
メディア多様化の時代、テレビCMを
マーケティングでどう活かしていくのか

～いま、求められるテレビCMの効果測定とは～

様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、



様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

 そのテレビCMは、何を目指しているのか

電通がまとめた『2016 年 日本の広告費』によると、テレビ広告の年間広告費総計は 1
兆 9,657 億円。インターネット広告（1 兆 3,100 億円）が猛追する中でテレビ広告は衰
退に向かっているという意見も聞きますが、依然としてテレビ広告は多くの広告主にとっ
て重要なマーケティングチャネルのひとつであり、広告費推移は近年横ばいまたは微増と
いう動きをしています。
参考：http://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2016/media.html

広告主は、インターネット広告を凌ぐ程の視聴者への幅広いリーチとテレビ CM が持つ
リッチな表現力による認知の拡大や好感度の獲得を期待して、テレビ広告に大きな予算を
投入します。しかしながら、かつてのように漫然と広告予算を投入して放映枠を購入する
だけで、効果的なマーケティングは期待できるのでしょうか。いま、もう一度テレビ広告
の在り方を検証する時期に来ています。

なぜテレビ広告の在り方を検証する必要があるのか。背景にはテレビを巡る環境の変化が
あります。

ユーザーが接触するスクリーンはテレビだけでなくパソコン、スマートフォン・タブレッ
ト端末、ゲーム機など多様になり、テレビでは地上波放送だけでなく CS 放送、インター
ネット放送、ビデオオンデマンドサービスなどが楽しめるように。また、ユーザー自身の
ライフスタイルも多様化したことによって、視聴者がテレビ番組の視聴に割く時間が少な
くなっているのは、紛れもない事実です。リアルタイム視聴率はここ数年で確実に減少し
ており、その中で効果を最大化させるテレビ広告の戦略を考えなければなりません。

一方で、広告主企業のマーケティング戦略も、複雑化の一途を辿っています。テレビ広告
だけで完結するマーケティング施策は考えられず、マーケターはテレビ広告にインターネ
ット広告、オウンドメディア、検索エンジン広告、ソーシャルメディアなど様々なデジタ
ルマーケティング施策を組み合わせて全方位的に視聴者に接触しようとしています。その
中でテレビ広告をどのように位置付けるかが重要になっているのです。

このような視聴者、広告主の環境変化によって、テレビ広告は「投下すれば効果が出る」
という単純なものではなくなりました。テレビ広告の効果を最大化させるためには、その
施策の目的を明確化させることが重要であり、そしてその目的が達成できているかの検証

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。
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を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、

ターゲット

どの
くらいいつ
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、

2

3

4

6
© 2017 XICA Co., Ltd.  All Rights Reserved.



様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。
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適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、

ポイント

テレビ広告の運用を最適化する5か条

● 広告施策のターゲットとテレビ視聴者のデモグラフィーが合致しているかを確認する
● ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時間のうちどこでテレビを視聴しているの 
かを把握する。

● 出稿しようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているか、
インサイト分析する

● フリークエンシーが広告効果にどのような影響を与えているのかを調べて最適化する
● テレビ広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを
CMクリエイティブ評価で調査する　
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、

アンケート調査のメリット／デメリット

メリット
● 低価格、短期間で欲しいデータが手に入る
● 短い間隔で継続的な定性調査ができる

デメリット
● ネット調査の場合、回答者の質が担保されない場合がある
● アンケートの設問によって、回答の傾向が左右される場合がある
● サンプル数は数百～数千程度と少ない
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

シングルソース調査のメリット／デメリット

メリット
● 特定の個人に対して継続的に調査をしていくため高精度な回答が得られる
● 回答者のプロフィールや行動履歴などと組み合わせた調査結果が得られる

デメリット
● サンプル数が少なく、調査結果がスナップショットになる可能性がある

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

テレビ視聴率調査のメリット／デメリット

メリット
● 視聴率データは秒単位でリアルタイムに集計されるので、CM出稿の検討に有効
● 調査対象者のプロフィールデータと組み合わせた視聴率の把握が可能

デメリット
● 調査対象者の規模がまだ少ない
● 視聴率／視聴者の分析以上の効果検証は別の調査・アンケートと組み合わせる必要
がある

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

コンサルティング会社のメリット／デメリット

メリット
● 様々なデータを活用した複雑なマーケティング分析ができる
● 作業を全て任せることができ、広告主の手間が掛からない

デメリット
● 調査開始から結果のレポートまで数か月と長期間に及ぶ場合がある
● 費用が高額で継続的な調査には向かない
● 分析するコンサルタントによって結果や助言が異なる場合がある

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

マーケティング統計分析ツールのメリット／デメリット

メリット
● 低価格、短期間で欲しいデータが手に入る
● 短い間隔で継続的な定性調査ができる

デメリット
● ネット調査の場合、回答者の質が担保されない場合がある
● アンケートの設問によって、回答の傾向が左右される場合がある
● サンプル数は数百～数千程度と少ない

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

 目的に応じて活用しよう

このように様々な効果測定の手法をご紹介しましたが、それぞれの方法には一長一短があ
り、もちろん“どれが絶対に良いか”を決めることはできません。マーケティング担当者は、
それぞれの特徴を理解した上で目的に応じた活用を柔軟に行っていくことが重要だと言え
るでしょう。

重要なのはひとつひとつのメリット・デメリットに注目するのではなく、“自分たちが広
告出稿の最適化のために欲しいデータは何か”、そして “広告出稿を最適化した結果、何
を実現したいのか” という目的を明確にし、その目的を実現するために最適な調査項目、
調査手法を選択することです。もちろん、すぐに “正解” に辿り着くものではありません。
様々な試行錯誤をしながら自社のマーケティング活動にとっての“最適解”を探ることが、
マーケティング活動の本質だと言えるのではないでしょうか。

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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● 不特定の消費者に素早く意識調査がしたい
 ➡ アンケート調査がおすすめ！
● 消費者のインサイトに深く迫り、マーケティングのヒントを得たい
 ➡ シングルソース調査がおすすめ！
● ターゲット消費者がいつテレビ番組を観ているのか知りたい
 ➡ テレビ視聴率調査ツールがおすすめ！
● 年に数回、マーケティング効果の全体像を大規模に調査したい
 ➡ コンサルティング会社がおすすめ！
● 日々のマーケティング施策全体を最適化して効率を高めたい
 ➡ マーケティング統計分析ツールがおすすめ！
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様々なメディアから受けるインスピレーションと手元のスマートフォンによって、突然の
興味喚起から商品・サービスの検討や購入といった具体的なアクションが発生したり、ま
た検討中の顧客がカスタマージャーニーから離脱したりといった行動の特長があります。

だからこそ、広告主は広告施策の目的・ターゲットを明確にし、どのようなインスピレー
ションを提供することが効果を生み出すのかを試行錯誤する必要があるのです。

 ターゲットとなる視聴者はいつ、どこにいるのかを知る

広告施策の目的＝知りたい指標が明確になったら、次に知らなければならないのはターゲ
ットとなる視聴者にどのようなメッセージを届けるのかを明確にすること。つまり、いつ、
どこで、どのくらい、どのようなテレビ CM を露出するのが目的の達成に繋がるのかを
調べることです。

　  誰に見せるのか？

まずはターゲットとなる視聴者の動向を知る必要があります。テレビの視聴データは、ビ
デオリサーチやニールセンといった専門の調査会社をはじめ、広告会社やテレビ局が様々
な角度から調査・検証して広告主に提供していますが、最近では一般的な年代、性別、地
域といった属性データだけでなく視聴者のプロフィールや嗜好性、ライススタイルを切り
口にした視聴動向調査も増加しています。広告施策がターゲットとしている視聴者のデモ
グラフィーと実際にテレビを視聴している視聴者のデモグラフィーがマッチングしている
かを確認することは、広告施策と視聴者のミスマッチを防ぐ第一歩だと言えるでしょう。

　  いつ見せるのか？

次に調べなければならないのが、ターゲットとなる視聴者がいつテレビを視聴しているか
ということです。これはビデオリサーチやニールセンといった専門の調査会社が行ってい
る視聴率調査によって知ることができます。最近では、調査手法の高度化などにより秒単
位、分単位の視聴率をリアルタイムに把握することができる視聴率調査も登場。視聴者の
属性やプロフィールと掛け合わせることによって、ターゲットとなる視聴者が 1 日 24 時
間のうちどこでテレビを視聴しているのかを把握することができます。これによって、ど
こにテレビ CM を出稿することが目的の達成に繋がるのかを綿密に検討することが可能
になってきています。

　  どこで見せるのか？

ターゲットとなる視聴者がいつ番組を視聴しているのかを把握して広告出稿を検討するこ
とは有益なことですが、もう一歩踏み込んだ検討を行うためには、テレビ CM を出稿し
ようとしている番組が視聴者の行動に十分な影響を与えているのかを知ることが重要で
す。番組内容の特徴によって視聴者の購入意向や購入行動に与える影響には大きな違いが
あり、また同じような内容の情報番組を比較しても、視聴者に与える影響には差が生まれ
ることがあります。加えて、出稿量が少なくても効果が大きな番組、どれだけ広告を出稿
しても十分な効果を生み出さない番組など、番組によって期待できる効果は大きく異なり
ます。番組が視聴者に与える影響について十分なインサイト分析をする必要があると言え
るでしょう。

　  どれくらい見せるのか？

テレビ広告を出稿しようとしている時間帯において、視聴者にどれくらいの頻度で自社の
テレビ CM に接触させるかというフリークエンシーが広告効果に与える影響は、広告の
出稿量や予算配分を検討する上で重要な指標になります。広告効果の分析ではフリークエ
ンシーの変化が商品・サービスの認知率、購入意向、購入率にどのような影響を与えたの
かを分析することができ、フリークエンシーの多い、少ないによってそれぞれの指標にど
のような特徴が生まれたのかを知ることが可能です。

もし認知率の向上が広告出稿の目標であれば高いフリークエンシーを設定して広告接触回
数を増やすことが有効である一方で、もしフリークエンシーが購入意向や購入率に与える

影響が少なければ、高いフリークエンシーを設定することが無意味になるかもしれませ
ん。加えて、高いフリークエンシーを設定した結果、視聴者が企業に対して嫌悪感を感じ
てしまうことがないか、フリークエンシーを維持した結果効果が摩耗してしまうことがな
いかなども考慮するべきだと言えます。競合他社の広告出稿を意識しながら、自社が行う
フリークエンシーの調整が広告効果にどのような影響を与えているのかに注目しながら出
稿量を最適化する必要があると言えるでしょう。

また最近では、フリークエンシーを高く設定して接触頻度を確保することだけでなく、放
映されたテレビ CM が確実に視聴されていることに注目する「視聴質」を重視する広告
主も増加傾向にあります。視聴質は、ビューアビリティ（テレビが視聴できる場所に視聴
者がいる状態）、アテンション（視聴者がテレビ画面を注視している状態）、コ・ビューイ
ング（誰かと一緒に見ているか）、表情反応（テレビを観ているときにどのような表情を
しているか）などを評価したもの。この考え方を提唱したデジタルインテリジェンス社は、
視聴の実態を取り入れる新たな指標として「GAP（グロス・アテンション・ポイント）」
と呼ぶ視聴質の数値化を実現しており、フリークエンシーの変化による効果検証とテレビ
CM 放映後の視聴質の検証を組み合わせ施策の評価をしていくことが今後のスタンダード
になるかもしれません。

　  何を見せるのか？

そして最後に調べなければならないのが、自社の広告クリエイティブそのものがターゲッ
トとしている視聴者の心に届いているかということ。ターゲットとしている視聴者がテレ
ビCMを観てくれても、その内容が十分に理解されなかったり、テレビCMを通じて商品・
サービス・ブランドへの印象を損ねてしまう結果になってしまったら、多額の費用を掛け
て行うテレビ広告が全くの逆効果を生み出すことになってしまいます。そのため、テレビ
広告が視聴者にどのように受け入れられているのかを、ネットリサーチやインテージなど
の調査会社が提供している CM クリエイティブ評価を通じてリサーチする必要があると
言えるでしょう。

この CM クリエイティブ評価では、一般モニターにテレビ CM の素材を実際に視聴して
もらい、内容を理解したか、好感が持てるか、興味関心が沸いたかなどを調査します。こ
れによって、制作したテレビ CM が十分に広告効果に貢献しているかを確認することが
できるのです。

 さらに…テレビCM視聴後の行動に影響を与えているか

これらの調査を活用して、「誰に（Who）・いつ（When）・どこで（Where）・どれくら
い（How many times）・何を（What）見せるのか」というテレビ広告の “4W1H” の
最適化を目指す一方で、さらにテレビ視聴後の視聴者の行動変化に的確に対応できている
かの検証も大きなテーマです。

テレビ CM の視聴によってインスピレーションを受け、具体的な興味関心を持った視聴
者の多くは、手元のスマートフォンやパソコンを使ってインターネット検索をして詳しい
情報を調べたり、オウンドメディアを訪問したりします。テレビ視聴に端を発してカスタ
マージャーニーがネットへとシフトした場合、そこからどのようにユーザーが行動して具
体的なアクションに結実しているかを “見える化” することは、テレビ広告が具体的なア
クション＝事業へのインパクトに貢献しているという因果関係を明確にすることになり、
テレビ広告施策のプレゼンスを高める結果となるでしょう。

特に、テレビ広告の出稿目的が「売上の拡大」という直接的な成果や「製品理解の促進」や「具
体的な購入の検討」「ブランドエンゲージメントの獲得」といった間接的な成果であれば、
テレビ CM の出稿とデジタル施策の効果を関連付けて捉えるという視点は、欠かせない
ものだと言えるでしょう。

 どのような調査方法が広告の PDCA運用に有効なのか

ここまでで、テレビ広告の目的を明確化した上でどのような指標を基に効果を検証するべ
きかという道標が見えてきたら、次に考えるのは実際の効果測定方法です。世の中には、
テレビ広告の効果測定を提供する様々なサービスがありますが、重要なのはその効果測定
で “木を見たいのか”、“森を見たいのか” ということ。テレビ広告の効果測定は測定・分
析の具体的な手法だけでなく、調査対象となる被験者（パネル）のボリューム＝調査の母
数にも大きな違いがあります。消費者個人の動向を詳細に分析して特徴を捉えたいのか、
大きな流れを把握して最適化したいのかによって、選ぶ調査測定方法も大きく違ってきま
すので、注意すべきだと言えるでしょう。また、ひとつの手法にこだわるのではなく、複
数の手法を組み合わせて分析するという方法も有効です。

　  アンケート調査

テレビ CM の認知率、ブランドの想起率、ブランド好感度、テレビ CM による態度変容
などを調査する手法として長らく用いられているのが、マクロミルやインテージなどの調
査会社が行うアンケート調査です。低価格で実施でき、短い間隔で定期的な定性調査が可
能なことから、多くの企業が導入しています。手軽に導入できることが最大のメリットで
ある一方、最近は非対面のインターネット調査が主流になったことで、アンケートの設問
が回答者の心理に影響を与えたり、回答者の質が結果に影響を与えることから、十分な精
度を担保することが難しいという一面もあります。また、調査パネルも数 100 人～
1000人程度と小規模な点も特徴です。

　  シングルソース調査

アンケート調査が不特定の個人に対して行う調査なのに対して、インテージや野村総合
研究所などが提供しているシングルソース調査は特定の個人に対して継続的にメディア
接触状況や商品・サービスの購入意向などを調査する “定点観測” の調査。調査対象者の
デモグラフィーや行動データと組み合わせることで綿密な調査が可能であるほか、テレ
ビ CM 視聴前後の態度変容、テレビ CM の視聴者／非視聴者による態度の違いなど様々
な角度から調査を行うことができます。また、クロスメディア調査によって広告予算配
分の最適化も可能です。この調査も調査対象者が少人数であるのが特徴です。

　  テレビ視聴率調査ツールの活用

テレビのデジタル化によってネットリサーチやニールセンが行ってきた視聴率調査の領域
にベンチャー企業も参入して新しいサービスを生み出しています。中でも、スイッチ・メ
ディア・ラボが提供している「SMART」は、調査対象者のテレビ視聴データを秒単位で
集計し、リアルタイムに提供するのが特徴で、プロフィール属性と組み合わせることで番
組視聴者の傾向を詳しく把握することができます。競合企業の CM 視聴データやフリーク
エンシー分析なども提供しており、テレビ広告の出稿プランを策定するために必要なデー
タを入手することができるでしょう。またパネルが約2000世帯5000人と小規模ですが、
今後の拡大に期待したいところです。

　  コンサルティング会社による統計分析

様々なビッグデータを駆使してテレビ広告に留まらないあらゆる広告手法の貢献度を分析
して予算配分の最適化を実現するアトリビューション分析や、複数メディアによる広告効
果を測定して間接効果の分析と最適化などを行うマーケティングミックスモデリングな
ど、コンサルティング会社が提供する様々な統計分析ソリューションは、マーケティング
施策が多角化する現代のマーケターにとって最も有効な効果測定手法かもしれません。

しかしながら、コンサルティング会社による分析は、広告主が手間の掛かるデータの収集
や分析を “丸投げ” できるという利便性がある一方で数か月という長期間を必要とし、め
まぐるしい世の中の変化のスピードに対応できるかどうかは疑問です。また、分析を担当
するリサーチャーの解釈・分析によって結果が異なる点や、大規模な調査分析では多額の
コストを必要とする点も課題のひとつです。短期的に高速 PDCA を運用したい広告主に
は不向きと言えるかもしれません。

　  マーケティング統計分析ツールの活用

コンサルティング会社が行っている統計分析のノウハウをセルフサービス型のマーケティ
ングソリューションとして提供しているのが、「XICA magellan」に代表されるマーケテ
ィング統計分析ツールです。テレビ広告の出稿データ、ネット広告、検索エンジン広告の
レポートデータ、オウンドメディアのアクセス解析ツールなどのレポートデータといった
ビッグデータをツールに投入することで、統計手法に基づいたアルゴリズムでデータを分
析。広告手法の貢献度を分析するアトリビューション分析や予算配分の最適化の提案を実
現します。

こうしたセルフサービス型のマーケティングソリューションは、広告主のマーケティング
施策の実施状況に合わせて柔軟に活用できる点が大きな魅力ですが、コンサルティング会
社に依頼するように作業を “丸投げ” することはできません。その点において手間は掛か
りますが、セルフサービス型のサービスを活用することは利用するマーケティング担当者
にとって知見や経験を蓄積するために有効な手段だということもできるでしょう。

を様々なデータによって行い、PDCA を運用しなければなりません。このホワイトペー
パーでは、この検証に必要なテレビ広告効果の “見える化” に焦点を当て、広告効果検証
をどのように進めるべきかをまとめます。

 どのような効果を目指しているのか ～ 効果測定の方向性を決める

テレビ広告の指標といえば、広告投下量に視聴率を掛け合わせた GRP ですが、GRP をも
って広告出稿を達成したと判断する広告主は、もはや皆無なのではないかと思います。テ
レビ広告の効果測定を的確に行い、マーケティング施策を最適化するためには、まずは「何
を知りたいのか」つまり「そのテレビ広告が何を目指しているのか」を明確にすることか
らはじめます。

テレビ広告をめぐる効果指標は多岐に渡っており、様々なデータを取得することができま
す。しかし、最初に広告施策の目的を明確化しておかなければ、手当たり次第に効果指標
を取得しても、そこからテレビ広告が目的の達成に貢献しているのかを判断できないので
す。この “ボタンの掛け違い” に注意することは、テレビ広告を効果的にマーケティング
の中で活かしていく上で最も重要なことです。

例えば、「広告を見たことがある」「商品を覚えている」「商品の特長を知っている」とい
うデータは、テレビ広告の直接的な効果を測る指標ですが、それぞれの意味は全く異なり
ます。また、テレビ広告による興味喚起をきっかけとして「ウェブサイトを訪問したこと
がある」「キーワード検索したことがある」「商品の購入を検討したことがある」「口コミ
を探したことがある」「商品を購入した／店舗を訪問した」といった指標も、テレビ広告
が生み出した間接的な効果だと言えるでしょう。

消費者のカスタマージャーニーを「認知」「興味喚起」「検討」「行動」という 4 つのステ
ージに分けた場合、そのテレビ広告施策がどのステージをターゲットにしたものなのか、
テレビ広告施策の結果どのような直接的・間接的な効果を期待しているのかを明確にし、
広告投下量に対して目指している数値の改善・向上に貢献しているという費用対効果の最
適化を PDCAの運用を通じて継続していく必要があるのです。

特に、昨今の消費者行動は「マイクロモーメント」というキーワードに代表されるように、
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