に響

き、情報が正確であれば店主とお客さまの信頼関係を高

めることができる。

　マイクロ広告により、低コストで、お店とお客さまの信頼関係

を高めるコンテンツを生産性良く発信し、店舗の状況に合わせ

た端末に表示することできれば、新たなサイネージの市場を生

み出すことができると考えている。

図２  マイクロ広告システムの概要図

　　ターを持ったパソコンベースの端末の他、スマート端末も

　　タッチ機能を生かした表示端末として利用可能である。

　　● コンテンツを蓄積し配信制御をおこなうサーバ。発信・表

　　示端末との通信は HTTP で行われ、Wi-Fi の活用で設置

　　性の高いシステムを構築可能である。

3.1  システムの主な特徴
　２章で提示した従来システムの課題解決の観点から本シス

テムの４つの特徴を以下に示す。

　　● 機能１ 店頭からの簡易な広告発信（課題1の解決策）

　様々な IT スキルを持つ店頭スタッフが、業務に影響が

少ない形態で発信を行うためには、それぞれが使い慣れた

機器でコンテンツを発信することが重要である。動画像は

ほとんどの場合、編集を伴うため、店頭からの発信は、１枚

の写真に短い広告文を付加した程度のコンテンツを中心

に考えている（ただし、ハイビジョン映像を登録する機能

も有している）。ウェブブラウザ、電子メールの他、スマート

端末を活用し写真付き携帯メール感覚の簡便な発信手段

を用意している。

　　● 機能２ 編成のいらないコンテンツ配信（課題２の解決策）

　店頭から頻繁にタイムリーな広告発信を行う場合、従来

システムのような番組編成を都度行うことは難しい。本シ

ステムでは単純化された番組編成作業のないコンテンツ

配信を行う。一方で、端末に性格づけをおこないコンテン

ツを自動的に振り分ける機能を有している。

　　● 機能３ 表示端末の制限が少ない構成（課題３の解決策）

　マイクロ広告システムでは専用端末を使わない表示を行

図３  基本画面レイアウト

3.2  スマート端末の活用
　マイクロ広告の要件を実現するために、本システムでは表示

と発信に、スマート端末を活用している。以下にその概要を説

明する。

（１）スマート端末表示用アプリ

　マイクロ広告システムはウェブベースであるため、様々な

ブラウザを持つ端末を表示機器として利用可能である。特

に iOS を利用したタブレット端末では、標準ブラウザを

利用した場合は、動画再生を自動的に行えないなどの制約

があり、ネイティブコード開発による表示アプリケーション

図４  iOS用表示アプリの画面と仕様

　タブレット端末は、Wi-Fi 通信によりコンテンツ受信を行っ

ているが、これまでの検証から通常の PCと比べると信頼性が

十分でなく、通信障害が発生する場合がある。本アプリでは、こ

の問題を解決するために、通信障害時には、ローカルコンテン

ツを自動再生する機能を追加している。

（２）スマート端末発信用アプリ

　簡単な発信を実現しているハードウェアの１つがスマート

フォンである。スマートフォンは、携帯性が高く、高品位な

カメラ機能を備えているため、店員が伝えたいと思ったと

きに写真付きメールの操作感覚で発信することができる。

多くのスマートフォンでは、３G回線の負荷を低減するため、

ブラウザからのファイルアップロードを制限しているため、

本システムでは iOS と Android OS に対応したネイティブ

コード開発による発信アプリケーションを用意している。

以下に、このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

　最近はカメラを備えたタブレット端末も多くなっている。

表示領域が大きく、パソコンと類似のソフトキーボードを備える

ため、携帯端末に不慣れな店舗スタッフの発信端末として活用

できる。また、小規模の店舗向けの表示、発信からコンテンツ

管理までを実現する端末としても活用できると考えている。

3.3  本システムの位置づけ
　近年、ASP(Application Service Provider) 型のデジタル

サイネージサービスが、小規模の店舗向けのサービスを開始

している。また、電子化された POP (Point Of Purchase 

advertising) の分野でネットワーク化を志向した製品も発表

されている。類似の機能を持つこれらのシステムと本システム

を比較した結果を図６に示す。図６が示すように本システムの

特徴は、表示端末のサイズ合わせ（様々な端末での表示対応）

と常時オンライン（リアルタイム）を実現している点にある。こ

れらの機能を実現している競合が少なく、本システムの強みと

考えている。

図６  本システムの特徴と競合製品比較

4.  大学生協店舗での実証実験
　本システムはいくつかの開発フェーズの段階において、実際

にお客さまへの販売ビジネスを行っているフィールドとして、

大学生協に協力をいただいて検証を実施している [３]。特に大

学生協は出資者がお客さまという特殊性をもつため、店員とお

客さまの関係性が重要視される点で、マイクロ広告の実証に適

しているといえる。これまで技術面としては、発信状況をレポー

トする機能や、店頭での発信に適する端末ハードなどいくつか

の運用の検証結果が得られており、システムの機能改善に

フィードバックを図っている。以下に、最近の２回の実証実験の

概要を示す。

①実証実験　実験システムであるマイクロ広告システムVer３.１

　で実施

　実施時期　２０１０年１０月～２０１１年３月

実験環境　表示端末６種約２０台、発信端末４種、テスター：

店長、PC 担当店員

実験成果

● 表示端末として適する装置の検証（ノートPC、Android は

　不適要素あり）

● 発信端末として適する装置の検証（携帯電話よりもタブ

　レットが有効、メールも要）

● 運用からの課題抽出（端末により表示コンテンツを変える

　ための分類が必要）

● システムの安定性（Wi-Fi 通信回線の補完機能が必要、等）

● 店舗広告の模範的発信のノウハウ蓄積

課題事項：店舗としてお客さまとのコミュニケーション機能

が必要

②実証運用　実用システムであるマイクロ広告システムVer４.０

　で実施

実施時期　２０１１年６月～２０１１年９月

実験環境　表示端末３種約１５台、発信端末２種、テスター：

店員４名＋パート１名

実験成果　

● 表示端末（ほとんどの店員がタブレット端末であれば、発

　信端末を使いこなせる。）

● 運用機能（発信数の毎日レポートが発信モチベーションを

　向上させる。）

● アンケート型コンテンツの実用性評価

　特に実証運用について注目すべき点は、これまで業務に追わ

れ店舗内の広告に着手できなかった店員も、発信に興味を持ち、

メッセージをお客さまに発信し始めたことである。しかも発信

された広告は、定型化された無味乾燥のメッセージではなく、

個性溢れる店員手作りのメッセージである。発信ツールを極力

簡便にすることが、店員の精神的な負担を軽減できることも

検証できた。一方で、お客さまが減少する時期には、発信数の

低下も見られ、定常的に本システムを店舗の販売戦略の中で

有効に活用していくノウハウの構築が重要になると思われる。

　大学生協における新たな課題は、現在紙で運用している

「ひとことカード」（お客さまご意見カード）の IT化である。これ

については、ソーシャルメディアを組み合わせた実証を２０１１年

度下期に実施する予定である。また、システムのコミュニティ分

野への適用を模索するために、学生で構成される学内の広報

サークルにもコンテンツ提供を依頼し、地域に根差すデジタル

サイネージとしての検証を実施している。

図１  大学生協でのマイクロ広告の概念図
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コンテンツ
入力機能

常時
オンライン

魅力

魅力

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS

ハード要件
主な機能

PlumUploader
●iOS 3.2 ～ 4.3
●Android OS 1.6、2.2
通信回線（WiFi）、カメラ
●ユーザ認証
●テキストをアップロード
●写真をアップロード
●カメラ撮影機能
●音声認識入力
  （Android のみ、 Google
   音声 検索利用）

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS
ハード要件
主な機能

PlumSignagePlayer
iOS 3.2 ～ 4.3
通信回線（WiFi）
●ウェブベースサイネージ
  コンテンツ表示
●動画自動再生
●通信障害時、ローカル
  コンテンツ再生
●設定リンクブラウザ※画面は開発中のものです。

※画面は開発中のものです。

う必要がある。このため配信の仕組みは一般的なコンテン

ツを個別に蓄積する方式をあえて採用せず、ウェブコンテ

ンツをベースとして常に最新のコンテンツを配信する。こ

れにより、大型ディスプレイで表示される端末だけでなく、

無線 LAN 機能を有し、商品の中へ配置できるようなタブ

レット型端末を含め様々なブラウザを持った機器を表示

端末として利用可能である。ディスプレイサイズに合わせ

てレイアウトを自動調整する機能や、単調になりがちな静

止画コンテンツをスクリプト技術により動きを持たせる機

能、動画コンテンツの自動変換を実現している。

　　● 機能４ お客さまとのコミュニケーション支援（課題４の解決策）

　マイクロ広告では、店員とお客さまとの関係性を高める

機能が必要である。本システムでは図３に示すように発信

者の情報を掲載しており、広告に興味を持ったお客さまが

店員に話しかけるきっかけになる。また、スマート端末を利

用した表示端末のタッチ機能に着目し、現段階では、お客

さまが表示端末を操作し検索・閲覧できる「めくれるサイ

ネージ」機能と、店頭アンケートを簡単に実施できる「投票

型コンテンツ」機能を実現している。これらの機能で得ら

れたお客さまの反応は、デジタルサイネージの機能として

重要な店員が実感できる効果指標にもなる。

図５  iOS/Android 用発信アプリの画面と仕様

を用意している。さらに、このアプリケーションに機能を加

え、持てる、触れるサイネージ端末を実現している。以下に、

このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

＋
＋＋＋
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マイクロ広告システムの研究開発

1.  はじめに

特集

概要
　デジタルサイネージが新しいメディアとして成長する中、インテックは慶應義塾大学SFC研究所と共同で、気軽に

一般店舗に設置し、店員が簡便に広告を出せるような新しいシステムを開発している。デジタルサイネージ活用

のすそ野を広げる新しい仕組みを検討する際に、開発の目標としたのが「マイクロ広告の実現」である。「マイク

ロ広告」とは、店頭スタッフがITツールを利用し、お客さまへの思いや商品知識を含めて、店頭の表示端末や自

店のお客さまが集まる周辺エリアに発信する広告である。

　本マイクロ広告システムは、以下のような特徴をもったシステムである。

● 店頭での簡便な発信を実現するために、スマートフォンやタブレット端末（以下、スマート端末）を発信端末 

　としている。

● 広告コンテンツをサーバから取得し，ウェブブラウザで表示するため、速報性の高い広告表示や、様々な端末

　での表示を可能としている。

● スマート端末のタッチ機能を活用することにより、お客さまとお店との双方向のやり取りを行うことができる。

　マイクロ広告システムを設置した店に来店したお客さまは、その店舗ならではの商品知識の詰まった広告を視聴

できるだけでなく、スマート端末を操作して求める商品情報を閲覧することも可能となる。

　本稿では、マイクロ広告の概念を説明するとともに、スマート端末を活用して実現している本システムの特徴に

ついて実例を交えて紹介する。

特
集

特
集

特
集

　テレビ、パソコン、ケータイに次ぐ第４のメディアとして市場

の発展が期待されるデジタルサイネージは、「屋外・店頭・公

共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ネットワークに接続

したディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発

信するシステム」と定義される。その市場の成長性に注目し、電

機業界やメディア業界から多数の企業が参入し、先進の映像技

術、端末技術、コンテンツ編集技術、クラウド技術、視聴者解析

技術などを特徴とした数多くのシステムが製品化されている

状況にある。

　しかし、現時点でデジタルサイネージは、あらゆる場所に浸透

しているとは言えない。デジタルコンテンツ協会が２０１１年３月

に発行した報告書 [1] によれば、一般消費者のデジタルサイ

ネージの認知度は１７.４％であり、広告主となる消費者向けにビ

ジネスを行っている企業での利用経験は１５% と低調である。

原因を調査結果から読み取ると、デジタルサイネージの費用対

効果が分からない状況下で、システム費用、コンテンツ制作と

5. おわりに
　本システムは、ウェブシステムをベースとして様々な端末で

の表示を可能とし、スマート端末を使って店頭からの簡便な発

信とリアルタイムな表示を実現した、店員とお客さまの信頼関

係を形作る新しいサイネージシステムである。本システムの実

証運用から約３か月経過して、発信端末を利用する店員の方の

広告への思いの変化など新たな可能性が見えてきた。店員が

主役となるヒトとヒトの関係性構築を支援するマイクロ広告型

サイネージが、店舗運営に大きなイノベーションを提供する可

能性は大きいと考えている。

　小売り店舗の将来が真剣に語られる昨今、大学生協での取

り組みを通じて蓄積したノウハウを活かして、積極的に外部展

開する予定である。また、近しい環境にある様々な大学生協に

加えて、店員とお客さまとのコミュニケーションを重要視し、

その資産活用を店舗販売形式の発展に活用したいと志向する

多くの事業者を対象に、これまでの実証ノウハウをシステムに

埋め込んだ形で実装し、実店舗で運用しやすいシステムを提案

していく計画である。
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3.  マイクロ広告システムの概要
本システムは、図２に示す機器で構成される。

　　● コンテンツ発信を行う発信端末。カメラ機能を持ったス

　　マート端末の他、発信者の IT スキルに合わせ、パソコンの

　　ブラウザや、携帯を含むメールでも発信が可能である。

　　● コンテンツの表示をブラウザ上で行う表示端末。大型モニ

もに高価であることや、視聴者にとっては、リアルタイムで即時

性のある情報、視聴時点で活用できる欲しい情報が流れてい

ないことが原因と考えられる。さらにシステムの独自性・特殊

性が高く、設置性が低いことも、システムの絶対量が少なく、認

知度が低い一因となっていると考えられる。実際、町で見かけ

るデジタルサイネージの多くが、製品メーカがプロデュースし

た全国統一の映像コンテンツを放映している。多額の広告費を

費やして制作された映像コンテンツは、人の目を引きメーカの

ブランドイメージを高める一助になってはいるが、店舗がお客

さまに伝えたい思いは反映されてはいない。広告コンテンツが

不特定多数の消費者に向けられたものであり、その店舗ならで

はの情報を与えてくれない場合には、お客さまは注目もしない

で通り過ぎていくことになる。

　一般店舗への波及性の観点において、本研究を開始した

２００９年に主要なシステムの調査を実施しているが、従来型の

デジタルサイネージシステムの多くは、以下のような問題点を

抱えていると考える。

　　● 課題１ メーカ、本社主導のコンテンツ制作

　主流である映像コンテンツやリッチメディアコンテンツ

は専門業者に作成を依頼するか、本社で一括作成する必

要があり、お客さまが求めるタイムリーな発信を行えな

い。また、コンテンツ制作のための費用が高額である。

　　● 課題２ 番組編成ベースの高度で面倒なスケジューリング

　コンテンツ表示のための高度で面倒なスケジューリン

グ（番組編成）を必要とするシステムが多く、個別の店舗の

顧客層や品ぞろえに適用するような柔軟なコンテンツ選

択ができない。

　　● 課題３ 専用機器によるサイネージ表示

　表示のための専用機器を購入する必要があるため、イニ

シャルコストが高く、設置の自由度や移設性に乏しい。また、

専用保守が必要なものが多く運用コストを高くしている。

　　●  課題４ 店舗とお客さまの関係性の未考慮

　表示端末の設置拠点における発信手段が無いか、貧弱で

ある。また、一方向で情報提供するばかりで、店員や店主と

お客さまの信頼関係を深めることに役立つシステムも少ない。

　本研究では、上記の課題解決を目標として、気軽に一般店舗

に設置し、店員が簡便に広告を発信でき、お客さまとの関係が

深まる新しいシステムの開発に取り組んでいる [２]。

　本稿では、デジタルサイネージ活用のすそ野を広げることを

目指した本システムにおける実現目標となった「マイクロ広告」

について次章で紹介する。また、開発を進めている新しいシス

テムについて第３章にて説明する。

2.  マイクロ広告とは
　マイクロ広告は、発信者が I Tを利用し、特定の場所において、

特定の人々に向けて発信する広告で、発信者と視聴者との双方

向のやり取りが可能となる広告形態である。テレビ CM に代表

されるマス広告が、不特定多数の一般消費者向けに、コンテン

ツを極力一般化して、一方向で全国統一に発信されることを考

えると、マイクロ広告はその対極にある。例えば一般の店舗にお

いては、店員が店頭において発信端末を利用し、自店の客層や

品ぞろえを考慮したうえで、購買対象となるお客さま向けに、店

頭および自店のお客さまが集まる周辺エリアに広告発信する。

来店したお客さまは、その店舗ならではのお買い得情報や、店

員の商品知識に基づいた数多くの情報に触れることができる。

さらにこれをきっかけに、端末を操作して反応を返すか、発信

者である店員に話しかけると、さらなる商品情報を得るととも

に店員との関係が深まる。

　このマイクロ広告という概念は、慶應義塾大学 SFC 研究所

が提案している地域サイネージの考え方を、実フィールドでの

システムの運用検証結果を踏まえて、同研究所との共同研究の

中で実用的な形態に発展させた概念である。

　以下に、本マイクロ広告を実現するシステムの主な要件を示す。

（１）マイクロ広告の発信は、店員の生産性を下げないよう簡便

　　なものでなくてはいけない。

　店頭における店員は、通常発注、棚卸し、レジ打ちといっ

た定常業務に追われている。その中で、広告宣伝に費やせ

る時間は限られる。店頭でメッセージを思いついた時に、

即座に発信できることが重要となる。

（２）マイクロ広告の表示は、店員が自力で運用できるオープン

　　な端末が望ましい。

　デジタルサイネージのコストを高くしている原因の１つ

は、特殊な装置と保守費用である。これを解消できるよう

コストの安い一般的な市販製品による増設が可能で、場

合によっては、既存のパソコンでもデジタルサイネージを

始められることが重要である。

（３）マイクロ広告は、手書き広告のように店員の商品知識に基

　　づいて、その商品の価値を特定のお客さまに訴えるような

　　内容が適している。

　店主の商品の知識を惜しみなく伝えようとする手書き

広告は、商品を選定しようとしているお客さまの心に響

き、情報が正確であれば店主とお客さまの信頼関係を高

めることができる。

　マイクロ広告により、低コストで、お店とお客さまの信頼関係

を高めるコンテンツを生産性良く発信し、店舗の状況に合わせ

た端末に表示することできれば、新たなサイネージの市場を生

み出すことができると考えている。

図２  マイクロ広告システムの概要図

　　ターを持ったパソコンベースの端末の他、スマート端末も

　　タッチ機能を生かした表示端末として利用可能である。

　　● コンテンツを蓄積し配信制御をおこなうサーバ。発信・表

　　示端末との通信は HTTP で行われ、Wi-Fi の活用で設置

　　性の高いシステムを構築可能である。

3.1  システムの主な特徴
　２章で提示した従来システムの課題解決の観点から本シス

テムの４つの特徴を以下に示す。

　　● 機能１ 店頭からの簡易な広告発信（課題1の解決策）

　様々な IT スキルを持つ店頭スタッフが、業務に影響が

少ない形態で発信を行うためには、それぞれが使い慣れた

機器でコンテンツを発信することが重要である。動画像は

ほとんどの場合、編集を伴うため、店頭からの発信は、１枚

の写真に短い広告文を付加した程度のコンテンツを中心

に考えている（ただし、ハイビジョン映像を登録する機能

も有している）。ウェブブラウザ、電子メールの他、スマート

端末を活用し写真付き携帯メール感覚の簡便な発信手段

を用意している。

　　● 機能２ 編成のいらないコンテンツ配信（課題２の解決策）

　店頭から頻繁にタイムリーな広告発信を行う場合、従来

システムのような番組編成を都度行うことは難しい。本シ

ステムでは単純化された番組編成作業のないコンテンツ

配信を行う。一方で、端末に性格づけをおこないコンテン

ツを自動的に振り分ける機能を有している。

　　● 機能３ 表示端末の制限が少ない構成（課題３の解決策）

　マイクロ広告システムでは専用端末を使わない表示を行

図３  基本画面レイアウト

3.2  スマート端末の活用
　マイクロ広告の要件を実現するために、本システムでは表示

と発信に、スマート端末を活用している。以下にその概要を説

明する。

（１）スマート端末表示用アプリ

　マイクロ広告システムはウェブベースであるため、様々な

ブラウザを持つ端末を表示機器として利用可能である。特

に iOS を利用したタブレット端末では、標準ブラウザを

利用した場合は、動画再生を自動的に行えないなどの制約

があり、ネイティブコード開発による表示アプリケーション

図４  iOS用表示アプリの画面と仕様

　タブレット端末は、Wi-Fi 通信によりコンテンツ受信を行っ

ているが、これまでの検証から通常の PCと比べると信頼性が

十分でなく、通信障害が発生する場合がある。本アプリでは、こ

の問題を解決するために、通信障害時には、ローカルコンテン

ツを自動再生する機能を追加している。

（２）スマート端末発信用アプリ

　簡単な発信を実現しているハードウェアの１つがスマート

フォンである。スマートフォンは、携帯性が高く、高品位な

カメラ機能を備えているため、店員が伝えたいと思ったと

きに写真付きメールの操作感覚で発信することができる。

多くのスマートフォンでは、３G回線の負荷を低減するため、

ブラウザからのファイルアップロードを制限しているため、

本システムでは iOS と Android OS に対応したネイティブ

コード開発による発信アプリケーションを用意している。

以下に、このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

　最近はカメラを備えたタブレット端末も多くなっている。

表示領域が大きく、パソコンと類似のソフトキーボードを備える

ため、携帯端末に不慣れな店舗スタッフの発信端末として活用

できる。また、小規模の店舗向けの表示、発信からコンテンツ

管理までを実現する端末としても活用できると考えている。

3.3  本システムの位置づけ
　近年、ASP(Application Service Provider) 型のデジタル

サイネージサービスが、小規模の店舗向けのサービスを開始

している。また、電子化された POP (Point Of Purchase 

advertising) の分野でネットワーク化を志向した製品も発表

されている。類似の機能を持つこれらのシステムと本システム

を比較した結果を図６に示す。図６が示すように本システムの

特徴は、表示端末のサイズ合わせ（様々な端末での表示対応）

と常時オンライン（リアルタイム）を実現している点にある。こ

れらの機能を実現している競合が少なく、本システムの強みと

考えている。

図６  本システムの特徴と競合製品比較

4.  大学生協店舗での実証実験
　本システムはいくつかの開発フェーズの段階において、実際

にお客さまへの販売ビジネスを行っているフィールドとして、

大学生協に協力をいただいて検証を実施している [３]。特に大

学生協は出資者がお客さまという特殊性をもつため、店員とお

客さまの関係性が重要視される点で、マイクロ広告の実証に適

しているといえる。これまで技術面としては、発信状況をレポー

トする機能や、店頭での発信に適する端末ハードなどいくつか

の運用の検証結果が得られており、システムの機能改善に

フィードバックを図っている。以下に、最近の２回の実証実験の

概要を示す。

①実証実験　実験システムであるマイクロ広告システムVer３.１

　で実施

　実施時期　２０１０年１０月～２０１１年３月

実験環境　表示端末６種約２０台、発信端末４種、テスター：

店長、PC 担当店員

実験成果

● 表示端末として適する装置の検証（ノートPC、Android は

　不適要素あり）

● 発信端末として適する装置の検証（携帯電話よりもタブ

　レットが有効、メールも要）

● 運用からの課題抽出（端末により表示コンテンツを変える

　ための分類が必要）

● システムの安定性（Wi-Fi 通信回線の補完機能が必要、等）

● 店舗広告の模範的発信のノウハウ蓄積

課題事項：店舗としてお客さまとのコミュニケーション機能

が必要

②実証運用　実用システムであるマイクロ広告システムVer４.０

　で実施

実施時期　２０１１年６月～２０１１年９月

実験環境　表示端末３種約１５台、発信端末２種、テスター：

店員４名＋パート１名

実験成果　

● 表示端末（ほとんどの店員がタブレット端末であれば、発

　信端末を使いこなせる。）

● 運用機能（発信数の毎日レポートが発信モチベーションを

　向上させる。）

● アンケート型コンテンツの実用性評価

　特に実証運用について注目すべき点は、これまで業務に追わ

れ店舗内の広告に着手できなかった店員も、発信に興味を持ち、

メッセージをお客さまに発信し始めたことである。しかも発信

された広告は、定型化された無味乾燥のメッセージではなく、

個性溢れる店員手作りのメッセージである。発信ツールを極力

簡便にすることが、店員の精神的な負担を軽減できることも

検証できた。一方で、お客さまが減少する時期には、発信数の

低下も見られ、定常的に本システムを店舗の販売戦略の中で

有効に活用していくノウハウの構築が重要になると思われる。

　大学生協における新たな課題は、現在紙で運用している

「ひとことカード」（お客さまご意見カード）の IT化である。これ

については、ソーシャルメディアを組み合わせた実証を２０１１年

度下期に実施する予定である。また、システムのコミュニティ分

野への適用を模索するために、学生で構成される学内の広報

サークルにもコンテンツ提供を依頼し、地域に根差すデジタル

サイネージとしての検証を実施している。

図１  大学生協でのマイクロ広告の概念図
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入力機能

常時
オンライン

魅力

魅力

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS

ハード要件
主な機能

PlumUploader
●iOS 3.2 ～ 4.3
●Android OS 1.6、2.2
通信回線（WiFi）、カメラ
●ユーザ認証
●テキストをアップロード
●写真をアップロード
●カメラ撮影機能
●音声認識入力
  （Android のみ、 Google
   音声 検索利用）

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS
ハード要件
主な機能

PlumSignagePlayer
iOS 3.2 ～ 4.3
通信回線（WiFi）
●ウェブベースサイネージ
  コンテンツ表示
●動画自動再生
●通信障害時、ローカル
  コンテンツ再生
●設定リンクブラウザ※画面は開発中のものです。

※画面は開発中のものです。

う必要がある。このため配信の仕組みは一般的なコンテン

ツを個別に蓄積する方式をあえて採用せず、ウェブコンテ

ンツをベースとして常に最新のコンテンツを配信する。こ

れにより、大型ディスプレイで表示される端末だけでなく、

無線 LAN 機能を有し、商品の中へ配置できるようなタブ

レット型端末を含め様々なブラウザを持った機器を表示

端末として利用可能である。ディスプレイサイズに合わせ

てレイアウトを自動調整する機能や、単調になりがちな静

止画コンテンツをスクリプト技術により動きを持たせる機

能、動画コンテンツの自動変換を実現している。

　　● 機能４ お客さまとのコミュニケーション支援（課題４の解決策）

　マイクロ広告では、店員とお客さまとの関係性を高める

機能が必要である。本システムでは図３に示すように発信

者の情報を掲載しており、広告に興味を持ったお客さまが

店員に話しかけるきっかけになる。また、スマート端末を利

用した表示端末のタッチ機能に着目し、現段階では、お客

さまが表示端末を操作し検索・閲覧できる「めくれるサイ

ネージ」機能と、店頭アンケートを簡単に実施できる「投票

型コンテンツ」機能を実現している。これらの機能で得ら

れたお客さまの反応は、デジタルサイネージの機能として

重要な店員が実感できる効果指標にもなる。

図５  iOS/Android 用発信アプリの画面と仕様

を用意している。さらに、このアプリケーションに機能を加

え、持てる、触れるサイネージ端末を実現している。以下に、

このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

＋
＋＋＋

：

情報発信

（お客さま）

信

学生 教職 ※（マイクロ広告　
　 のコンテンツ）

商品情報＋思い

広報 相談・要望



24 25

28 29

26 27

マイクロ広告システムの研究開発

1.  はじめに

特集

概要
　デジタルサイネージが新しいメディアとして成長する中、インテックは慶應義塾大学SFC研究所と共同で、気軽に

一般店舗に設置し、店員が簡便に広告を出せるような新しいシステムを開発している。デジタルサイネージ活用

のすそ野を広げる新しい仕組みを検討する際に、開発の目標としたのが「マイクロ広告の実現」である。「マイク

ロ広告」とは、店頭スタッフがITツールを利用し、お客さまへの思いや商品知識を含めて、店頭の表示端末や自

店のお客さまが集まる周辺エリアに発信する広告である。

　本マイクロ広告システムは、以下のような特徴をもったシステムである。

● 店頭での簡便な発信を実現するために、スマートフォンやタブレット端末（以下、スマート端末）を発信端末 

　としている。

● 広告コンテンツをサーバから取得し，ウェブブラウザで表示するため、速報性の高い広告表示や、様々な端末

　での表示を可能としている。

● スマート端末のタッチ機能を活用することにより、お客さまとお店との双方向のやり取りを行うことができる。

　マイクロ広告システムを設置した店に来店したお客さまは、その店舗ならではの商品知識の詰まった広告を視聴

できるだけでなく、スマート端末を操作して求める商品情報を閲覧することも可能となる。

　本稿では、マイクロ広告の概念を説明するとともに、スマート端末を活用して実現している本システムの特徴に

ついて実例を交えて紹介する。

特
集

特
集

特
集

　テレビ、パソコン、ケータイに次ぐ第４のメディアとして市場

の発展が期待されるデジタルサイネージは、「屋外・店頭・公

共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ネットワークに接続

したディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発

信するシステム」と定義される。その市場の成長性に注目し、電

機業界やメディア業界から多数の企業が参入し、先進の映像技

術、端末技術、コンテンツ編集技術、クラウド技術、視聴者解析

技術などを特徴とした数多くのシステムが製品化されている

状況にある。

　しかし、現時点でデジタルサイネージは、あらゆる場所に浸透

しているとは言えない。デジタルコンテンツ協会が２０１１年３月

に発行した報告書 [1] によれば、一般消費者のデジタルサイ

ネージの認知度は１７.４％であり、広告主となる消費者向けにビ

ジネスを行っている企業での利用経験は１５% と低調である。

原因を調査結果から読み取ると、デジタルサイネージの費用対

効果が分からない状況下で、システム費用、コンテンツ制作と

5. おわりに
　本システムは、ウェブシステムをベースとして様々な端末で

の表示を可能とし、スマート端末を使って店頭からの簡便な発

信とリアルタイムな表示を実現した、店員とお客さまの信頼関

係を形作る新しいサイネージシステムである。本システムの実

証運用から約３か月経過して、発信端末を利用する店員の方の

広告への思いの変化など新たな可能性が見えてきた。店員が

主役となるヒトとヒトの関係性構築を支援するマイクロ広告型

サイネージが、店舗運営に大きなイノベーションを提供する可

能性は大きいと考えている。

　小売り店舗の将来が真剣に語られる昨今、大学生協での取

り組みを通じて蓄積したノウハウを活かして、積極的に外部展

開する予定である。また、近しい環境にある様々な大学生協に

加えて、店員とお客さまとのコミュニケーションを重要視し、

その資産活用を店舗販売形式の発展に活用したいと志向する

多くの事業者を対象に、これまでの実証ノウハウをシステムに

埋め込んだ形で実装し、実店舗で運用しやすいシステムを提案

していく計画である。
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3.  マイクロ広告システムの概要
本システムは、図２に示す機器で構成される。

　　● コンテンツ発信を行う発信端末。カメラ機能を持ったス

　　マート端末の他、発信者の IT スキルに合わせ、パソコンの

　　ブラウザや、携帯を含むメールでも発信が可能である。

　　● コンテンツの表示をブラウザ上で行う表示端末。大型モニ

もに高価であることや、視聴者にとっては、リアルタイムで即時

性のある情報、視聴時点で活用できる欲しい情報が流れてい

ないことが原因と考えられる。さらにシステムの独自性・特殊

性が高く、設置性が低いことも、システムの絶対量が少なく、認

知度が低い一因となっていると考えられる。実際、町で見かけ

るデジタルサイネージの多くが、製品メーカがプロデュースし

た全国統一の映像コンテンツを放映している。多額の広告費を

費やして制作された映像コンテンツは、人の目を引きメーカの

ブランドイメージを高める一助になってはいるが、店舗がお客

さまに伝えたい思いは反映されてはいない。広告コンテンツが

不特定多数の消費者に向けられたものであり、その店舗ならで

はの情報を与えてくれない場合には、お客さまは注目もしない

で通り過ぎていくことになる。

　一般店舗への波及性の観点において、本研究を開始した

２００９年に主要なシステムの調査を実施しているが、従来型の

デジタルサイネージシステムの多くは、以下のような問題点を

抱えていると考える。

　　● 課題１ メーカ、本社主導のコンテンツ制作

　主流である映像コンテンツやリッチメディアコンテンツ

は専門業者に作成を依頼するか、本社で一括作成する必

要があり、お客さまが求めるタイムリーな発信を行えな

い。また、コンテンツ制作のための費用が高額である。

　　● 課題２ 番組編成ベースの高度で面倒なスケジューリング

　コンテンツ表示のための高度で面倒なスケジューリン

グ（番組編成）を必要とするシステムが多く、個別の店舗の

顧客層や品ぞろえに適用するような柔軟なコンテンツ選

択ができない。

　　● 課題３ 専用機器によるサイネージ表示

　表示のための専用機器を購入する必要があるため、イニ

シャルコストが高く、設置の自由度や移設性に乏しい。また、

専用保守が必要なものが多く運用コストを高くしている。

　　●  課題４ 店舗とお客さまの関係性の未考慮

　表示端末の設置拠点における発信手段が無いか、貧弱で

ある。また、一方向で情報提供するばかりで、店員や店主と

お客さまの信頼関係を深めることに役立つシステムも少ない。

　本研究では、上記の課題解決を目標として、気軽に一般店舗

に設置し、店員が簡便に広告を発信でき、お客さまとの関係が

深まる新しいシステムの開発に取り組んでいる [２]。

　本稿では、デジタルサイネージ活用のすそ野を広げることを

目指した本システムにおける実現目標となった「マイクロ広告」

について次章で紹介する。また、開発を進めている新しいシス

テムについて第３章にて説明する。

2.  マイクロ広告とは
　マイクロ広告は、発信者が I Tを利用し、特定の場所において、

特定の人々に向けて発信する広告で、発信者と視聴者との双方

向のやり取りが可能となる広告形態である。テレビ CM に代表

されるマス広告が、不特定多数の一般消費者向けに、コンテン

ツを極力一般化して、一方向で全国統一に発信されることを考

えると、マイクロ広告はその対極にある。例えば一般の店舗にお

いては、店員が店頭において発信端末を利用し、自店の客層や

品ぞろえを考慮したうえで、購買対象となるお客さま向けに、店

頭および自店のお客さまが集まる周辺エリアに広告発信する。

来店したお客さまは、その店舗ならではのお買い得情報や、店

員の商品知識に基づいた数多くの情報に触れることができる。

さらにこれをきっかけに、端末を操作して反応を返すか、発信

者である店員に話しかけると、さらなる商品情報を得るととも

に店員との関係が深まる。

　このマイクロ広告という概念は、慶應義塾大学 SFC 研究所

が提案している地域サイネージの考え方を、実フィールドでの

システムの運用検証結果を踏まえて、同研究所との共同研究の

中で実用的な形態に発展させた概念である。

　以下に、本マイクロ広告を実現するシステムの主な要件を示す。

（１）マイクロ広告の発信は、店員の生産性を下げないよう簡便

　　なものでなくてはいけない。

　店頭における店員は、通常発注、棚卸し、レジ打ちといっ

た定常業務に追われている。その中で、広告宣伝に費やせ

る時間は限られる。店頭でメッセージを思いついた時に、

即座に発信できることが重要となる。

（２）マイクロ広告の表示は、店員が自力で運用できるオープン

　　な端末が望ましい。

　デジタルサイネージのコストを高くしている原因の１つ

は、特殊な装置と保守費用である。これを解消できるよう

コストの安い一般的な市販製品による増設が可能で、場

合によっては、既存のパソコンでもデジタルサイネージを

始められることが重要である。

（３）マイクロ広告は、手書き広告のように店員の商品知識に基

　　づいて、その商品の価値を特定のお客さまに訴えるような

　　内容が適している。

　店主の商品の知識を惜しみなく伝えようとする手書き

広告は、商品を選定しようとしているお客さまの心に響

き、情報が正確であれば店主とお客さまの信頼関係を高

めることができる。

　マイクロ広告により、低コストで、お店とお客さまの信頼関係

を高めるコンテンツを生産性良く発信し、店舗の状況に合わせ

た端末に表示することできれば、新たなサイネージの市場を生

み出すことができると考えている。

図２  マイクロ広告システムの概要図

　　ターを持ったパソコンベースの端末の他、スマート端末も

　　タッチ機能を生かした表示端末として利用可能である。

　　● コンテンツを蓄積し配信制御をおこなうサーバ。発信・表

　　示端末との通信は HTTP で行われ、Wi-Fi の活用で設置

　　性の高いシステムを構築可能である。

3.1  システムの主な特徴
　２章で提示した従来システムの課題解決の観点から本シス

テムの４つの特徴を以下に示す。

　　● 機能１ 店頭からの簡易な広告発信（課題1の解決策）

　様々な IT スキルを持つ店頭スタッフが、業務に影響が

少ない形態で発信を行うためには、それぞれが使い慣れた

機器でコンテンツを発信することが重要である。動画像は

ほとんどの場合、編集を伴うため、店頭からの発信は、１枚

の写真に短い広告文を付加した程度のコンテンツを中心

に考えている（ただし、ハイビジョン映像を登録する機能

も有している）。ウェブブラウザ、電子メールの他、スマート

端末を活用し写真付き携帯メール感覚の簡便な発信手段

を用意している。

　　● 機能２ 編成のいらないコンテンツ配信（課題２の解決策）

　店頭から頻繁にタイムリーな広告発信を行う場合、従来

システムのような番組編成を都度行うことは難しい。本シ

ステムでは単純化された番組編成作業のないコンテンツ

配信を行う。一方で、端末に性格づけをおこないコンテン

ツを自動的に振り分ける機能を有している。

　　● 機能３ 表示端末の制限が少ない構成（課題３の解決策）

　マイクロ広告システムでは専用端末を使わない表示を行

図３  基本画面レイアウト

3.2  スマート端末の活用
　マイクロ広告の要件を実現するために、本システムでは表示

と発信に、スマート端末を活用している。以下にその概要を説

明する。

（１）スマート端末表示用アプリ

　マイクロ広告システムはウェブベースであるため、様々な

ブラウザを持つ端末を表示機器として利用可能である。特

に iOS を利用したタブレット端末では、標準ブラウザを

利用した場合は、動画再生を自動的に行えないなどの制約

があり、ネイティブコード開発による表示アプリケーション

図４  iOS用表示アプリの画面と仕様

　タブレット端末は、Wi-Fi 通信によりコンテンツ受信を行っ

ているが、これまでの検証から通常の PCと比べると信頼性が

十分でなく、通信障害が発生する場合がある。本アプリでは、こ

の問題を解決するために、通信障害時には、ローカルコンテン

ツを自動再生する機能を追加している。

（２）スマート端末発信用アプリ

　簡単な発信を実現しているハードウェアの１つがスマート

フォンである。スマートフォンは、携帯性が高く、高品位な

カメラ機能を備えているため、店員が伝えたいと思ったと

きに写真付きメールの操作感覚で発信することができる。

多くのスマートフォンでは、３G回線の負荷を低減するため、

ブラウザからのファイルアップロードを制限しているため、

本システムでは iOS と Android OS に対応したネイティブ

コード開発による発信アプリケーションを用意している。

以下に、このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

　最近はカメラを備えたタブレット端末も多くなっている。

表示領域が大きく、パソコンと類似のソフトキーボードを備える

ため、携帯端末に不慣れな店舗スタッフの発信端末として活用

できる。また、小規模の店舗向けの表示、発信からコンテンツ

管理までを実現する端末としても活用できると考えている。

3.3  本システムの位置づけ
　近年、ASP(Application Service Provider) 型のデジタル

サイネージサービスが、小規模の店舗向けのサービスを開始

している。また、電子化された POP (Point Of Purchase 

advertising) の分野でネットワーク化を志向した製品も発表

されている。類似の機能を持つこれらのシステムと本システム

を比較した結果を図６に示す。図６が示すように本システムの

特徴は、表示端末のサイズ合わせ（様々な端末での表示対応）

と常時オンライン（リアルタイム）を実現している点にある。こ

れらの機能を実現している競合が少なく、本システムの強みと

考えている。

図６  本システムの特徴と競合製品比較

4.  大学生協店舗での実証実験
　本システムはいくつかの開発フェーズの段階において、実際

にお客さまへの販売ビジネスを行っているフィールドとして、

大学生協に協力をいただいて検証を実施している [３]。特に大

学生協は出資者がお客さまという特殊性をもつため、店員とお

客さまの関係性が重要視される点で、マイクロ広告の実証に適

しているといえる。これまで技術面としては、発信状況をレポー

トする機能や、店頭での発信に適する端末ハードなどいくつか

の運用の検証結果が得られており、システムの機能改善に

フィードバックを図っている。以下に、最近の２回の実証実験の

概要を示す。

①実証実験　実験システムであるマイクロ広告システムVer３.１

　で実施

　実施時期　２０１０年１０月～２０１１年３月

実験環境　表示端末６種約２０台、発信端末４種、テスター：

店長、PC 担当店員

実験成果

● 表示端末として適する装置の検証（ノートPC、Android は

　不適要素あり）

● 発信端末として適する装置の検証（携帯電話よりもタブ

　レットが有効、メールも要）

● 運用からの課題抽出（端末により表示コンテンツを変える

　ための分類が必要）

● システムの安定性（Wi-Fi 通信回線の補完機能が必要、等）

● 店舗広告の模範的発信のノウハウ蓄積

課題事項：店舗としてお客さまとのコミュニケーション機能

が必要

②実証運用　実用システムであるマイクロ広告システムVer４.０

　で実施

実施時期　２０１１年６月～２０１１年９月

実験環境　表示端末３種約１５台、発信端末２種、テスター：

店員４名＋パート１名

実験成果　

● 表示端末（ほとんどの店員がタブレット端末であれば、発

　信端末を使いこなせる。）

● 運用機能（発信数の毎日レポートが発信モチベーションを

　向上させる。）

● アンケート型コンテンツの実用性評価

　特に実証運用について注目すべき点は、これまで業務に追わ

れ店舗内の広告に着手できなかった店員も、発信に興味を持ち、

メッセージをお客さまに発信し始めたことである。しかも発信

された広告は、定型化された無味乾燥のメッセージではなく、

個性溢れる店員手作りのメッセージである。発信ツールを極力

簡便にすることが、店員の精神的な負担を軽減できることも

検証できた。一方で、お客さまが減少する時期には、発信数の

低下も見られ、定常的に本システムを店舗の販売戦略の中で

有効に活用していくノウハウの構築が重要になると思われる。

　大学生協における新たな課題は、現在紙で運用している

「ひとことカード」（お客さまご意見カード）の IT化である。これ

については、ソーシャルメディアを組み合わせた実証を２０１１年

度下期に実施する予定である。また、システムのコミュニティ分

野への適用を模索するために、学生で構成される学内の広報

サークルにもコンテンツ提供を依頼し、地域に根差すデジタル

サイネージとしての検証を実施している。

図１  大学生協でのマイクロ広告の概念図

マイクロ広告
システム

キャン
パス
空間

商品納入先（取引先）

マス広告

大学生協店員（店頭スタッフ）

情報発信

表示端末
店内
空間

情報発信
反応

学生・教職員（お客さま）

全国共通
コンテンツ
は流さない

表示端末

店頭からの簡易な広告発信
●モバイル機器で業務の合間にコンテンツ登録
●デザインテンプレートで簡単レイアウト

編成の要らないコンテンツ配信
●ロケーションにあわせ、柔軟に表示内容を変化させる

お客さまとのコミュニケーションを支援
●コンテンツをきっかけに、店員とお客さまとの間で対話の発生を促す

表示端末の制限が少ない構成
●使用する機器（ＯＳ、ブラウザ、画面サイズ）に
　あわせてコンテンツを自動調整
●動画像などのフォーマット変換

店頭スタッフ

店舗空間

お客さま

広告発信端末

広告表示端末

※HTTP 通信により
　コンテンツを発信

※WiMAX、WiFi で
端末をワイヤレス接続

※HTTP 通信により
　コンテンツを配信

ＩＰネットワーク

サイネージサーバ

定型広告文

発信者名、
イラスト

広告写真

広告文

表示サイズ
合わせ

ネットやサーバへの
接続

表示
バリエーション

多地点管理

不可能　　                              複数機種対応　　                                           可能

オフライン　 両方
配信時のみオン

無し
少し考慮
市販品利用

簡単

動画なし
WEBのみ 動画OK

動画
＋タッチ
＋めくり

無し
条件付き

メイン機への増設
可能

大きさは
競合の数・種類 ：マイクロ広告システム

コンテンツ
入力機能

常時
オンライン

魅力

魅力

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS

ハード要件
主な機能

PlumUploader
●iOS 3.2 ～ 4.3
●Android OS 1.6、2.2
通信回線（WiFi）、カメラ
●ユーザ認証
●テキストをアップロード
●写真をアップロード
●カメラ撮影機能
●音声認識入力
  （Android のみ、 Google
   音声 検索利用）

項目名                  仕様
ソフト名
対応OS
ハード要件
主な機能

PlumSignagePlayer
iOS 3.2 ～ 4.3
通信回線（WiFi）
●ウェブベースサイネージ
  コンテンツ表示
●動画自動再生
●通信障害時、ローカル
  コンテンツ再生
●設定リンクブラウザ※画面は開発中のものです。

※画面は開発中のものです。

う必要がある。このため配信の仕組みは一般的なコンテン

ツを個別に蓄積する方式をあえて採用せず、ウェブコンテ

ンツをベースとして常に最新のコンテンツを配信する。こ

れにより、大型ディスプレイで表示される端末だけでなく、

無線 LAN 機能を有し、商品の中へ配置できるようなタブ

レット型端末を含め様々なブラウザを持った機器を表示

端末として利用可能である。ディスプレイサイズに合わせ

てレイアウトを自動調整する機能や、単調になりがちな静

止画コンテンツをスクリプト技術により動きを持たせる機

能、動画コンテンツの自動変換を実現している。

　　● 機能４ お客さまとのコミュニケーション支援（課題４の解決策）

　マイクロ広告では、店員とお客さまとの関係性を高める

機能が必要である。本システムでは図３に示すように発信

者の情報を掲載しており、広告に興味を持ったお客さまが

店員に話しかけるきっかけになる。また、スマート端末を利

用した表示端末のタッチ機能に着目し、現段階では、お客

さまが表示端末を操作し検索・閲覧できる「めくれるサイ

ネージ」機能と、店頭アンケートを簡単に実施できる「投票

型コンテンツ」機能を実現している。これらの機能で得ら

れたお客さまの反応は、デジタルサイネージの機能として

重要な店員が実感できる効果指標にもなる。

図５  iOS/Android 用発信アプリの画面と仕様

を用意している。さらに、このアプリケーションに機能を加

え、持てる、触れるサイネージ端末を実現している。以下に、

このアプリケーションの表示画面と仕様を示す。

＋
＋＋＋

：

情報発信

（お客さま）

信

学生 教職 ※（マイクロ広告　
　 のコンテンツ）

商品情報＋思い

広報 相談・要望


