
導入事例
OpenVINO™  ツールキット
インテル® NUC

視認者の可視化と効果測定により
デジタルサイネージに新たな価値を創出

社会のあらゆるところでデジタル化が進み、新たな価値をもたらしています。OOH 広告も例外ではありません。
デジタルサイネージが広告のあり方を大きく変える中、日本でもその動きが確実に進んでいます。

※OOH （Out Of Home）。屋外広告、交通広告、商業施設内広告など、家の外で接触する広告媒体の総称。

                株式会社 LIVE BOARD
住　　所 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 3-1-30 
  Daiwa 青山ビル7F
事業内容 ： デジタル OOH 広告配信プラットフォームの運営
  デジタル OOH 広告媒体の開拓
  デジタル OOH 広告枠の販売

https://www.liveboard.co.jp

住　　所 ： 118 Rue Saint-Pierre Montreal, 
  QC H2Y 2L7, CANADA
事業内容 ： フルスタック広告プラットフォーム事業
  ロケーション・ベースのマーケティング・テクノロジー
  に関する企画・開発・提供

https://hivestack.com/

世界的に OOH 市場が拡大する中
停滞しデジタル化も進まない日本市場
街頭や駅、商業施設など多くの場所に設置された OOH。街に出れば目に飛び込んでくる 

OOH は、あらゆる層に幅広く告知でき、近年、テレビをあまり見なくなったといわれる若年

層にもリーチ可能なメディアです。見たくなければ自分で OFF できるテレビやインターネット

広告と違い、視認者がコントロールできないメディアでもあり、その可能性は非常に高いと

いえます。

世界的に見ても OOH 市場は拡大傾向にあり、その成長率は年平均で 3.7%。2023年には

452億USドルにまで拡大する見込みです※1。中でもデジタル OOH の年平均成長率は、OOH 

全体の約 3 倍となる10.2%、2023年には212億USドルに拡大すると予測されています※1。

デジタル OOH の拡大によって、いま OOH が大きく変わろうとしてます。デジタル化により

配信効率が向上する上、視認者の属性や数を可視化し、効果測定まで可能となるからです。

インテルは、これらを実現するコンセプトとしてデジタル OOH の「3A」を提唱しています。

多くのサイネージ広告先進国では急速にデジタル化が進んでいます。例えば 2019年には、

シンガポールで OOH 全体に占めるデジタル OOH の割合が 60.3%、香港では 55.5% と

予測されており※2、5割を超える勢いです。一方日本での 2019年のデジタル OOH 導入率予

測は 20.8%※2。世界平均の 39.7%※2と比べても約半分と出遅れが目立ちます。その結

果、世界的に市場が拡大する中で、日本では 2010～2018年の間、OOH 広告市場規模は 

5500億円程度、広告費全体に占めるシェアも 8% 前後と、ともに横ばいが続いています※3。

その最大の問題は、OOH オーディエンス・データの標準化がされていないことです。その

ため、他の媒体と比較可能なオーディエンス・データが存在せず、広告主からすると投資効

果が分からないため採用しにくいメディアとなっています。

デジタル OOH の価値を高めるインテルの 3A コンセプト

Addressable

最適な広告枠を必要なときに

Accountable

広告の視認者数を把握

Attributable

広告の効果を測定可能に

すでにインターネット広告では実現できている3つの機能をデジタル OOH にも実装することで、
デジタル OOH の価値を高めます。
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また一般的に媒体社と配信者が同一なので、市場が細分化。例え

ば英国では上位3社が市場を寡占しているのに対し、日本は 1 位が

10.1%、2 位が 3.7%、3 位以下は 2% 未満とロングテール市場です※4。

そのため空き状況の把握が困難で、配信効率も上がりません。さらに

多彩な CMS（Contents Management System）が存在する

ため、広告主が各 OOH に合わせたフォーマットを用意する必要があ

ります。また、いまだに広告掲出の効果測定が不十分であり、費用

対効果が見えない従来のビジネスモデルから脱却できていません。

日本の OOH 市場において
新たなビジネスモデル確立を目指す 
LIVE BOARD 社

このような状況を打開し、日本で OOH をより魅力的な広告メディア

とするため、NTTドコモと電通グループによって LIVE BOARD 社が

設立されました。デジタル OOH  に関する広告配信プラットフォーム

の運営、広告媒体の開拓、広告枠の販売などを行っています。

その最大の強みは、N T Tドコモの携帯電話ネットワークの運用

データを基にした人口統計「モバイル空間統計*」※5などのデータ活

用とデジタルサイネージに搭載されたカメラでの計測により、日本

初のインプレッション（延べ広告視認者数）販売型のデジタル OOH 

広告を可能としたことです。カメラでは居たかどうかだけでなく、広告を

見たかどうかまで把握可能。モバイルデータと組み合わせれば、属

性に合わせたより効果的な告知や効果測定も期待できます。その結果、

媒体の価値を適切に評価でき、媒体社は効果的な収益が見込めます。

広告主にとっても、ROI が明確になるので採用しやすくなります。

広告のプランニング・買付、配信と解析までを自動化する「マーケッ

トプレイス」も開設。ターゲットセグメント、予算、期間などに基づ

き、企画から配信までを自動化できるため、空き枠の確認など、人手

に頼っていた業務がなくなり大幅に効率化。多くの人が集うプレミ

アムな場所をつなぎ、デジタル ＯＯＨ の集合体として広告を販売する

プレミアム・アド・ネットワークの構築など、より効果的なキャン

ペーンも実現できます。

実証実験から効果が評価され導入に至るケースも多く、埼玉高速鉄道

では 2019年に行った車両内サイネージの実証実験の結果 2020年4月

から導入が始まっています。また、今年 2月からNTTドコモの一部の

ショップで、インプレッション・ベースのデジタル OOH 広告の試験配

信を開始。全国のドコモショップへの展開を目指しています。

世界規模で３Aを実現する
Hivestack 社の技術

Hivestack 社は 3A を満たしたマーケティング・テクノロジーでプロ

グラマティック・デジタル OOH をグローバルに提供するアドテク

ノロジー企業です。広告主は、Hivestack 社の DSP を利用して消費

者の行動や視認者の移動パターンに基づき最適な時間と場所に広

告を配信する効果測定が可能な広告キャンペーンを実行できます。日

本国内では、LIVE BOARD 社がホワイトレーベルとして同プラッ

トフォームを用いて「LIVE BOARD* マーケットプレース」を提供

しています。

媒体社は、Hivestack 社の SSP および Ad Exchange を通じてプ

ログラマティックな取り引きにより広告配信の収益を得ることがで

きます。また、媒体社は、Hivestack 社の広告サーバーを利用して自

身の媒体に広告キャンペーンを配信することもできます。

オンライン広告（デジタル広告）では、オンラインでの行動に基づい

た消費者を特定するためにブラウザーの Cookie 情報を使用します

（Cookie の規制により制限される場合がある）。これは、デジタル 

OOH でも同じように活用することができます。例えば、“コーヒーが

大好きな人” という消費者がいたときには「毎日、コーヒーショップに

訪れる人」と定義することで OOH 広告におけるターゲティングに利

用することができます。Hivestack 社のテクノロジーにより対象と

なる消費者に実社会の行動に基づき配信できるため、広告主はオン

ライン広告と同じようなターゲティングを行うことができるように

なります。

Hives t ack 社では、プライバシーに配慮された位置情報のデータ

から視認者の移動パターンを把握します。この位置情報のデータは、

Hives t ack 社と提携するパートナー企業が S D K（S o f t w a r e 

Development Kit）をアプリケーションに組み込むことで消費者

の同意のもと収集されています。

現在、国内スマートフォンの 24％（2020年10月時点）におよぶデ

バイス ID の移動パターンを把握することが可能です。このデータは 

2023年にはUS$212億市場に。年率平均成長率10.2%と予測
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カメラ :視認者数を計測
モバイル空間統計*データなど :属性（性、年代、趣味嗜好など）を計測

屋内デジタル OOH の実証実験開始
カメラ＋モバイル空間統計*データなどを利用したインプレッション（視
認者数）を計測。

カメラ

エッジ端末
（インテル® NUC）

モバイル空間統計*データなど

カメラ

デジタルサイネージ



デジタル OOH の各スクリーンごとのオーディエンスの集中度をスコ

アリングして、最適な時間と最適なスクリーンへの効率的な配信を

導き出します。

広告主、また媒体社は、Hivestack  社のプラットフォームでジオフェン

スを決めて対象になる視認者を任意に定義することができます。例え

ば、車の購入に関心がある消費者を対象にしたい場合、Hivestack* 

DSP で “過去 30日間に 2 店舗以上の自動車メーカーの店舗に訪れた

ことがある消費者” を抽出することでターゲティングすることができ

ます。

このように Hivestack 社は、特定の行動記録がある消費者のデバイ

ス IDをターゲティングの対象として、その対象が最も集中している付

近に位置するデジタル OOH スクリーンへプログラマティックに広告配

信する技術を提供しています。

その他にも、広告キャンペーンの予算や期間、時間、連続した広告

配信を避けるなどの配信条件を考慮して広告配信のペーシングを制

御することができます。さまざまな条件に基づいた広告配信を提供す

るため、Hivestack 社の広告サーバーは膨大な情報と数学的な情報

に基づいて高度なコンピューティングを実現しています。

Hivestack* プラットフォームの中でも特に重要な要素として、売り手

（サプライサイド）と買い手（デマンドサイド）が OOH 広告のプロモー

ションで広告効果を計測できることにあります。この効果測定には2つ

の概念が用いられます。

グループ1 ・ 広告を見たグループ ： 

広告が再生した時に視認可能な範囲に存在したデバイス 

グループ2 ・ 広告を見ていないグループ ： 

 広告が再生されていない時に視認可能な範囲に出現したデバイス

Hivestack 社は、広告枠の買い手が広告キャンペーンのブランド認

知について効果測定が可能なダッシュボードを提供しています。これ

は、モバイルサーベイを提供するパートナーによりブランド認知（純粋

想起と助成想起）が算出され、前述の「広告を見たグループ」と「広告

を見ていないグループ」の回答差を調査しダッシュボードに表示します。

広告主は、時としてデジタル OOH の広告キャンペーンの実施で「購入

検討」の促進が成功したか知りたいことがあります。特に物理的な実

店舗を持たない B2B ブランドでは、この傾向が見受けられます。この

ような場合、Hivestack 社ではアイデンティティー・グラフ* を提供

するパートナーやデータ・プロバイダー、インテントデータの提携パー

トナーと「広告を見たグループ」と「広告を見ていないグループ」のデ

バイス ID から B2B の購買意欲に特化した効果測定を行います。

*ここでのアイデンティティー（Identity）は、ID やユーザーを指す意味の単語です。

そして、「来店」と「購入」を計測しなければならない場合、ジオフェン

スと移動パターンのデータから「広告を見たグループ」と「広告を見てい

ないグループ」で来店率を比較し測定することができます。 このよう

に、プログラマティック・デジタル OOH では、広告を見た消費者が、

広告を見ていない消費者に比べて高い確率で来店していることを知

ることができます。

高性能で高信頼の
インテルのプロセッサー /GPUや
インテル® NUC を配信や解析に活用

LIVE BOARD 社は、2020年12月時点で首都圏を中心に屋外や店頭、

駅構内、駅車両を合わせて約 630のスクリーンをアドネットワークに

持ち、そのうちの約 80 スクリーンが自社の媒体となります。同社の

自社媒体で広告を再生するハードウェアにはインテルのプロセッ

サー／GPU が内蔵されています。特に屋内の視認者数を計測するた

めに採用しているハードウェアはイメージセンシングのために高性

能かつコンパクトなハードウェアが必須であり、設置する環境に対

応できるハードウェアは信頼性も求められます。LIVE BOARD 社は、前

述したドコモショップの実証実験において、弁当箱程度の筐体にデス

クトップ並みのパワーを搭載したインテル® NUC（Next Unit of 

Computing）を導入しました。

インテル® NUC は、コンパクト設計でありながらも高性能な処理が

可能です。狭い店舗でも消費電力を抑制しながらデスクトップ PC に

も劣らない臨場感の溢れるメディア体験と優れた即応性を実現する

エッジデバイスとして採用しています。

鉄道車両内や駅、店舗内といった屋外・屋内のデジタル OOH での実証実験を開始。屋外／屋内での実績による高い信頼性

NTTドコモ、埼玉高速鉄道、
ビズライト・テクノロジー、 LIVE BOARD
世界初、鉄道車両内での
ダイナミック・デジタル OOH 事業を共同で推進
鉄道車両内では世界初となる、リアルタイムな環境変化に応
じて動的に表示内容や広告を切り替えることができるダイナ
ミック・デジタル OOH 事業を推進。

デジタル OOH 広告配信を
一部のドコモショップにて
順次試験配信開始
広告視認者数は、デジタルサイネージに搭載されたカメラで
ローカル・センシング・データを収集し、エッジ AI ボックス
のインテル® NUC を使用して高速かつセキュアなエッジ AI 
解析を実施することでデジタル OOH 広告の視認数を計測。

京都のパブリック・デジタルサイネージを
LIVE BOARD* マーケットプレイスに接続。
デジタル OOH 広告配信の実証実験を開始
京福電鉄嵐山本線の嵐山駅と西院駅に設置されている2カ
所のインタラクティブなパブリック・デジタルサイネージにお
いてデジタル OOH 広告の配信を行う実証実験を2020年
2月1日から開始。

美容室専門デジタルサイネージ・メディア
「BEAUTINISTA TV*」で3月下旬から、
デジタル OOH 広告の試験配信を開始
CMerTVが全国の美容室で展開しているデジタルサイネージ
「BEAUTINISTA TV*」において、デジタル OOH 広告の試験配信を
3月下旬から順次開始を予定。広告視認者数は、BEAUTINISTA 
TV* のタブレット端末に内蔵されたカメラで計測。



解析モデルの確立や商品開発を進め
日本のデジタル OOH 市場を牽引
2020年12月現在、LIVE BOARD 社のサイネージは首都圏、関西圏に

加え、北海道、福岡、名古屋、広島など、約 630フレームまで拡大して

います。

今後、さらに経験を積み重ねることで、解析モデルの確立を目指して

います。これによりデジタル OOH 広告の効果を高め、その認知を広げ

ることで市場活性化を図ります。さらにドコモの持つスマートフォン

関連テクノロジーを活かし、視認者へのアンケート送付、モバイル広告

とデジタル OOH 広告との連動など効果を高める商品開発も進めてい

きます。これらの取り組みをよりよいものとするため、5G も活用して

いく予定です。

エンド・ツー・エンドのビジョン・ソリューションを実現する  

OpenVINO™ ツールキットの活用も検討しています。あらゆるビ

ジョン・ソリューションをサポートする OpenVINO™ ツールキット

を活用することで、コンピューター・ビジョン・ワークロードの加速化、

ディープラーニング導入の効率化が実現します。

今後 LIVE BOARD 社は、世界のデジタル OOH 市場や技術に豊富な

知見を持つインテルとともに、日本のデジタル OOH 市場をリードし

ていきます。
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LIVE BOARD* 広告配信プラットフォームの実証実験で、3A 対応デジタル OOH が有効であることを実証
今回の “See it all” キャンペーンは、インテルの IoT プロダクトとソ

リューションに関わるビジネス意思決定者、ソリューション・プロバイ

ダー、およびシステム・インテグレーターなどを対象とし、IT 事業者、 

製造業、小売業、および医療の 4 分野をセグメントとして 2020年7月

1日～7月31日まで実施しました。

新型コロナの影響で人々の日常が大きく変わりゆく中、LIVE BOARD  

社のプラットフォームと Hivestack* DSP のプログラマティック・ 

デジタル OOH により、対象とした視認者の所在と広告が掲載される

スクリーンの視認者数を把握して効果的で安定したペースのもと 

400万を超える視認者へ接触する機会を得るプロモーションが実行

できました。

また、今回のターゲット層へ確実な広告プロモーションに加え、

Hives t ack  社によるマーケティングの効果測定も実施しました。

LIVE BOARD  社の媒体の視聴範囲で「広告を見たグループ」と「広告

を見ていないグループ」に分類して、これらグループの数値をビジネ

ス・インテント・データと比較したところ、8.8% のリフト向上が認

められ、高水準な結果を得ることができました。このことから、3A

（Addressable – Accountable - Attributable）を満たすデジ

タル OOH 媒体とプログラマティック・デジタル OOH が非常に有効で

あることが実証されました。

*1：2019 pwc, "Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023"より
*2：2016 DentsuAdvertising Expenditure of Japan for 2014, 2015 Fuji Chimera Research Institute, Survey on Digital Signageより
*3：2019, 電通「日本の広告費」（屋外広告+交通広告）より　*4：要確認（出典が未掲載でした）　
*5： モバイル空間統計ガイドラインについては下記リンクからご確認いただくことが可能です。
　（https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/mobile_spatial_statistics/guideline/index.html）


