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★メタバースに注目
★得意分野で多彩に展開される事例・実施システムの実例と特徴
フォーラムエイト／シリコンコア・テクノロジー／
シンユニティグループ／レイヤードジャパン／JPVA
★我が社の得意ハード
シャープNECディスプレイソリューションズ／アストロデサイン／
インターナショナルクリエイティブ
★8KシステムをDSへ活用しよう
★高画素・高画質／「高」の本質を突く
★新製品モデル紹介＆ニュース情報
エプソン／Anker ／パナソニック／JVCケンウッド／ソニー／NHK／ LG
★ハード機器資料集：大型映像＆ビジネス向けプロジェクター「全 12 モデル」
紹介

◎大型映像LED＆LCD、VR、DS、PM、4K8K、新製品情報を満載◎

大型映像年鑑大型映像年鑑
2023



37

社会の公器としての大型ビジョン
の地位確立を目指す日本パブリック
ビューイング協会

注目の事例／ JPVA

取材 / 構成・フリージャーナリスト川田宏之／
PJ 編集部

１.全国28社約40媒体で構成
　2020年から神保氏が代表理事に就任
　全国の街頭大型ビジョンの広告媒体事業者（パブ

リックビューワー）を中心として28社約40媒体で構

成される日本パブリックビューイング協会（JPVA）

は、2020年11月20日に東京都千代田区のパス・

コミュニケーションズで理事会を開催し、新代表理事

にJR名古屋駅前で大型LEDビジョンを運営する（株）

Oval Jr.の神保成章社長を選出した。

　1997年1月に発足したJPVAの前身団体の日本大

型ビジョン事業者協議会（JMBA）代表理事就任、四半

世紀近くにわたり同団体の代表をつとめていた星野睦

郎氏（（株）パス・コミュニケーションズ会長）は代表を

退いたが、現在でも引き続き先達の立場から会長とし

てアドバイスなどを行っている。

　神保氏は名古屋駅の新幹線口で「NAGY」（セキシン

電機製）という大型LEDビジョンを30年以上にわたり

運営しており、大型ビジョン業界では先駆者の一人と

して知られる。

　神保新体制になってから約2年、2022年12月に

名古屋市内の（株）Oval Jr.の本社を訪ねて神保氏と事

務局長の福村知之氏（（株）パス・コミュニケーション

ズ執行役員）に話を聞いた。（川田 宏之）

２.Jアラート（全国瞬時警報システム）に対応
　JPVAと消防庁は、Jアラート（全国瞬時警報システ

ム）で配信する情報などについて、一般に広く提供す

ることを目的として、国民保護室と公共機関などから

の災害情報の伝達に関する協定を2022年3月に締結

した。

　この協定は、国の情報を受信する機関であるJPVA

が、消防庁を経由して災害に関する情報の提供を受

け、これらの情報をJPVAのシステムにより、瞬時に

加盟事業者が管理運営する国内の大型ビジョンに表示

することにより、一般に広く情報提供するものだ。

　JPVAは、大型ビジョンの管理運営事業者が加盟す

る団体である。公共的使命と社会的な責任を認識し、

法令遵守義務はもとより、公序良俗にしたがった屋外

メディアとして、文化の普及と向上に努め、平和で民

主的なよりよい社会環境、地球環境の実現と、公共の

福祉に貢献することを命題とした番組制作、編成、放

映する大型視聴覚メディア事業者によって構成されて

いる。

　大型ビジョンが設置された地区で災害情報伝達法

人としての役割を果すべく、消防庁とJPVAが「災害

情報の伝達に関する協定」を締結し、JPVA加盟事業

者は、Jアラートを通じて提供される情報（Jアラート

情報）について、主要都市部のランドマークとなる大

型ビジョンへ自動配信する設備を整えた。このことに

より、今までJアラート情報を利用しにくかった市街

地屋外メディアでも、その情報を容易に利用できるよ

うになり、人々の安全を脅かす緊急情報を都市、観光

地、大規模施設などで遭遇した国民に瞬時に伝達する写真 1- 名古屋駅前の「NAGY」
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事が可能となった。

　発信するJアラート情報については、日本人だけで

なく、都市へ来訪する外国人に対しても、多言語放映

を行う。多言語放映については、日本語を含む、英

語、中国語（簡体字）、韓国語の4か国語表記で対応し

ている。

　今後もJPVAでは、大型ビジョンが都市に参集する

人流に対し、社会に資する視聴覚メディアとして、安

全、安心な生活、街づくり形成を責務と目指し、社会

的役割を果たしていく。

写真 4a- 国民保護情報（ 4 ヶ国語、渋谷日本語）表示例写真 2- 神保成章氏 写真 3- 福村知之氏

写真 4b- 国民保護情報（ 4 ヶ国語、六本木英語）表示例 写真 4c- 国民保護情報（ 4 ヶ国語、名古屋韓国語）表示例

写真 4d- 国民保護情報（ 4 ヶ国語、大宮中国語）表示例

注目の事例／ JPVA
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●全国瞬時警報システム（Jアラート）情報の放映を
実施する大型ビジョン（10か所、2022年11月現
在、順不同）
・新宿アルタビジョン（東京都新宿区）新宿3-24-3

・原宿表参道ビジョン（東京都渋谷区）神宮前6-4-1

・109フォーラムビジョン（東京都渋谷区）神南1-23-

10

・誠志堂ビジョン（東京都港区）六本木7-14-10

・あだちスマイルビジョン（東京都足立区）千住2-59

・エキサイトビジョン大宮アルシェ（埼玉県さいたま

市）大宮区桜木町2-1-1

・トンボリステーション（大阪府大阪市）中央区道頓堀

1-9

・博多どんたくビジョン（福岡県福岡市）博多区博多駅

中央街

・NAGY（愛知県名古屋市）中村区椿町7-1

・札幌パルコビジョン（北海道札幌市）中央区南1条西 

3-3

　このシステムの導入後にJアラート情報は2022年

10月と11月に北朝鮮からの弾道ミサイルの発射を受

けて政府から情報発信された。10月のJアラートは

午前7時台と朝早い時間帯ではあったが、札幌市が対

象地域となったために、札幌パルコビジョンでは大型

映像の画面にJアラートの情報が表示され、さっそく

情報伝達手段としての威力を発揮することになった。

11月は、上記の全国10ビジョンはJアラート情報の

対象地域外であったことで大型ビジョンへの表示は実

施されなかった。

　神保氏は「札幌パルコビジョンで情報表示が行われ

たことで、大型ビジョンでのＪアラートの情報発信の

有効性が実証された。Jアラート情報のシステム運用

上の課題はマスコミなどで報道されたとおりだが、国

民生活の安全に資する情報でありJアラートの有用性

は変わらない。

　Jアラートはミサイル情報だけでなく国としてのあ

らゆる危機管理情報に対応する。JPVAとしては今後

もJアラート情報を表示できる大型ビジョンの台数を

増やしていきたいと考えている。大型ビジョンでJア

ラートの情報表示を行うためには、大型ビジョンの

設置運用事業者が対応のハード・ソフトを導入する必

要があるために一定程度の費用負担が発生する。この

費用が当面の課題だが、政府などへ速やかに日本全国

に配信できるようにJPVAとして働きかけを行ってい

る」と話す。

　福村氏は「全国に大型ビジョンやでデジタルサイ

ネージは数多くあるが、Jアラート情報に対応するビ

ジョンは現状では上記の10媒体だけである。Jアラー

トをリアルタイムで表示するためには、消防庁と協定

を結ぶ必要があり、民間では3団体目、大型ビジョン

業界ではもちろんJPVAだけである。Jアラートに関

心のある方はぜひJPVAに問い合わせてもらいたい」

という。

３.毎年夏は熱中症予防情報およびに熱中症
警戒アラートにも対応

　環境省では、2021年に引き続き、2022年7月1

日から同年8月31日の期間でJPVAに所属する全国計

10カ所の大型ビジョンで、熱中症予防情報および熱

中症警戒アラートの情報発信を行った。

　近年、熱中症搬送者数・死者数が高い水準にあり、

国民生活に大きな影響をおよぼしている。そこで、熱

中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際

に、環境省・気象庁で新たに暑さへの「気づき」を呼び

かけ、国民の熱中症予防行動を効果的に促すため、「熱

中症警戒アラート」を令和2年度に関東甲信地方での

試行を踏まえ、令和3年4月から全国において本格運

用を開始している。

　これに伴い、令和3年度と令和4年度にJPVAの協

力の下、同協会に所属する全国計10カ所の大型ビ

ジョンで熱中症予防情報および熱中症警戒アラートに

ついて情報発信を行っている。熱中症警戒アラート情

報や暑さ指数（WBGT）を含めた熱中症予防情報を発

注目の事例／ JPVA

Jアラート Jアラート
受信機

地域事業者①
送出機

地域事業者②
送出機

送出プレーヤー
SDI・DVI出力

Jアラート
送出機

（文字→静止画）Jアラート入電
（JPAV受信機経由）

地域事業者

地域事業者③
送出機

地域事業者④
送出機

地域事業者⑤
送出機

表示器

表示器

表示器

表示器

表示器

表示器

表示器

表示器

表示器

表示器

Jアラート受信・放映全体の流れ 各地域事業者(送出機)へ指定エリア情報を配信

スピーカ

スイッチャー
（外部制御） 表示器

自動制御信号映像・音声(エンベデット）

地域事業者⑥
送出機

地域事業者⑦
送出機

地域事業者⑧
送出機

地域事業者⑨
送出機

地域事業者⑩
送出機

情報形式／mail(XML)
文字情報、情報番号、対象地域コード等

国民保護情報に関する自動翻訳
（気象情報を除く）

J アラート受信放映の流れ
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信した。

＜放映回数＞

大型ビジョンごとの放映時間の範囲内で、1時間当た

り1 〜2回程度放映

●令和4年夏に情報発信を行った大型ビジョン（順不
同）
・札幌パルコビジョン

　（北海道札幌市）中央区南1条西3-3

　----情報提供地点：石狩・空知・後志/札幌

・新宿アルタビジョン

　（東京都新宿区）新宿3-24-3

　----情報提供地点：東京／東京

・109フォーラムビジョン

　（東京都渋谷区）神南1-23-10

　----情報提供地点：東京／東京

・原宿表参道ビジョン

　（東京都渋谷区）神宮前6-4-1

　----情報提供地点：東京／東京

・Mixaビジョン

　（東京都豊島区）東池袋1-14-3

　----情報提供地点：東京／東京

・ラジ館VISION

　（東京都千代田区）外神田1丁目15-16

　----情報提供地点：東京／東京

・誠志堂ビジョン

　（東京都港区）六本木7-14-10

　----情報提供地点：東京／東京

・NAGY

　（愛知県名古屋市）中村区椿町7-1

　----情報提供地点：愛知／名古屋

・トンボリステーション

　（大阪府大阪市）中央区道頓堀1-9

　----情報提供地点：大阪／大阪

・博多どんたくビジョン

　（福岡県福岡市）博多区博多駅中央街

　----情報提供地点：福岡／福岡

注目の事例／ JPVA

写真 5a、5b、5c、5d- 熱中症予報情報を表示する大型 LED ビジョン

アルタビジョン新宿例

秋葉原ラジ館例 トンボリステ例

博多ビジョン例
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　神保氏は「Jアラート情報と熱中症情報の双方に対応

する大型ビジョンは8 ヶ所で、熱中症情報は札幌・福

岡と東名阪の大型ビジョンで情報提供を行っている。

2023年の夏も放映できるよう関係機関と協議を行っ

ている。これも今後情報発信ができる大型ビジョンの

場所を拡大していきたい。このように政府機関や自治

体などとも連携しながら、大型ビジョンの社会的な立

場の向上と役割をJPVAとして高めていきたいと考え

ている」と話している。

４.屋内外視認距離などに応じた大型LEDの
サイズ・クオリティなどの基準も策定へ

　神保氏は「大型ビジョンは、都市に「資する」、「寄り添

う」屋内外映像＆音の視聴覚メディアとして、都市形成

への社会的責務と公共的な使命を果たし、平時・緊急

時の安全安心な行動、また、視聴者に意識変化をもた

らす都市行動を誘発するメジャメントへの一役を担う

日々進化する「素敵な街づくり」へ貢献してきた」という。

　OOH媒体におけるメジャメントの役割の確立や社

会的効果や心理変容へのカレンシー数値化の研究など

も今後JPVAとして検討していくという。さらにデジ

タル田園都市の参画やデジタルネイティブ時代におけ

る、地方都市ランドマークとしての役割研究も行って

いくという。

　今後は「屋内外視認距離に応じた大型LEDのサイズ

などの基準もJPVAとして一定の規格作り」が必要だと

神保氏はいう。「RGB素子LEDデバイス製造において

広告主などが求める映像のクオリティを維持するため

に、JPVAとして基準やガイドラインを定めることが

必要になるだろう。解像度や視認距離に応じた基準が

必要でJPVAの加入媒体であれば、安心して広告主な

どは出稿ができる、というクオリティの確保を目指し

たい」と神保氏は話す。

　「著作物の同一性の保持や、5G通信規格に適応する

システム構築も必要だし、サスティナブルなコンテン

ツメディアへの誘導なども協会として考えていきたい」

と神保氏は意欲をみせていた。

注目の事例／ JPVA

写真 6- シンクロ放映を行う東京・渋谷のハチ公前交差点の大型ビジョンは世界からも注目されている
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