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視聴率では
届かない情報を探れ！
～テレビ番組の見られ方を測る指標はいま～

メディア研究部   石橋　丈

はじめに

テレビ番組の見られ方を測る手法といえば，
「視聴率」が最も多用され，民放では広告取り
引きの指標に使われてきた 1）。ビデオリサーチ
社（以下，VR社）は2016年に，従来フォロー
しきれなかった時差再生等のタイムシフト視聴
も加味した総合視聴率調査を本格的に開始し
た 2）。それを受け，2018年4月からテレビスポッ
トCMの取り引きには，現行の世帯視聴率で
はなく，個人全体視聴率をベースとした新指
標により取り引きが開始されることが，在京民
放キー局5 社と広告主の団体である日本アドバ
タイザーズ協会で合意されている 3）。

視聴率のあり方が変わるなか，いま，視聴
率を補う指標もさまざまなものが模索されてい
る。加えて計測機器やAIなどの技術の進歩も
あいまって，新しい手法や精緻な分析も実用
化されてきている。視聴率では探れないテレビ
の見られ方を測定している関係者を取材した。

誰が見ているのか

テレビ広告が自分たちの商品の客層に届く
かは，広告主が大いに気にする情報であろう。
VR社が1997年から導入しているピープルメー
ターを使った個人視聴率調査は，こうした需要
に応じる第一歩である。現在，関東地区・関

西地区・名古屋地区で測定しているが，今後，
測定地区の拡大を計画しているという。

VR社はさらに，機械式で測定している視聴
率調査とは別に，パネルによるアンケート調査
を行っている。全国約1万の調査対象者に調
査専用タブレットを貸与して商品認知や利用欲
求状況を探っているACR/exという調査 4）で
は，年に2回，日記式の調査でメディア利用状
況も調べており，これと視聴率調査を結びつけ
ることで視聴者の属性を明らかにしようとして
いる。これにより，たとえば「ビールが好きな
20歳から69歳の人がよく見る番組ランキング」
のような分析ができ，広告主の便に供するよう
になっている。

こうした大手の動きに対し，スピードと分析
の網の目をより細かくすることで活路を見出す
ベンチャー企業も現れている。2012年設立の
スイッチ・メディア・ラボ社 5）は，インターネッ
トで結んだパネルのテレビ視聴行動をほぼリア
ルタイムで集計し分析している。性別，年齢な
どの基本属性に加え職業や収入，ライフスタ
イルや恋愛観まで調べてある関東 2,000世帯・
5,000人のパネルを対象に，独自のテレビ視聴
データ測定器と家庭用リモコンで情報を取得す
るのだ。2017年11月からはBS 各局の番組の
分析も行っている。

集計は秒単位で行われているため，番組の
コーナーごとの視聴状況や局別の変動などもわ
かるようになっている。最短で2分後には「視
聴率」の速報値を提示している。番組ごとの集
計も番組終了後，最短30分で速報値を出して
いる。また，パネルと視聴ログが結びついてい
るため，細かな属性別だけでなく，視聴経験者

（もしくは非経験者）に絞ったアンケートができ
るのも強みとなっている。
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何を見ているのか

インターネットでは，アクセスログ解析を使
えばさまざまな情報が引き出せる。これと同様
にインターネットに接続してあるテレビ端末なら
ば，視聴ログを分析し情報を取り出すことも可
能になっている。テレビメーカー各社はこうし
た情報収集にあたっているが，その中で先行
事業者である東芝映像ソリューション社（以下，
東芝）6）を取材した。

東芝では2005 年から視聴ログ取得を開始
し，2012年からライブ視聴・再生視聴・予約・
VOD・機器利用全般のデータを収集している。
2017年10月現在，視聴ログを取る許諾を得て
いる端末は全国約51万台。サービスの利用開
始時に，主に使う人の性別，生年月と家族使
用か個人使用かを尋ねて，属性分析に使える
ようにしている。

この測定システムの強みは，何といってもサ
ンプル数の多さである。ほかの調査では視聴
者が少なくて分析できないような番組まで，分
析の俎上に載せることができるのだ。たとえば
関東地区で視聴率0.5%の番組でも，1,000サ
ンプル程度集められるということである。視聴
ログは機器にひもづけられているため，対象番
組以外の視聴状況が経時的にも把握できる。
似た傾向の視聴行動を取る人のパターンやボ
リュームの推測ができる。たとえば，深夜アニ
メの特定の番組を見ていた人が，いまどのよう
な番組を見ているかなどを通して，視聴タイプ
のクラスター分析や視聴行動・再生行動をもと
にした満足度など各種の分析が可能になって
いる。

番組の分析を進めるうえで，番組名だけでな
く，その時間に何が映っていたかも大きな情報
である。秒単位で画面を説明する情報をデー

タ化する事業者も，番組計測指標の進化に大
きな役割を果たしている。NHK放送文化研究
所でも東日本大震災の関連番組の研究に，そ
うした会社の1つであるJCC社のメタデータを
活用している7）。番組情報のデータ化を行って
いる事業者の中で，民放キー局5 社，博報堂
DYメディアパートナーズ，電通が出資している
エム・データ社（以下，MD社）8）を取材した。

MD社は東京，大阪，名古屋のテレビ放送
番組，テレビCMを視聴・記録し，「いつ」「ど
こで」「何が」「どのように」「何秒間」放送され
たかの情報概要をデータ化している。創業は
2006年だが，民放各局の出資は2013年から。
100人以上いる熟練したスタッフが，マンパワー
でデータ化にあたっている。番組名・コーナー
名やその概略，出演者や紹介した商品や場所
も記録・分類し，販売店の情報や関連URLま
でデータに付加して提供している。放送後数分
から1時間でデータはデータベースに格納され
るというスピードも備えている。しかし，まだ
番組のメタデータの記載は人の手に頼らざるを
得ないということであり，技術的なブレイクス
ルーが待たれているという。

こうした集計で，旬の出演者やホットな話題
を数量的に示せるようになっている。

どのように見ているのか

個人の視聴率の測定は機械式でも，モニ
ターが自らボタンを押す形のものが多い。そう
した中，AIの顔認識の技術の進歩で，自動的
に感知し正確に指標化するシステムも生まれて
いる。

マサチューセッツ工科大学発のベンチャーと 
して2015年に設立されたTVISION INSIGHTS
社（以下，TI社）9）は，この自動認識システム
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を生かした指標である“視聴質”での番組計測
を行っている。TI社の“視聴質”は，ついてい
るテレビの前に誰がいるかという「滞在度」VI

（Viewability Index）値と，テレビに顔が向い
ているかどうかという「注視度」AI（Attention 
Index）値を掛け合わせたものとして示される。
関東 800 世帯のパネルのテレビにゲーム機程
度の大きさのセンサーを設置し，自動で人体 ･
顔認識をし測定しているのだ。計測は秒単位
で行っており，前述のMD 社のデータと組み
合わせてどのシーンが注目を集めているかな
どの分析ができるようになっている。

こうした調査で，VI値は高齢者ほど高く，
滞在時間が長くなっているが，AI値は年齢・
性別での傾向差はみられないことや，番組と
CMの比較でVI値の差は5%なのに対し，AI
値は20%の差があることなどが計測されてお
り，見られ方の定量化や共視聴など，いまま
で可視化しにくかった新たな価値を打ち出して
くれる可能性が感じられる。

どう感じながら見ているのか

テレビを見た人がどのように感じているか。
武蔵メディアと社会研究会が2009年にはじめ
たウェブサイトQuae10）は，番組の質を測るた
め「市民の目で見た番組評価を数値的にあら
わす」ことをねらっているが，意見集約はアン
ケート形式に頼っている。

アンケート形式は，番組をトータルに見た感
想にはなるが，瞬間における感情の想起は取
り込めないなどバイアスのかかる可能性がある
ため，そういったものを捉えられる指標を求め
る声も上がっている。

AIによる画像認識で顔の表情から感情を
読み解こうとする研究は進んでいるが，筆者が

これまでに取材した限りでは，まだ十全の信
頼を置ける段階までは至っていない気がする。

しかし，番組を見てその感覚刺激を第一に
処理するのは脳である。脳波を測定すること
で視聴者の感情を，表情に表れる分だけでな
く無意識の領域まで探ろうという測定も行われ
ている。アメリカにある世界最大の調査会社
ニールセン社の消費者購買行動分析部門日本
法人ニールセン・カンパニー社（以下，NC社）
が導入しているニールセン・ニューロ調査 11）で
ある。

脳波測定というと，大学病院などの大規模
な実験施設で大変な準備が必要になるものと
いうイメージがあったが，この調査では簡単な
適性検査のあと，帽子をかぶり，そこに32の
電極をつけるだけで測定が可能になる。

この測定で計測するのは喜怒哀楽といった
個別の感情ではなく，脳波データの時空間的
特徴からわかる3つの機能的な指標である。
それは，感情的にひかれている度合いを示す

「感情関与」，記憶を形成しようとしている度
合いを示す「記憶」，注目が集中する度合いを
示す「注目」だが，その変化のパターンで，画
像を見ているときに脳が「集中して効果的に処
理」「処理が容易」「混乱」「楽しい」「情報が
多い」という対応をしているかどうかを判断す
るものである。

アメリカでは導入にあたって，脳波測定によ
る調査結果が現実の視聴と一致するかを検証
する実験も行われた。この実験では，被験者
の感情，記憶，注目がいずれも高まっていると
判断された現実の放送の部分では，Twitter
のツイート投稿数が増加するといった，強い相
関があることが見いだされており，脳波測定の
有効性が想定されるとしている12）。
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筆者が見学したのはNC社の調査施設で
あったが，スーツケース1個程度の装置を持ち
込めば，出先での調査も可能になるということ
である。しかし，簡素とはいえ計測機器の装
着が必要であることもあり，リアルタイムの放
送を見ながらの分析は得手ではない。コンテン
ツの放送前，または放送後の効果測定が中心
になる。それは比較実験ができるということで
あり，いくつかのパターンを比較実験して最も
訴えかける表現を探れることになる。

まとめ　

以上，いくつかの測定法をみてきたが，多く
のものは広告の効果測定としてのニーズから展
開してきたものである。取材した事業者の多く
が，放送事業者より広告主や代理店の引き合
いが多いといっている。広告分野でのデジタ
ルメディアの進展は，いまさら指摘するまでも
ないが，そのセールスポイントの一つに効果測
定が容易だということがある。放送でも同様
な効果測定を強く求める広告主の声を，放送
局も受け入れていかざるを得なくなっているの
であろう。

今回は割愛したが，テレビ受信機以外での
コンテンツの計測手法も進化している。この分
野の調査も行っていきたい。

さらに広告主側でも複数の指標を組み合わ
せて利用している場合が多いという。データ
を可視化する技術が進み，利用者がデータを
感覚的に理解しやすくなっていることも，この
動きを後押ししている。調査会社側も，こうし
たさまざまな調査を組み合わせて一つに統合し
て分析できるシステムを提案している。しかし，
まだ決定的なベストミックスの確立には至って
いない。それぞれの調査の長短を見極め，適

切な切り口を探る営みはしばらく続くだろう。
もう一つ注目したいのは，広告ベースで進ん

できた調査が，そのまま番組の評価にも使え
るのかどうかである。こうしたさまざまな測定
方法の微細な差異をアジャストして番組分析に
も適合させる手法を探ることは，これからの
放送研究者に課せられているタスクになると考
えられる。

（いしばし たけし）
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