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NTT
NTT
研究所における画像メディア通信技術への取組み
研究所における画像メディア通信技術への取組み

デジタルサイネージの広告効果を測る
画像処理技術
従来のマスメディアにはない魅力を持った新しい広告メディアとして注目されるデジタルサイネージ。今後、このデジタ
ルサイネージが広く活用されるためには、その広告効果を客観的に示す効果指標の確立と測定手段の実現が不可欠となっ
ている。NTT サイバースペース研究所は、デジタルサイネージにおける広告効果測定の重要性を踏まえ、画像処理技術を
応用した広告効果測定技術を開発した。

デジタルサイネージにおける
広告効果測定の重要性

オブホームメディア） と言っていま
すが、その多くはデジタルサイネー
ジに替わりつつあります。デジタル

デジタルサイネージは、時間や場

サイネージは、屋外や店頭、交通機

所に応じて自在に広告を表示できる

関など、一般家庭以外の場所におい

ことから、従来のマスメディアには

て液晶ディスプレイなど電子的な表

ない新たな可能性を持つ広告メディ

示機器を使い情報発信するものです。

アとして注目されている。企業が宣

ローカル設置の初期段階からディス

伝広告を掲載するメディアを選択す

プレイの設置数の増加、それらを配

る際の判断基準は、消費者の反応で

信システムとネットワークで結んで

あり、投資対効果の

のデー

運営する事業者が現れるなど進化を

タ（指標）である。ところが、デジ

続けており、今後はさらに面展開が

タルサイネージにおいては、TV 放

進んで大規模な広告メディアに発展

広い。新井主任研究員は、デジタル

送における視聴率や新聞・雑誌にお

する可能性が期待されています。こ

サイネージの広告効果測定に求めら

ける発行部数、ネット広告における

れに伴い、デジタルサイネージの広

れるポイントとして、

クリック数などのように、広告効果

告効果を客観的に示す指標とそれを

・「媒体・広告露出」を評価できる

を客観的に示す指標が確立されてい

計測する技術が重要になっています。

ないのが現状である。今後、デジタ

その背景として、インターネット広

・比較可能な指標であること

ルサイネージの活用を活性化させる

告市場の拡大により、データに基づ

・計測方法が現実的であること

ためには、広告枠の取引の際に重要

く緻密なマーケティング戦略の展開

の３つに加え、デジタルサイネージな

な参考情報となる広告効果を客観的

に対するニーズが高まっていること

らではの利用方法、効果も考慮するな

に示す指標と、それを現実的に計測

と、広告展開のクロスメディア化の

ど、デジタルサイネージの多様な特性

する手段が必要不可欠だ。

進展に伴い、OOHメディアの活用が

を反映していることの4点をあげてい

増加していることの２つがあげられ

る。
「4つ目のデジタルサイネージなら

ます。
」

ではの特性を考慮した指標について

効果

デジタルサイネージの広告効果指
標の必要性について、NTTサイバー

日本電信電話㈱
NTT サイバースペース研究所
画像メディア通信プロジェクト
画像メディア処理技術グループ
主任研究員

博士

新井 啓之氏

こと

とはいうもののデジタルサイネー

は、現在、私もメンバーに入っていま

ジは、街頭の大型ディスプレイによ

すが、デジタルサイネージの業界団体

「人々の日常活動の周辺には広告が

るマス広告から、店頭の小型モニタ

である デジタルサイネージコンソー

溢れています。屋外の広告メディア

による POP 広告まで、利用場面は

シアム において、検討が進められて

を総称して OOHメディア（アウト

多様で、求める広告効果も非常に幅

います。
」
（新井主任研究員）

スペース研究所の新井啓之主任研究
員は、次のように述べている。
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既存のセキュリティ
カメラも活用可能

混雑状況（〜１００人）でも安定に動作
特長
既存の斜め下向きカメラを利用可能

小型カメラを
広告付近に
設置

その場にいる人の
概数を計測

実際に広告を見て
いる人数、その人の
年代性別を計測

斜め向きの顔でも性別年代を識別可能
特長

図 1 NTT 技術 1 ：混雑度計測技術

照明の状態（光の当たり方）の変動に強い

図 2 NTT 技術 2 ：顔検出・向き推定・属性識別技術
この画素が前景
として検出された

画像

NTT 研究所が開発した画像処理
による広告効果測定技術

画素
F

デジタルサイネージの広告効果を

画素
↓
表面積

カメラ

簡便かつ安価に計測できる技術の確

空間、カメラ、人物に
関する幾何モデル
1画素が対応する
投影表面積を算出

立が急務とされるなか、NTT サイ
実空間の人物

バースペース研究所では、デジタル
サイネージの広告効果測定への適用
床面

を視野に、
①その場（広告の視認可能エリア）
にいる人の数
②実際に広告を見ている人の数

投影表面積の和が１人分の表面積に達した ⇒ 1人
1人1人を検出する他社手法が10〜20人程度を上限とするのに対し
本手法では100人規模の人数計測（推定）が可能

図 3 混雑度計測（表面積に基づく人数推定）アルゴリズム

③注目している人の割合

処理により推定するものである（図

術には、他にはない大きな強みがあ

④人物属性（年代性別）

１）。この技術は、斜め下向きの既

ります。それは、形によって人を検

の４つの指標を踏まえ、カメラで撮

設カメラでの計測が可能なほか、混

出する従来の方法と異なり、独自に

影された画像から広告効果を計測す

雑時にも安定した処理が可能といっ

開発した表面積に基づく人数推定ア

る技術として、人数を推定する「混

た特長を持っている。

ルゴリズムによって、100 人規模の

雑度計測技術」と、実際に広告を見

また、顔検出・向き推定・属性識

人数をも計測（推定）できるという

ている人数、その人の年代性別を識

別技術はデジタルサイネージ広告付

点です。このアルゴリズムを活用す

別する「顔検出・向き推定・属性識

近に設置したカメラの画像から人の

ることで、人数が多く画像上で人と

別技術」の２つの技術を開発した。

顔の領域を抽出して、実際に広告を

人が接近、交錯する状況下でもカメ

両技術は、比較的安価なカメラと一

見ている人数、その人の年代や性別

ラ、床面、人物の位置関係を考慮す

般的な PC のみで動作するため、安

を推定する技術である（図２）。こ

ることにより、画像上の面積から安

価にシステムを構築することが可能

の技術は、斜め向きなど顔の向きや

定的に人数を推定することが可能で

なほか、広告効果を時系列データと

照明の状態（光の当たり方）の変動

す（図３）。」（新井主任研究員）

して算出することができるのが大き

に強く、低解像度の顔領域に対して

NTT サイバースペース研究所が

な特長だ。

も向きの推定や年代性別を識別可能

開発した「混雑度計測技術」と「顔

といった特長を持っている。

検出・向き推定・属性識別技術」を

混雑度計測技術は、カメラで撮影
している場所にいる人の概数を画像
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設置条件によりカメラ１台
の構成も可能

に必要な情報

総人数（青）と
注目数（緑）

混雑度計測用カメラ

・コンテンツ（Contents）
：表現の

PC

工夫・クリエイティビティ

顔検出用カメラ

・サーキュレーション（Circulation）
：

画像取り込み

どれくらい視聴しているか
・タイミング（Timing）
：生活者の
注目している
人の割合

行動やタイムライン上を考慮した
視聴接点づけ
・エモーション（Emotion）
：生活者

人物属性の
割合

の媒体接触時の欲求・心理状態を

画像はすぐに廃棄し、PC内に蓄積しない

把握した表現

図 4 カメラによる広告効果測定システム

の６つのキー（AICCTE）を指標の

すようなデジタルサイネージの広告

また米国では、OOH メディアの

視点（http://www.digital-

効果測定システムを比較的安価な装

広告効果指標として、DEC をベー

signage.jp/download/shihyonoshiten.

置のみで構築することが可能だ。ま

スに算出する「SHOWING」が利

pdf）として、検討を進めている。

た、カメラの画像は、プライバシー

用されているほか、デジタルサイネ

デジタルサイネージの広告効果指

上の懸念を考慮し、画像はすぐに廃

ージの業界団体「OVAB（Out-of-

標に関する議論が本格化しているが、

棄し、PC 内に蓄積しないようにし

Home Video Advertising Bureau）」

新井主任研究員は今後の課題として、

ている。なお本システムは、グルー

がデジタルサイネージ効果の測定指

「プライバシー問題は重要な課題で

プ会社の NTT アイティ社により商

標を標準化するためのガイドライン

す。サイネージ効果測定用に撮影し

品化され、近々販売開始される予定

「Audience Metrics Guidelines」を

た画像は処理直後に消去し、後日個

である。

広告効果測定指標の動向と
今後の課題

人を特定できる情報は一切保存しな

2008年に公開している。

一方、わが国でも前述したように、 いようにしていますが、今後は環境
NTT も深く関わっているデジタル

オプトイン（合意した場合にのみ情

サイネージコンソーシアムでは、デ

報を収集するという考え方）との整

ジタルサイネージの特性を十分に考

合性をも検討していくことが必要だ

測る具体的な指標については、様々

慮した指標の検討を進めており、

と考えています」と述べている。

な検討が進められてきている。まず

2009 年１月には「デジタルサイネ

広告塔や大型ビジョンを含めた

ージ指標ガイドライン（1.0 版）」を

NTT サイバースペース研究所で

OOH メディアの効果指標として、

公開している。また、同コンソーシ

は、デジタルサイネージが魅力ある

国土交通省の「道路交通センサス」

アムの指標部会は、広告効果の評価

メディアとして活性化するために、

データや、所定の方法で取得された

方法として、量的側面だけでなくデ

今後も引き続き技術改良を行ってい

交通量調査データを基に算出される

ジタルサイネージの特性を考慮した

くとしている。

データを活用した広告への接触可能

評価指標として、2009 年６月に

人数を表す DEC（Daily Effective

・視聴態度（Attitude）
：どんな状態

デジタルサイネージの広告効果を

Circulation）が 2001 年に屋外広告
調査フォーラムによって提案されて
いる。
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で視聴しているか
・情報（Information）
：誘導やサー
ビス・案内として視聴（生活）者

＜お問い合わせ先＞
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企画部
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見たいところが自由に選べる
インタラクティブ・パノラマ映像配信技術
ハイビジョンテレビの家庭への普及拡大や 3D テレビの登場に伴い、より高解像度映像への期待が高まっている。さらに高
臨場感の映像に加え、個人の趣向に応じて見たいところが自由に選べるパーソナライズ化された映像視聴へのニーズもで
てきている。NTT サイバースペース研究所は、個人の趣向に応じたよりリアルな視聴体験が可能なインタラクティブ・パ
ノラマ映像配信技術を開発した。

個人の趣向に応じた高臨場感の
視聴体験が可能に
ブロードバンドネットワーク環境
やハイビジョンテレビの普及拡大を
追い風に、IPTV サービス市場が活
性化している。それに伴い、IPTV
のサービスも多様化し、立体感のあ

日本電信電話㈱

る 3D 映像や、ハイビジョンの 4 倍
の解像度を持つ 4K（4096 × 2160 ピ

NTT サイバースペース研究所
画像メディア通信プロジェクト

荒川 賢一氏
【左】像空間情報処理技術グループ 主任研究員 博士 木全 英明氏
【中】像空間情報処理技術グループ 研究員 博士 磯貝 愛氏

【右】プロジェクトマネージャー

クセル）映像のような高精細・高解
像度の映像により、臨場感あふれる

主席研究員

企画部長兼務

映像コンテンツのラインナップが充

このような状況を踏まえ、NTT

実してきている。しかし、臨場感あ

サイバースペース研究所では、より

ふれる映像が配信されても、「配信

リアルな視聴体験を家庭向けIPネッ

「私どもは今後、個人の趣向に応

された映像をそのまま受動的に視聴

トワークで実現可能にする革新的な

じた高い臨場感を与えるサービスが

する」という現在の視聴スタイルで

技術として、複数台のカメラで撮影

求められてくると捉えており、イベ

は、音楽ライブなどを実際にイベン

した映像を広視野なパノラマ映像と

ント会場にいるような臨場感ある映

ト会場で視聴しているかのような

して合成・圧縮し、そのパノラマ映

像体験を家庭のテレビで実現できる

「その場にいる臨場感」を得ること

像の中で、ユーザーが視聴したい部

技術として、インタラクティブ・パ

は難しい。実際、私達が劇場やコン

分のみを効率的に配信するインタラ

ノラマ映像配信技術を開発しまし

サートホール、サッカースタジアム

イベント会場

クティブ・パノラマ映像配信技術を
開発した（図１）。

配信サーバ

などに赴いた際は、頭や目を動かし

見たい領域を要求

て、全体あるいは好きなアーティス

見たい領域だけ配信

IPネット
ワーク

トや選手だけを追って見るなど、個

パノラマ映像
ストリーム

人が自由に好きなところを能動的に
見ている。これに対し、配信された
映像を受動的に視聴する場合、視聴

Aさん宅

見たい領域だけ配信
カメラ

技術のポイント（1）
パノラマ映像合成

⁝

見たい領域を要求

Bさん宅

技術のポイント（2）
パノラマ映像
符号化・配信

できる映像は画一的であり、限られ
図 1 インタラクティブ・パノラマ映像配信技術の全体像

ている。
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NTT
NTT
研究所における画像メディア通信技術への取組み
研究所における画像メディア通信技術への取組み

た」と NTT サイバースペース研究
平面1
平面2
平面3

所企画部長で画像メディア通信プロ
ジェクトマネージャーの荒川賢一主
席研究員は語る。
また、同研究所画像メディア通信

被写体が存在
する信頼度と
色情報を推定

プロジェクト像空間情報処理技術グ
ループの木全英明主任研究員と磯貝

従来技術
（1平面）

本技術
（多層平面）

多層平面に画像を投影し、画像間に
つなぎ目のないパノラマ映像を合成

愛研究員はそれぞれ、「これまで、
その場にいる臨場感 を実現するた

図 2 パノラマ映像合成技術

めには、高精細・高解像度な映像全

ます（図２）。」（磯貝研究員）

体を常に配信し続ける必要がありま

複数台で撮影した映像を 1 つの動画

した。この方法では映像のデータ容

としてパノラマ合成し、その一部分

量は膨大になり、家庭向けIPネット

を取り出して配信する。このためイ

ワークで配信するのは困難となりま

ンタラクティブ・パノラマ映像配信

す。今回開発した技術は、複数台の

技術は、
「パノラマ映像合成技術」と

高解像度パノラマ映像を複数タイル

ハイビジョンカメラで撮影した映像

「パノラマ映像符号化・配信技術」の

に分割して符号化し、ユーザーのリ

を広い視野のパノラマ映像として合

2つの主要技術からなっている。

パノラマ映像符号化・配信技術は、

モコン操作に応じて、ユーザーが見
たい映像部分のみをIPネットワーク

成・符号化し、パノラマ映像の中か
らユーザーが視聴している領域を効

●パノラマ映像符号化・配信技術

●パノラマ映像合成技術

を介して効率的に配信する技術だ。

率的に配信することにより、家庭向

パノラマ映像合成技術は、広い視野

限られた帯域で巨大な映像中の見

けIPネットワークでも、ユーザーが

をカバーするために広角に配置した複

たい部分の映像を体感品質よく配信

視聴したい部分を自由に選択し、体

数台のハイビジョンカメラを用いて撮

するために、パノラマ映像を複数の

感品質よく視聴することを可能にし

影された映像から、重なりあう部分の

タイルに分割し、映像符号化国際標

ます。」「本技術によりユーザーは、

3次元情報を推定して合成することに

準方式 H.264 Annex H（MVC）を

視聴したいところを自分で選んで視

より、つなぎ目のない高解像度のパノ

用いて同期した形で圧縮符号化す

ラマ映像を合成する技術だ。

る。そして、ユーザーに要求された

聴する

という、能動的な視聴が可

能になり、あたかもイベント会場で

「従来の技術では、撮影したシー
と仮定し

像度と符号化レートで、それ以外の

視聴しているかのような、よりリア

ンが

ルな臨場感を味わうことができます」

て、撮影画像を 1 つの平面に投影す

部分は符号化レートを抑えた形で、

と新技術のポイントを説明する。

るため、平面から離れたものが多重

必要なタイルのみを同期配信する。

像となります。これに対し新技術で

「これにより、ネットワーク帯域

キーとなるパノラマ映像合成技術
と符号化・配信技術の特長

奥行きを持たない

視聴領域が含まれるタイルを高い解

奥行きを持

を効率的に利用することができ、か

場合にも対応しており、撮影し

つユーザーが視聴領域を操作する際

ライブ中継などで多用されている

た画像信号から被写体が存在する信

に映像をスムーズに移動や拡大縮小

のは、複数のカメラで撮影する映像

頼度と色情報を推定して、画像信号

できるので、体感品質よく映像を視

の視点を切り替える「多地点カメラ」

を複数の平面に分配して投影するた

聴 す る こ と が で き ま す （ 図 ３ ）。」

方式であるが、新開発したインタラ

め、手前から奥までつなぎ目のない

クティブ・パノラマ映像配信技術は、

パノラマ映像の合成を可能にしてい

42

は、撮影したシーンが
つ

（木全主任研究員）
パノラマ映像符号化・配信技術で
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パノラマ映像符号化

インタラクティブ配信・視聴

サーバに格納されたパノラマ映像ス
トリームを、フレッツ網を介しビッ

パノラマ

MVCストリーム

クエコーへ配信するというもので、

タイル分割

ロックバンドや J ポップの、予め撮

縮小

ユーザーAの
視聴領域を
配信

複数レート
符号化

ユーザーBの
視聴領域を
配信

ユーザーの操作により指定される
視聴領域を体感品質良く配信

パノラマ映像を複数解像度・タイル
分割してMVCで複数レート符号化

影しておいたライブ映像を使用。各
アーティストのファンら約 90 名が
モニターとして実験に参加した。
フィールド実験の結果について、
磯貝研究員は、「今回の実験により、

図 3 パノラマ映像符号化・配信技術
MVCストリーム
v0

同じ時刻のフレームを
view方向に多重化する
ように符号化
1viewは

視聴している領域を効率的に配信す

時間

ることで、家庭向けIPネットワーク
View間予測符号化
（view間で圧縮）

v1

本機能を利用
Viewスケーラビリティ

v2

（特定のviewのストリーム
を取り出す機能）

2D映像に
view
相当

においてもパノラマ映像配信サービ
スの提供が可能であることを確認で
きました。モニターとして参加され
た皆様からは、見たいところが自由
に選べるというサービス内容や体感

図 4 国際標準規格 MVC の View スケーラビリティ機能を活用

は、国際標準規格 MVC をベースに

・広い空間中の一部を視聴するパノ

品質について高い評価をいただく一
方で、ご要望として

もっとズーム

したコーデックを用いている。これ

ラマや自由視点映像に有効な、

アップして見たい

により、限られた帯域のもとで高い

View をたくさん用意しておいて

良くして欲しい

操作性を維持しつつ、各ユーザーの

特定の View を取り出す View ス

いただきました」と述べている。

体感品質を向上するように空間位置

ケーラビリティ機能。

と解像度と符号化レートの組み合わ

なお、自身も MVC の国際標準化

は、「広視野なパノラマ映像を用い

せを View として扱い、クライアン

活動に参画している木全主任研究員

たインタラクティブ・パノラマ映像

トは MVC デコーダから得られるタ

は、「NTT は 2001 年から ISO/IEC

配信サービスは、将来の IPTV の拡

イルの映像を組み合わせて、視聴領

（MPEG）や、ITU-T で 3D 及び

張サービスの１つとしても期待され

域をスムーズに変更しつつ映像再生

MVC の国際標準化に参画し、議長

ると考えています。私どもは、今回

を実現している（図４）。

やエディタを担当して国際標準化に

のフィールド実験で得られた技術

貢献しています」と述べている。

的・サービス的な知見を活かし、今

MVC は、以下のような特長を持
つ映像符号化の国際標準だ。

操作感をもっと
といったご意見を

荒川プロジェクトマネージャー

後の研究開発の方向性について検討

フィールド実験の結果を踏まえ、
早期実用化に向けた取組みを加速

するとともに、技術やサービス面の

部分的な領域を表現する View の

NTT サイバースペース研究所で

実用化を目指した取組みを加速させ

概念を採用。複数の View を同期

は、本年２月９日〜 16 日まで、カ

る方針です」と抱負を述べている。

して圧縮。

ラオケ店ビックエコーの２店舗（東

・ 3D や自由視点などの臨場感ある
映像表現に対応するため、空間の

ブラッシュアップを図りつつ、早期

＜お問い合わせ先＞

・ View 間の画像の類似性を利用し

京と大阪）で、インタラクティブ・

て圧縮効率を向上させる View 間

パノラマ配信技術のフィールド実験

企画部

予測符号化機能。

を行った。実験は、NTT 研究所の
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