
公益法人日本鉄道広告振興協会（JAFRA）の技術開発委員会では、今年度の事業として  

次の３点に取り組んでいます。 

① デジタルサイネージ等新技術の情報発信 

② インタラクティブ広告の実証実験 

③ アカウンタビリティーについての会員相互の情報交換 

今回は、9 月 14 日、デジタルサイネージコンソーシアムの副理事長である窪田賢雄氏をお

招きして、当委員会の浅沼委員長、吉田委員の３名で、デジタルサイネージの導入経緯、

現在の普及状況、鉄道広告における今後の在り方を話題に実施した座談会の内容を掲載し

ています。 

 

はじめに 

 

（浅沼） 

技術開発委員長の浅沼でございます。本日は、お集まりいただき

ましてありがとうございます。今年度は、当委員会で実施した事

業について、会員以外の方にもお知らせするとともに、ご意見を

いただきたいということで、ブログに掲載することになりました。

詳細につきましては、JAFRA のホームページに掲載を予定して

います。私は、ジェイアール西日本コミュニケーションズという広告代理店におります。

広告業界は 4 年目です。ＪＲ西日本で関連事業、広報室、岡山支社で勤務後、中国インバ

ウンドのお手伝いもさせていただきました。委員長に選任されましたので、新しい事柄に

チャレンジしていきたいと思っています。JAFRA として、新しい技術の情報を取得し、そ

れを使った新しい鉄道広告を開発することが使命と考えていますので、よろしくお願いし

ます。 

 

（吉田） 

私は、オリコムで、メディア、雑誌、支社、交通広告などの部

署を経験。現在は、ＯＯＨを中心にメディアプランナーを行っ

ています。2008 年には、デジタルサイネージコンソーシアムに

参画し、広告代理店からの初の理事となりました。弊社は、常

に新メディアの開発をクライアントニーズに応じて取り組んで

きており、その昔、国鉄と「アドピラー」や「ステッカー広告」

などを開発しました。主に、広告ビジネス面からのデジタルサイネージの在り方等につい

てお話したいと思います。 

 

 



（窪田） 

私は、パナソニックで、長く表示システムのエンジニアをしており

ました。金融バブル時代には大型ＬＥＤ表示板を使った「ディーリ

ングルーム向けシステム」を開発したほか、株価ボードの新製品開

発などを担当しました。その後、空港、警察、道路の情報表示系シ

ステムの開発を多数経験し、2002 年からデジタルサイネージシス

テムの開発を担当しました。その頃、薄く、安く、高精細、高速ネットワークといったデ

ジタルサイネージの普及の条件が整ったといえます。当初は、プラズマディスプレイ（Ｐ

ＤＰ）の価格が 100 万円を切ったくらいの時期ですが、デジタルサイネージ用のソフトウ

エアを開発することにより、従来の株価ボードをＰＤＰ上に実現することに成功しました。

同時期に、六本木ヒルズのシステム開発にも携わりました。この時、デジタルサイネージ

の要求に広く対応できるように開発したシステムが、「パナソニックのＮＭstage」です。

ビジネスとして認められるようになったのは、ＪＲ西日本様の運行情報表示システムのお

手伝いをしてからです。研究開発は、一人からスタートし、開発・販売も自らが担当し事

業を大きくしました。 

デジタルサイネージコンソーシアムには当初から参加しており、システム部会を担当して

います。部会では、デジタルサイネージに関する言葉の定義づけを目的に「デジタルサイ

ネージ標準、システムガイドライン」を作成しました。最近では、未来のデジタルサイネ

ージを映像化した「未来のデジタイルサイネージ」をフラッシュ動画で制作し、近未来に

おけるデジタルサイネージのある日常生活を提案しています。 

 

低価格化、ネットワーク化で普及 

 

（浅沼） 

外から見ると、鉄道広告は、長い間、看板の時代が続きました。駅には、いつも同じ看板

があるような印象です。私が、岡山でショッピングセンターの社長をしている時に、商品

は短いサイクルで変わる時代なのに、なぜ鉄道広告は変わらないのか、意匠が変わるよう

なものはないか、というニーズを感じていました。 

さて、デジタルサイネージができるきっかけとなったのは、何でしょうか。 

 

（窪田） 

デジタルサイネージが普及するきっかけとなったのは、ディスプレイ、ソフトウエア、ネ

ットワークの低価格化です。また、動画が流せるような通信コストが月額 4,000 円から

5,000 円と安くなったことや記憶容量も格段に大きくなった事によります。 

 

 



（吉田） 

ハード面のコストの低下と通信インフラの機能性の向上が背景だと思いますが、そもそも

鉄道会社に運行情報などを一斉に素早く伝えたいというニーズがあり、そこで、まず業務

表示がデジタルサイネージを採用し、変わった。広告でデジタルサイネージが出来たきっ

かけは、そこからで、さらに最近のマーケティング環境の変化があり注目されているのだ

と思います。 

 

（窪田） 

2003 年頃に値頃感が出てきました。私が携わった金融関係でも、デジタルサイネージが出

てきたことで、従来は巨大なＬＥＤ表示板を使って表示していた株価情報が、４２インチ

のディスプレイ１台で表示できるようになりました。表示内容の変更も簡単にできます。

ＰＤＰが１００万円、システム費用が５０万円から１５０万円と低コストになったことが、

デジタルサイネージ採用の大きな要因です（価格は当時の価格例）。 

 

（浅沼） 

クライアントの側からみると、デジタルサイネージの採用についてはどうでしょうか。看

板は、何十年間、一つの画面に一つの情報を表示してきました。生産性を追求する世の中

にあって、動かない看板は、極めて非生産的だと思うのですが。 

 

（吉田） 

最近はニーズに応じ、広告商品も切り替えが早いものがでてきました。たとえば最近のデ

ジタルサイネージの商品では、時間帯によって最短で２時間から掲出といった商品もあり

ます。朝向け商品をお持ちで、朝だけ訴求したい広告主様や、ターゲットが変わる昼だけ

とか、自主規制で夜だけ出したいニーズなどに応えることが可能です。まだ一部ですが、

その日のチケットの空き情報を放映するなど、リアルタイムに近い素材変更をしていると

ころもあります。まだ多いとは言えませんが、時間と場所を特定できるデジタルサイネー

ジの特長を活用する広告主が出て来ています。 

 

（浅沼） 

鉄道広告においては、媒体社イコール鉄道会社という構図です。従来は、鉄道会社は、お

客様を運ぶことが業務のメインであり、その他の活動はやってはならないことになってい

ました。しかし、時代は変わり、ＪＲ発足後は、関連事業で利益をあげる時代になってき

ています。鉄道広告のスペースは、駅構内の壁や車両などであり、すでに減価償却後の場

合が多く、コスト負担なしに利益を生むものであり、鉄道会社、媒体社にとって、資産効

率は極めて高いものです。この鉄道広告の生産性を向上していくことが肝要です。この意

味からも、新技術の開発に力を入れていきたいと思っています。メーカーの方の技術追求



の恩恵を受ける一方で、媒体社としてもニーズを出す必要があると思っています。 

 

生活シーンに広がるデジタルサイネージ 

 

（浅沼） 

デジタルサイネージの普及状況はどうなっていますか。 

 

（吉田） 

どのような場所に普及しているかですが、分類すると、広告が掲出出来るものは、４つに

分けられます。一つは、鉄道、空港、タクシーなどの交通機関にあるもの。二つ目は、ス

ーパー、コンビニ、家電量販店、大型複合商業施設などの流通系にあるもの。三つ目は、

繁華街のビルの壁面に設置してある大型の街頭ビジョンなど。四つ目は、セグメントされ

た場所ごとに設置されたもので、病院、自動車教習所、フィットネスクラブなどをネット

ワークしたルートメディア的デジタルサイネージがあります。広告が入っていないものと

しては、ブランドショップやスポーツショップ、ハンバーガーショップなど多くの一般商

業店舗等での自社販促用サイネージがあげられます。役所や公営競技場、学校などの公の

機関にも増えています。これに加えて、家の中にあるテレビ、携帯電話、パソコン以外の

パーソナルなデジタル端末で、例えばデジタルフォトフレームなども、ネットワークにつ

ながれば、デジタルサイネージの広告メディアとしての可能性を持っています。 

 

（窪田） 

コンテンツ別に分けると、広告系と情報告知系に分かれます。広告よりも先に情報告知系

の普及が始まりました。広告は、どうしても費用対効果が求められます。情報告知系は、

伝えないといけないということから始まります。たとえば、銀行では、金融法の改正によ

り、店頭での金利を表示する義務があり、これが、ＬＥＤからデジタルサイネージへの置

換えの要因にもなりました。銀行向けのデジタルサイネージシステムは、基幹システムの

一部となるため、要求性能の厳しいシステムになります。一方、広告系システムは、費用

対効果が重要であり、システムや、ディスプレイの価格で決まります。2003 年から 2005

年頃、ベンチャー企業として広告配信サービスの会社が立ち上がりましたが、かなり淘汰

されました。 

 

鉄道広告のデジタルサイネージ化は、萌芽期 

 

（浅沼） 

非公式ですが、駅のデジタルサイネージは、ＪＲ西日本１７６面、ＪＲ東日本１７２面、

東京メトロ７２面であり、全国的には約５５０面がデジタルサイネージ化されていると推



定されます。全国での駅ポスター、サインボード数は、約 15 万面と推定されることから、

デジタルサイネージ化は、まだ１％未満であると思われます。一方、車両では、おおよそ

ＪＲ西日本の WEST ビジョン 3,000 面、ＪＲ東日本のトレインチャンネル 18,000 面、東

急電鉄のＴＯＱビジョン 3,600 面、東京メトロの東京メトロビジョン 2,000 面が導入され

ており、全国的には 25,000 面と推定されます。全国の鉄道車両の中つり、額面を推算する

と 300 万面であり、デジタルサイネージ化は、トレインチャンネルで約４％、WEST ビジ

ョン約 1.5％と鉄道でのデジタルサイネージ化は始まったところと言えます。世の中での普

及状況は、どうでしょうか。 

 

（吉田） 

時間軸で言うと、ここ 2･3 年で急激に増えています。2008 年前後で比較すると、東京地区

だけですが私の試算では、電車内のデジタルサイネージは、約 2 倍。駅構内は約１７倍に

増加しています。流通系は約 60 倍増と割合だけみるとすごいことになります。逆に言えば

それだけそれ以前にデジタルサイネージの広告事業に参入していた社は尐なかったという

ことです。広告主に聞いて見ると、「最近は良く見るようになった」というイメージです。 

 

（浅沼） 

昨年、上海で、フォーカスメディアの副総裁と話す機会がありました。2000 年頃、東京で

トレインチャンネルを見て、上海へ帰ってエレベーター広告を始め、現在、９５都市で展

開しているそうです。配信は、「スニーカーネットワーク」と呼ばれる人力方式でメモリカ

ードの取替えを行っています。上海では、地下鉄や街中の広告を視察しましたが、デジタ

ルサイネージが中心となっているようなイメージでした。日本の場合、相当余地があると

思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（吉田） 

なるほど中国にはそこだけでなく、空港やバスでも大掛かりなデジタルサイネージ事業を

している会社もあるようですね。しかし、日本では広告費が前年を下回る状況ですから、

広告ビジネスモデルとしては必ずしも余地があるとは言えないと思います。規制の違いも

あります。私も宣伝部の方と話をしますが、山手線のトレインチャンネルは見ると良く言

われます。トレチャン以外にも東京で 7 路線あるのですがと言っても、知らない(乗ったこ

とがない)路線もあるのが実態です。もちろん啓蒙はしますが、宣伝部の皆が認知していれ

ば出稿するが、知らないと出稿は難しいですね。ＪＲトレインチャンネルは、山手線・京

浜東北線・中央線（快速）・京葉線の一部で放映していますが、一日平均約 1,034 万人以上

（オリコム推定）の人が利用しています。数の論理というか生活者だけでなく広告主へ対

してもリーチしていることが大切になります。ただ「以前は TV と新聞に出していれば良

かったが、昨今はそうはいかない」と考える広告主も増えており、ＴＶＣＭを生活動線上



販売時点に近い鉄道のデジタルサイネージで流してみたいというニーズも出ているのは追

い風です。デジタルサイネージにＴＶＣＭを流し、既存媒体、Web でフォローという部分

も出てきています。 

 

モバイルとの連携に注目 

 

（浅沼） 

首都圏で、トレインチャンネル等のクライアントを見ますと、ナショナルクライアントが

出稿しています。しかし、ローカルにおいては、電車の中つりや駅構内の看板を小規模の

代理店が販売しているのが実態です。大阪では 50 社、東京では 300 社ほどありますが、代

理店のデジタルサイネージに対する反応はどうでしょうか。代理店にお聞きしますと、駅

の中は通路なので利用者がなかなか見てくれない、という声を聞きます。一方、電車の中

は、利用者は、眠るか、ケータイを見るか、本を読むか、結構長い「鉄道時間」を過ごし

ています。電車の中は、「強制視認性」があり、この鉄道時間を広告に利用したいと考えて

います。昨年、Ｐ＆Ｇのブランド「ＳＫⅡ」で鉄道広告の実験をしました。外資系は、鉄

道広告を使っていないということで、大阪で昨年 6 月、駅、電車に 8,000 枚を掲出したと

ころ、京阪神圏の売上が 150％となりました。また、12 月には京阪神に加え、東京でも山

手線や池袋駅などに 25,000 枚を掲出し、結果は、東京圏は 129％の売上げとなりました。

ＴＶ広告を同時期に流したとはいえ、鉄道広告での誘引結果に、ＳＫⅡの担当者は、大変

驚いたとお聞きしました。このため、私は、早急に電車内デジタルサイネージの開発が必

要だと考えています。電車内のお客様とクライアントのホームページを、車内に設置した

デジタルサイネージとケータイで繋ぐと、新たな鉄道広告の可能性があると思います。一

昨年、駅の媒体と飲食店舗をモバイルでつなぐ「ぐるなびボード」を、大阪駅に開発しま

した。電車の中では、各鉄道会社が盗撮にナーバスであり、まだまだ、おサイフケータイ

（FeliCa）によるモバイル連携には抵抗感が強い様ですが、将来的には、つり革に携帯電

話をかざして、クライアントのホームページに繋ぐような事も考えたいと思っています。 

 

（窪田） 

技術的には、「赤外線」のよる通信があります。電車の中の照明に仕込み、シャワーのよう

に情報を流します。赤外線は、業界の標準仕様となっていますので、３キャリアともに使

用可能のはずです。その他、ブルートゥース、エリアワンセグ等の新しい技術があります。 

 

（浅沼） 

赤外線利用というもの、おもしろいですね。弊社では、電車内の媒体開発として、おサイ

フケータイのリーダー･ライター機能を使った「フェリカライト」「スマートポスター」を

勉強しました。（携帯電話などで直接読み取ることが出来る情報を記録した IC カード／タ



グを貼付したデバイスです。）これは電車内という電気工事ができない場所で、シール貼付

により簡単にモバイルからホームページに繋ぐ技術です。残念ながらキャリア限定等諸問

題がありました。私が期待しているのは、NFC 規格（注）を利用した携帯電話の普及です。

この普及により、日本固有の「FeliCa」だけでなく、たばこカード（taspo）などに利用さ

れている「Type A 方式」、運転免許証カード、住基カードなどに利用されている「Type B

方式」の利用が促進され、搭載機器開発により汎用性も広がると思うのですが。 

 

（窪田） 

お客様が情報を欲しい時にタッチすると、携帯電話に必要な情報が飛び込んでくる。これ

は、近未来の広告の姿ですね。モバイルとの連携ということでは、今後のデジタルサイネ

ージにとっては、重要な課題の一つになるでしょう。ドコモのフェムトセル技術を活用す

れば、今、誰が、どこにいるのか、はっきりと分かるようになります。今後のデジタルサ

イネージのキーワードは、「モバイルとの連携」でしょう。 

 

（吉田） 

窪田さんが言われた以外では、タッチパネル機能や、顔認識のカメラを使ったシステムを

搭載したものもあります。サイネージの前に立った人の属性を認識して、その人に最適な

コンテンツを表示することも運用されています。広告効果測定ツールとしても試用が始ま

っています。デジタルサイネージは、デジタルテクノロジーによって見るだけの看板から、

付加価値を与えられる装置に変わっていく可能性はあると思いますね。TVCM を家の外で

流せる端末であると同時に、ネットワークしているものはインターネット端末でもありえ

るといった 2 面性の中で進化していくイメージを持っています。次に大事なのはデジタル

サイネージの卓越した表現能力を発揮させることで、コンテンツやアプリケーションとい

ったソフトウエアに注目して頂きたいですね。 

 

（浅沼） 

本日は、窪田さん、吉田さんとともにハード技術について語っていただきましたが、今後

は、扱う情報、コンテンツについても考えていきたいと思います。社会は、より豊かにな

り、市場は成熟してきているので、今後は、企業の商品広告だけでなく、個人の「感動」

が一つのテーマになると考えています。現在、ＪＲ西日本の駅では、商品の宣伝だけでな

く、カルチャーセンターとタイアップし、個人の絵画や写真などを掲出しています。反応

は、まだまだですが、駅に文化ゾーンを作り、ひと休みできる楽しい空間を演出したいと

考えています。近い将来、商品告知に加え、個人が公共空間で簡単に情報を発信すること

がデジタルサイネージにより実現できると確信しています。 

本日は、ありがとうございました。 

 



注 （出展：トッパン・フォームズ  URL  www.nfc-world.com/） 

 

NFC（Near Field Communication）は、NXP セミコンダクターズ社（旧フィリップスセミコンダクターズ社）とソニーが

開発した 13.56MHz 帯の近距離無線通信規格で、RFID 技術（IC カード／IC タグ）の次世代標準規格として国際

標準機関（ISO）に承認され、今後さまざまな電子デバイスへの採用が期待されています。 

ソニーが開発し、日本とアジアの一部地域で普及している「FeliCa™」や、フィリップスが開発し、国際標準規格

（ISO14443 Type A）で採用され、世界で最も普及している「Mifare®」との互換性があり、それらと通信（リード・ラ

イト）を行うことができます。また、NFC モジュール同士で通信を行うことができるため、最近急速に普及している

IC カード以上の柔軟で幅広い利用が想定されます。 

 

 

NFC（Near Field Communication = 近距離通信）という名前が表す通り、そのもっとも特徴的な機能が「機器間

通信」です。NFC がいろいろなデジタル機器に搭載されれば、互いをかざすだけで誰でも簡単にデータを転送・交

http://www.nfc-world.com/


換し、より良いデジタルライフを楽しむことが可能となります。また、NFC は国際標準規格ですので、世界中で使え

る便利なソリューションの登場が期待されます。 

 

 

NFC の無線通信は、通信距離を最大 10cm 程度に限定しています。これは技術的な制約というよりは、通信距離

を限定することにより、不正に読み取られることを防ぐ目的があります。また、通信距離を短くすることにより、「か

ざす」という分かりやすく直感的な行為を通信のトリガーとすることができ、これまでの情報機器や家電製品には

なかった操作感を得ることができます。Suica などの交通カードを使用したことがあれば、かざした瞬間にゲートが

開く快感を味わったことがあるかと思います。NFC の搭載が色々な機器に進めば、同じようにかざすだけで様々

なことが行えるようになるでしょう。 

 

 



 

NFC の規格は 2002 年 12 月に、ECMA International（情報通信分野の標準化組織）で ECMA-340 として登録さ

れ、2003 年 12 月に ISO/IEC 18092（NFC IP-1）として国際標準規格に制定されました。その後、2005 年 1 月には、

拡張規格である NFC IP-2 が ISO/IEC 21481 として国際標準規格に制定されました。 

NFC IP-1（NFC Interface Protocol-1）と NFC IP-2 は下図の通り体系化されています。変調方式、符号化などの

物理層、電波が衝突した際の制御方法などのデータリンク層は共通で、NFC IP-1 では Mifare®（ISO/IEC 14443 

Type A 準拠）と FeliCa™に対応した通信仕様と、端末間通信プロトコルが定義されています。さらに、NFC IP-2

では、NFC IP-1 に加えて ISO/IEC 14443 Type B と ISO/IEC 15693 の通信仕様に対応します。 

 

NFC IP-2 により、NFC は 13.56MHz 帯を使用する全ての IC カード規格に対応します。NFC が対応するそれぞ

れの規格は、以下の様な用途で活用され始めています。 

規格 採用例 

Mifare®  

(ISO/IEC 14443 Type A)  
IC テレフォンカード、たばこカードのほか、欧州では広く普及 

ISO/IEC 14443 Type B 住民基本台帳カード、社員証、学生証など 

FeliCa™ Suica、Edy、PASMO、ICOCA、おサイフケータイなど、国内では交通系カードや電子マネーとして広く普及 

ISO/IEC 15693 物流、小売などの IC タグ 

※ FeliCa™ はソニーの登録商標です。 

※MIFARE®は NXP セミコンダクターズの登録商標です。 

 


