
業界の概要

鉄道事業会社は、動画ストリーミング配信など乗客のモバイルデバイスへエンターテインメント
を提供したり、列車内で乗客とやり取りしながら顧客データを生成し、さらには乗客情報を使用し
てマーケティング機会を創出できるソリューションを長い間求めていました。 Passengera プラッ
トフォームは、インテル® テクノロジーを搭載した鉄道対応の Advantech* ITA 5730 サーバー
を使用して構築され、こうした鉄道運営会社の目的を実現しています。

課 題

Rhaetian Railway*（RhB） が運行するベルニナ・エクスプレスはアルプス周辺の観光地をつな
ぐ路線です。 現在、この沿線ではモバイル接続範囲が限定されているため、乗客は自身のデバイ
スでインターネットにアクセスすることができません。 RhB では、全地球測位システム （GPS） に
よって特定される列車の位置に応じて、現地の景色や名所について説明する特別に制作された
ビデオ / オーディオコンテンツを、乗客がスマートフォンやタブレットを使って表示できるソリュー
ションを求めていました。 このようなソリューションがあれば、乗客体験が大幅に向上するだけ
でなく、乗客の統計データの生成というメリットも得られます。

ソリューション

Passengera ソフトウェアは、 インテル® テクノロジーを搭載した鉄道対応の Advantech* オン
ボードサーバー上にホストされます。 このソリューションにより、乗客は個人用デバイス上のウェ
ブアプリからログインして、Advantech* サーバーに統合されたオンボード Wi-Fi* ネットワーク
経由で GPS 同期コンテンツにアクセスできます。

GPS 同期コンテンツが現在地と一致すると、 乗客のモバイルデバイスにポップアップ情報が表
示されます。 Passengera ソリューションでは、エンターテインメントとインタラクティブな旅行
ガイドに加え、到着時刻を含む最新のルート情報も提供されます。

また、Passengera ソリューションにより、RhB は GPS 同期コンテンツをリモートで管理、更新で
きるだけでなく、乗客とのコミュニケーションやオプトインによる個人情報の生成も可能になり
ます。 さらに、RhB には、乗客に土産物などの商品を販売するアプリ内マーケティングによる収益
創出の機会がもたらされます。 将来的には、乗客は自身の座席に座ったままで食事や飲み物を注
文し、サービスを受けられるようになります。

結 果

2016 年 12 月に導入されたベルニナ・エクスプレスの Passengera ソリューションは、乗客の統
計データを活用して、 ターゲットを絞り込んだプロモーションの開発、 高品質コンテンツによる
視聴者数の増加、オプトイン率の増加と乗客エンゲージメントの向上、顧客満足度の向上など、
サービス開始からわずか数カ月間でその価値を実証しました。 サマーシーズンに入れば、さらに
多くの成果が得られるでしょう。

概 要：

• 乗客の体験と満足度が向上

• 有益な顧客データを生成

• 輸送業界向けの独自設計

 

 
「Passengera の導入以前、 
私たちは乗客についてほとんど何も 
知りませんでした。 Passengera を 
搭載したことで、乗客の関心事や 
統計データを把握できるように 
なりました。 これらのデータを使って、 
新しいプロモーションのターゲットを 
より的確に設定できます」

— RhB 
マーケティング・コミュニケーション & 

e ビジネス責任者
Michael Kistler 氏

インテル® テクノロジーを搭載した Advantech* オンボードサーバー上にホストされた Passengera
プラットフォームが、途切れることのない Wi-Fi* インフォテインメントを提供し、新たなマーケティング
機会を創出

オンボード・インフォテインメントにより
乗客体験の向上と乗客データの生成を実現

コンテンツのストリーミングによる

新たな収益機会
Passengeraソリューションにより、乗客
体験が向上すると同時に、 鉄道事業会
社に新たなマーケティング機会や収益
機会の創出を促す顧客データが生成さ
れます。

導入事例
交通機関：鉄道 
オンボード・インフォテインメント



乗客体験の向上と顧客インサイトの獲得
ユネスコ世界遺産に指定されているベルニナ ・ エクスプレスからの
景色は、1908 年に線路が最初に敷設されて以来、ほとんど変わってい
ません。 アルプスを縦断する最も高所にある鉄道で、 列車は氷河をい
ただく山岳地帯を登り、イタリアのブドウ畑へと下っていきます。 見どこ
ろが非常に多いため、 乗客は自分が今どこにいて、 何と言う名所を見
ているのか分からなくなってしまうことも少なくありません。

また、 従来のウェブ対応ビデオ / オーディオ情報配信は GPS に同期し
ていません。 そのため、 乗客は現在地を確認できません。 また、 沿線で
はインターネット・アクセス可能な範囲が限定されているため、ほとん
ど利用できません。 RhB は、インターネット接続に頼らず、GPS に同期
したビデオやオーディオをストリーミングして、 車窓から見える風景の
説明、現在地、次の駅に到着するまでの時間などの情報をリアルタイム
に乗客に提供するソリューションを必要としていました。

また、このソリューションには、乗客が何もインストールせずに使用で
きるブランドのカスタマイズが可能なウェブアプリ、 乗客と RhB の従
業員向けの簡単な操作、ビデオ / オーディオファイルを保存するための
大容量ストレージ、乗客が言語を選択できる機能、乗客がオーディオ /
ビデオセクションを再生するオプション、 乗客とやり取りしながらデー
タを生成する機能、Wi-Fi* アクセスポイントが統合された一体型の鉄
道対応サーバーなどが必要でした。

RhB に最適なソリューション
Passengera は RhB のこうした要件を満たしていました。 ハードウェア、
ソフトウェア、RhB ブランドのウェブアプリは、鉄道事業者が提供する
ことが困難だったサービス分野において、優れたソリューションを提供
します。 乗客は、目の前にそびえる山の名前や、196 基の橋 /55 カ所の
トンネルのどれを通過しているかを瞬時に知ることができるため、旅行
をより満喫し、大きな満足感を得ることができます。

RhB の GPS に同期して、オンボード Wi-Fi* 接続を介してストリーミン
グされるビデオ / オーディオコンテンツは、英語、ドイツ語、イタリア語、
フランス語で提供されており、 将来はさらに 4 つの言語が追加される

鉄道 / 地下鉄 / バス事業者に最適なソリューション
Passengera ソリューションを使用すると、旅行やルートに関す
る情報に加えて、あらゆる種類のビデオ、オーディオ、電子書籍、
その他のマルチメディア・コンテンツをストリーミングできます。
乗客は自身のモバイルデバイスを使って顧客データの共有を選
択し、映画、テレビ番組、スポーツイベントを視聴できるだけで
なく、オーディオブックを聞いたり、ゲームをプレイしたり、電子
書籍を読むこともできます。 Passengera ソリューションをホス
トする Advantech* ITA オンボード・サーバー ・プラットフォー
ムは、 インテル® Core™ i5 プロセッサーを使用して構築されて
おり、列車、バス、クルーズ船、飛行機などの輸送機関の実用的
要件を満たします。 また、インテル® プロセッサーは、VT-X 仮想
化をサポートしているため、Passengera プラットフォーム上で
サードパーティー製アプリケーションもホストできます。
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「Advantech* ITA 5730 に搭載された 
インテル® テクノロジーが、安定性と拡張性に優れた 
実証済みのプラットフォームを実現するため、 
Passengera は信頼性の高い安定した 
スケーラブルなプラットフォームを提供できます」

— Passengera CEO　
Jan Kolář 氏

予定です。 乗客には、 景色の説明に加え、 天候、 ルート、 スケジュール
（到着時刻や遅延の可能性など） の情報も提供されます。

乗客が自身のモバイルデバイスでサービスを利用することを選択し、
承認すると、 RhB は乗客とやり取りしながら、 顧客の利用状況データ
を生成できます。 こうしたデータは、RhB がカスタマーサービスを向上
させ、収益を増やす新しい製品やサービスを導入するうえで役立ちます。

Passengera ソリューションの拡大を計画している RhB
ベルニナ ・ エクスプレスは、 Passengera ソリューションを提供する
RhB 初の列車であり、このようなインフォテインメント・プラットフォー
ムを採用する世界初の山岳鉄道です。 RhB にもたらされたビジネス上
のメリットに加え、サービス開始からわずか数カ月で得られた乗客から
の好意的な反応に励まされ、RhB はさらに多くの列車や路線、そしてベ
ルニナ・エクスプレス・バスでも GPS に同期したビデオとオーディオを
ストリーミングすることを計画しています。

乗客の選好と Passengera ソリューションによって生成された情報に
より、 乗客体験を向上させ、 新しい製品やサービスを市場に出すため
に必要なデータが RhB に提供されます。 乗客サービスの向上、 個人
データのリアルタイムの生成、 収益創出機会の導入の融合により、
Passengera ソリューションは RhB のマーケティング活動の重要な構
成要素となっています。

銀行取引からエンターテインメントまで、 ウェブアプリはほかの領域
でも普及しているため、 列車の乗客は、 鉄道事業者による乗車体験を
向上させるウェブ対応サービスの提供にも期待を寄せています。 乗客
が個人用デバイスに何もインストールする必要がない Passengera
ソリューションは、乗客と鉄道事業会社のニーズを満たします。

 
自分たちの組織に合った適切なソリューションを見つけましょう。 
詳細については、インテルの担当者にお問い合わせいただくか、 
http://www.intel.co.jp/ を参照してください。

Passengera について
Passengera は、革新的なアプローチを採用し、インフォテイン
メント / コネクテッド・ビークル・ソリューションを開発、 管理
することで、 鉄道事業会社やその他の輸送業者が乗客との関
係を構築、 改善して、 新たな収益源を開拓できるよう支援して
います。 チェコ共和国のプラハに拠点を置く同社は、乗客体験
を向上させるために輸送事業者、自動車メーカー、コンテンツ・
プロバイダーと連携して、世界の公共交通機関市場に対応して
います。 http://www.passengera.com/（英語）
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