
リテール業界のオムニチャネル戦略を大きく強化する
SBクリエイティブの「インテリジェント・シェルフ」

今日の消費者は、リアルな実店舗とバーチャルなECサイト（オンライン販売）、SNS、ブログなど
の世界を行き来しながら、自分に最もあった商品を最も便利なチャネルから購入するというスタ
イルをとる傾向にあります。こうした背景から、リテール業界ではこれらの多様なチャネルをうま
く連携させたオムニチャネル戦略が不可欠です。そして、こうしたオムニチャネル戦略の第一歩
は、リアルとバーチャルの世界が持つ優位性を組み合わせて、そのリテール企業でしか味わえ
ない顧客体験を提供することから始まります。そのひとつが、デジタルサイネージの設置です。

ただし、来店客に対して一方的に広告コンテンツを表示するだけのデジタルサイネージでは効
果が十分ではなく、これからは来店客の興味を引いたり、その顧客自身にマッチした広告コン
テンツを表示できるものが求められます。ソフトバンクグループのSBクリエイティブ株式会社 
（以下、SBクリエイティブ）は、このような次世代型のサイネージ・ソリューションとして「インテ
リジェント・シェルフ」を独自に開発しています。インテリジェント・シェルフは、店舗に設けら
れた商品棚にデジタルサイネージ機能を搭載した新しいタイプの情報発信ステーションです。
従来のデジタルサイネージは、店舗に端末を設置するためのスペースが必要でしたが、インテ
リジェント・シェルフは既存の商品棚にも追加でき、余計なスペースをとることなくサイネージ
機能を取り入れられます。

ソリューション紹介
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先進的なサービスに不可欠な処理能力と優れた管理性を提供するソリューション
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店頭スタッフのスマートフォンや
タブレットを用いてコンテンツを
簡単に更新可能

SBクリエイティブは、デジタルサイネージの
開発を長年にわたって手がけており、ユー
ザーが指で触れられるタッチパネル対応モ 
デル、クーポンなどを印刷可能なモデル、端
末の正面に搭載されたカメラで写真を撮影で
きるモデルなど、先進的なデジタルサイネー
ジを次 と々開発してきました。インテリジェン
ト・シェルフは、こうした同社の豊富な経験と
ノウハウを活かして設計されています。インテ
リジェント・シェルフには、多数のディスプレ
イが搭載されていますが、その中核となるの
が、商品ごとに割り当てられている「インテリ
ジェント・ラベル」です。インテリジェント・ラ
ベルは、各商品に対して固有のメッセージや
写真、映像を表示できるほか、複数のインテ
リジェント・パネルを組み合わせて訴求した
いメッセージを強調したり、動画を再生して
来店客の目を引くことができます。

従来のデジタルサイネージでは、表示する広
告コンテンツの作成や管理がとても煩雑です。 
このため、コンテンツの制作・管理ノウハウ
を持った専任のスタッフがいなければ、効果
の高い広告コンテンツを提供し続けることが
困難でした。これに対し、数多くのディスプレ
イを搭載したインテリジェント・シェルフでは、 
広告コンテンツの作成・管理を簡単に行える
ように、インテルの先進的なデジタルコンテ
ンツ管理システム（CMS）「インテル® リテー
ル・クライアント・マネージャー（インテル®  
RCM）」を採用しています。また、インター
ネットに接続されたスマートフォンやタブレッ
トを使って、簡単にコンテンツ更新を行える
機能も搭載され、PCの操作に不慣れなス
タッフでも店頭でリアルタイムにコンテンツ
を更新できます。
 
コンテンツの配信・管理基盤は、マイクロソ
フトが提供するパブリッククラウド・サービス
「Microsoft* Azure*」を通じて提供されます。
日本国内でサービスを展開する際には、国内

図  クラウド、店舗、消費者端末の連携

のデータセンターを利用することで、インテ
リジェント・シェルフとの優れた通信レスポ
ンスを確保しています。将来的に海外でサー
ビスを提供する際には、その地域に一番近い
データセンターにコンテンツの配信・管理基
盤を構築する予定です。

来店客が携帯しているモバイル端末に
さまざまな情報を送信することで
一対一のコミュニケーションを実現

インテリジェント・シェルフは、Bluetooth*  
Low Energy規格を利用した近距離無線通信
をサポートしています。これにより、ほとんど 
の来店客が携帯しているスマートフォンや 
タブレットに対してさまざまな情報を送信
し、インテリジェント・シェルフと来店客の
間で一対一のコミュニケーションをとれる環
境を提供します。例えば、来店客がインテリ 
ジェント・シェルフの近くを通りがかったと
きには、来店客の端末にウェルカムメッセー
ジを送信し、インテリジェント・シェルフのそ
ばに誘導します。そして、来店客がインテリ
ジェント・シェルフのすぐ前に立ったら、棚
に置かれた商品に関する最新情報や店舗独
自のクーポンなどを送信します。また、来店
客の端末を通じて、棚に陳列されていない
商品や店舗に在庫がない商品をオンライン
で購入することも可能です。これにより、店
頭でのリアルなショッピング体験とモバイル
端末を通じた仮想的なショッピング体験を
融合できます。

インテリジェント・シェルフ

インテリジェント・ラベル

ディスプレイ型デジタルサイネージ
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覧したり、新刊予告を確認できるなど、イン
タラクティブなコミュニケーションを提供し
ます。さらに、インテリジェント・ブックシェ
ルフのオンラインサービスにチェックインし
た顧客には、店舗で使えるリワードマイルや
チェックイン・マイルを付与し、継続的な来店
も促します。SBクリエイティブは、本棚という
限られたスペースの中で来店客に最大限の
書籍情報を提供できるように、電子書籍と
従来の紙書籍を連携することに加え、来店
客にとって便利に扱え、書籍を思う存分楽し
めるようなサービスを目指しています。そして
将来的には、書店だけでなく、スーパーマー
ケットやコンビニエンス・ストアなど、さまざ
まな小売店に対してインテリジェント・シェル
フを展開していく計画です。

に保守スタッフを派遣しなければなりません
でしたが、インテル® AMTに対応したインテ
リジェント・シェルフなら、多くのメンテナン
ス業務と障害対応をセンター側からのリモー
ト操作によって実施できます。これにより、
システムの稼働率を最大限に高め、サイネー
ジ機能のサービスレベルも大きく引き上げ 
られます。

書店向けに設計された
インテリジェント・ブックシェルフ・
サービスを展開中

出版事業とデジタルサイネージ事業を手が
けているSBクリエイティブは、双方のビジネ
スをさらに加速させる取り組みとして、インテ
リジェント・シェルフに大きな期待を寄せて
います。現在、インテリジェント・シェルフを
活用したサービスの第一弾として、書店向け
のインテリジェント・ブックシェルフ・サービ
スを開始しています。インテリジェント・ブッ
クシェルフは、従来の本棚に大画面のディ
スプレイとラベル型のデジタルサイネージを
搭載し、陳列している紙書籍の詳細情報、シ
リーズやバックナンバーなどの関連情報、新
刊予告やその書店情報などを発信します。

また、インテリジェント・ブックシェルフの前
に立った来店客に対し、自分自身のモバイ
ル端末で電子書籍の立ち読みファイルを閲

現在は、Bluetooth* Low Energy規格に
対応した iOS*搭載機とアップルが提供す
るiBeacon*の組み合わせに対応していま
すが、将来的にはAndroid*やMicrosoft* 
Windows*を搭載したモバイル端末にも対
応させていく計画です。近年、インターネット
に接続されるデジタル機器（IoT：Internet 
of Things）が増加の一途をたどっています。
インテリジェント・シェルフとの通信に用い
られるスマートフォンやタブレットは、エン
ドユーザーが常に携帯しているコンピュー
ティングとコミュニケーションのためのモバ
イル端末であり、これからのIoT時代を支え
るデジタル機器のひとつでもあります。ス
マートフォンやタブレットとの連携が可能な
インテリジェント・シェルフは、こうしたIoT
の要素をいち早く取り入れたソリューション
といえるでしょう。

インテル® Core™ vPro™ 
プロセッサー・ファミリーで
処理性能と運用管理を強化

インテリジェント・シェルフは、そのコント
ロール部としてインテル® アーキテクチャー
に基づくハードウェア・プラットフォームと
Microsoft* Windows* Embeddedを組み合
わせています。特に心臓部となるマイクロプ
ロセッサーには、新世代のインテル® Core™ 
vPro™ プロセッサー・ファミリーを搭載し、付
加価値の高いサービス展開と優れた運用効
率を両立しています。インテリジェント・シェ
ルフのようなマルチモニター環境では、画面
の数にほぼ比例する形で処理量が増えます。 
また、それぞれの画面に表示される情報
の処理は、複数のタスクを同時に実行する
マルチタスク処理そのものです。インテル®  
Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーは、マ
ルチコア技術と同時マルチスレッディング
技術（インテル® ハイパースレッディング・テ
クノロジー）を組み合わせることで、多数の
ディスプレイに表示される独立した処理をス
ムーズに実行可能です。

そして、店舗に置かれたインテリジェント・
シェルフの運用管理には、インテル® Core™ 
vPro™ プロセッサー・ファミリーによって提
供されるインテル® アクティブ・マネジメン
ト・テクノロジー（インテル® AMT）が威力を
発揮します。従来のサイネージ端末は、現場

図 インテリジェント・ブックシェルフ使用イメージ

※ Copyright©Harlequin K K.All rights reserved



 インテル® 
リテール・クライアント・マネージャー

図 インテル® リテール・クライアント・マネージャー

用されたデジタルサイネージ・ネットワークを
利用することで、広告コンテンツを視聴して
いる人の数、性別、年齢層、滞留時間などを
匿名で取得できます。こうした視聴者の属性
情報を高度に分析することで、キャンペーン
の効果測定などを実施可能です。このように、
インテル® RCMを活用すれば、デジタルサイ
ネージ端末を介して広告コンテンツを配信す
るだけにとどまらず、ATM、POS端末、キオ
スク端末、自動販売機など、消費者と接する
リテール関連機器と連動させた広告キャン
ペーンの展開にもつなげられます。
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新世代のインテル® Core™ vPro™
プロセッサー・ファミリー

インテルの主力製品であるインテル® プロ
セッサーは、PC、タブレット、サーバーなどを
支える高性能プロセッサーとして定評があり
ますが、組込み機器向けのプロセッサー製
品も組込み機器のニーズにきめ細かく対応
していけるように、さまざまなモデルが取り
揃えられています。SBクリエイティブのイン
テリジェント・シェルフは、多画面のデジタ
ルサイネージに求められる優れた計算能力
を確保するため、その心臓部として新世代の
インテル® Core™ vPro™プロセッサーを搭載
しています。インテル® Core™ vPro™プロセッ
サーは、最先端の半導体製造技術と優れた
回路設計を組み合わせることで、より高い処
理性能を、より少ない電力で引き出せるよう
に設計されています。

インテル® Core™ vPro™プロセッサーは、こ
のように端末自身に優れた処理能力を提供
するだけでなく、端末の高度な運用管理を支
援するインテル® アクティブ・マネジメント・
テクノロジー（インテル® AMT）にも対応して
います。インテル® AMTは、ネットワーク越し
でありながら、あたかも端末の目の前にいる
かのように端末を自在に操作できるようにす
る高度な運用管理技術です。インテル® AMT
に対応した組込み機器なら、センター側から
のリモート操作を通じて、多くのメンテナンス

業務や障害対応を実施できます。これにより、
運用管理コストの削減とサービス品質の向
上につなげられます。

インテル® リテール・クライアント・
マネージャー（インテル® RCM）

インテル® リテール・クライアント・マネー
ジャー（インテル® RCM）は、デジタルサイ
ネージに対する広告コンテンツの作成・管
理・配信、サイネージ端末の運用管理などを
包括的にサポートするデジタルコンテンツ管
理システム（CMS）です。インテル® RCMで
は、HDビデオ、写真、音声、Webコンテンツ、 
Adobe* Flash*、TV放送（地上・衛星・ケー
ブル）など、さまざまなタイプのコンテンツ
を組み合わせた視覚的効果の高い広告コン
テンツを作成・配信できます。一般的に、デ
ジタルサイネージ関連のインフラストラク
チャーと広告コンテンツの管理には大きな運
用負荷がかかります。これに対し、インテル®  
RCMを利用すれば、分かりやすいマウス操
作によってコンテンツを容易に作成でき、数
多くの画面に映し出される各コンテンツをひ
とつのコンソールから集中的に管理可能です。
このため、専任の技術スタッフを用意する必
要がありません。

インテル® RCMは、インテル® オーディエン
ス・インプレッション・メトリック・スイート 
（インテル® AIM スイート）テクノロジーが採

インテリジェント・シェルフを支える
インテルの最新テクノロジー


