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調査システムは世帯内のテレビに設置された
セットトップボックスで視聴局を検知し，家
族にはリモコンの個人ボタンを視聴開始と終
了時に押してもらうことにより個人視聴率を
測定する方式であり，デジタル時代のメディ
ア接触を測定するためには，①自宅外視聴は
測定できない，②テレビ以外のメディア接触
には対応していない，③タイムシフト視聴は
測定できない，という3つの大きな問題があ
る。本稿は今年の6月3～6日にアイルラン
ドのダブリンで開催されたESOMAR（エソ
マー：ヨーロッパ社会・市場調査協会）1）主
催の国際視聴者調査会議 2）での報告と議論か
らデジタル時代のメディア接触の測定とデー
タ利用の試みに関する世界的な動向を紹介
し，今後の課題を整理するものである。

  何が問題となっているのか

今年の5月31日，米ニールセン社はDVR
（デジタルビデオレコーダー）によるタイム
シフト視聴も含めたテレビCM視聴率統計を
発表した。この内容は，「アメリカのDVR所
有世帯（全体の17%）では，ネットワークの
プライムタイムの番組を少しでも見た世帯の
42%はDVR再生により視聴しており，DVR
を持っていない世帯を分母に含めても，見
た世帯の10%はDVR再生による視聴であっ
た」「“OFFICE”という番組の個人視聴率
3.11%に対し，放送3日後までのタイムシフ
トを含めたCM視聴率は3.36%で8%の増加
率であった」などで，DVRの普及によるタイ
ムシフト視聴の広がりと，広告主の間で問題
となっているDVRのCMスキップ機能によ
る影響が予想されているほどではないことを
示した。

ニールセン社の発表の背景にはインター
ネット，携帯電話，ゲーム機，ビデオiPod
などデジタル化により多様化する視聴者のメ
ディア接触を捉え切れていない視聴率調査に
対するアメリカの広告主たちの不満がある。

現在世界的に広く実用化されているピープ
ルメーター（PM）と呼ばれる機械式視聴率
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  自宅外視聴への対応

機械式調査による自宅外視聴の測定に関す
る研究開発は90年代から開始され，2000年
以降は調査相手に小型のメーターを装着さ
せ，視聴局を自動的に検知するフルパッシブ
型のポータブルピープルメーター（PPM）と
呼ばれるシステムが開発の主流である。現在，

「エンコード方式」と「音声マッチング方式」
の2つがポストPMの座を目指して競争して
いる（表1）。

 

今回の会議では両方式とも技術的に大きな
改善の発表はなかったため，データ分析と試
行調査に関する報告を1つずつ紹介したい。

まず，エンコード方式では2006年に本格
的にスタートしたアルビトロン社のPPMを
使った“Project Apollo”の報告である。この
プロジェクトはフィラデルフィアとヒュー
ストンの約5,000世帯の1万人に対し，PPM
で測定したCM接触状況と，ニールセン社の
ホームスキャンシステムで把握した世帯の商

品購買状況の関係を分析することによりCM
への投資効果を明らかにすることが目的であ
る。キャンペーンCMに接触した世帯は非接
触世帯よりCM商品購買量の増加率が高く，
世帯内購買でのシェアも高いなどCMの有効
性を示すデータが提示された（図1）。

次に，音声マッチング方式では，テレコン
トロール社のメディアウオッチのキプロス島
での2006年6月から11月の半年間の試行結
果が報告された。有効率が60%を超え，時
計に組み込まれている体温計とモーション
メーターの記録からみたPPMの装着状況も
良好であったことは示されたが（図2），従来
のPMデータとの比較ではテレビ局別シェア
比較しか示されず，視聴率の数値の比較は示
されなかった。

 
PPMは調査相手にボタン操作などの負担

をかけずに身に付けているだけで視聴率が測

表1　今回の会議で報告のあったPPM

図 1　CM接触・非接触世帯のブランドシェア比較
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定できるという点では優れているが，全く問
題がないわけではない。エンコード方式は全
ての放送局がコーディングに協力しなければ
調査は成立せず，アルビトロン社のPPMは
イギリス，ベルギー，カナダなどの各地で小
規模な実験を行ってきたが，本格的な利用は
フィラデルフィアとヒューストン以外にはま
だ広がっていない。また，テレコントロール
社の音声マッチング方式によるメディアウ
オッチにしてもサイマル放送の識別ができな
い，時計を回収してから集計するためデータ
提供が遅れる，将来的なタイムシフトへの対
応が困難という弱点があり，スイスのラジオ
でCM料金の指標として利用されている以外
は，ベルギー，キプロス島など国土が狭くメ
ディアの数も少ない地域での試行の段階であ
る。また，両方式ともイヤフォンを通しての
視聴への対応にはPPMと接続する機器の開
発が必要となってくる。

さらに視聴率調査にとって根本的な問題は
PPMでは視聴の定義が変わるということで
ある。日記式，PMなど現行の方式では調査
相手の「意識的視聴」が測定されるが，PPM
の場合には音源の傍に居るという「視聴の可
能性」が測定される。地域や目的を限定した
運用に留まっているうちは顕在化していない
が，PMからPPMに置き換えようとする段
階では日記式からPMに転換した時と同様の
調査方式の違いによる視聴率データの数値や
傾向の違いが大きな問題となるだろう。

  多メディア接触への対応

PC，モバイルなどの動画・音声サービス
への接触の測定については，既存のPPMに

補助的な装置を付加してテレビ・ラジオ以外
のメディア接触を測定する試みが報告され
た。メディアウオッチには，新聞や雑誌を読
んだ場合には時計の側面についている3つの
ボタンにより新聞や雑誌名リストを画面に表
示し，その中から読んだものを選択すること
により活字メディアとの接触を記録する機能
が既に組み込まれており，前述のキプロス島
での試行の報告では接触したテレビ・ラジオ
局と閲読新聞の組み合わせから調査対象をグ
ループ化する試みが紹介された。

今回の会議ではイタリアのGfk/ Eurisko社
からメディアモニターの改良機を用い2006
年の10，11月の2回，イタリア主要都市から
人口や年齢構成に応じて割当法で選んだそれ
ぞれ1,000人ずつの合わせて2,000人を対象に
1人4週間の調査期間で行われた実験調査の
結果が報告された。これは音声マッチング方
式のPPMにバーコードスキャナーと1回7秒
間の録音が可能なボイスレコーダーを付加し
た機器（図3）で，新聞を読んだ場合はスキャ
ナーで新聞のバーコードを読み取り閲読時
間をボイスレコーダーに吹き込む，インター
ネット利用や映画を見た場合は内容と時間を
ボイスレコーダーに吹き込むことでテレビ・
ラジオ以外の新聞，インターネット，映画へ
の接触を記録しようとする方式である。
 
図 3　イタリア Gfk/Eurisko 社のメディアモニター
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ただし，調査開始時から毎週1回の計5回，
調査員が調査相手を訪問し，質問紙により商
品購買やライフスタイル，ダイレクトメール
の受け取りなどのマーケティング情報を収集
するとともに，新聞，インターネット，映画
への接触を確認し，データを補完しており，
調査相手に負担をかける補助的な入力方法で
多メディア接触を正確に測定するにはやはり
限界があるようである。しかし，初回訪問時
に調査員が機器の取り扱いや毎日のデータ送
信方法（インターネットによりデータをアッ
プロードして送信）を説明し，毎週訪問し
てPPMの装着など調査への協力を依頼した
ため，一日の装着時間は14～16時間で安定
していた。一日の視聴率の推移をAuditelの
PMデータと比較すると，有料放送を除くテ
レビ計では大きな差はなかったが（図4），局
別にみると公共放送のRAIはPMデータより
低め，民放局は高めであった。

 
ベルギーからもGfk/Eurisko社のメディア

モニターを使って，同一の調査相手に15分単
位の日記式調査も併行して実施してもらい，
データを比較するベルギー北部・南部各200
人規模のラジオ聴取率のフィールドテストの

結果が報告されたが，電話と郵送で調査相
手に依頼し，調査期間中の調査相手との接触
はしなかったため，有効率は北部38%，南部
48%と低いうえに，1日8時間以上装着して
いた人が35%と少なく，日記式とPPMの聴
取率比較などのデータを検証するまでには至
らなかった。フルパッシブといえども調査相
手への十分な説明や調査期間中の定期的な接
触によるケアが欠かせないものと思われる。

米ニールセン社は2006年6月にデジタル
時代の多様なメディア接触に対応する「いつ
でも，どこでも，メディア接触を測定する」

“Anytime Anywhere Media Measurement
（A2/M2）”を発表した。これは1つの機器に
機能を付加するのではなく，①家庭内のテ
レビ視聴はPMで測定し，ローカルの日記
式エリアも順次PMに切り替える，②PMサ
ンプルのPCにインターネット視聴率測定を
追加，③屋外視聴に対応する“Go Meter”と
呼ぶPPMを開発，④携帯電話，ゲーム機，
iPodなどの携帯型デバイスの動画視聴を測
定する新しいメーターを開発する，など，動
画サービスについて伝送路ごとにシステムを
構築しようとする計画で，2007年から2008
年にかけて機器を開発し，2011年までには
日記式ローカルエリアのPM化を終え，シス
テムを完成させると発表している。また，今
年の4月には，米IMMI社（Integrated Media 
Measurement Inc.）が開発したスマートフォ
ン（多機能携帯電話）端末による音声マッチ
ング方式と技術提携し，2007年9月を目処に
自宅外テレビ視聴率データの提供を開始する
と発表している。しかし，今年の会議ではニー
ルセン社からの報告は一切なく，どこまで開
発が進んでいるのかは不明である。

図 4　視聴率から換算した1日のテレビ視聴者数の推移
[PM（Auditel）とPPM（Emm）比較，有料放送除く]

午前6時～午前2時
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  タイムシフトへの対応

エンコード方式にせよ音声マッチング方式に
せよ，DVRやVCRによる録画再生視聴を測定
するためには，過去に放送した番組のコードや
デジタル信号の膨大なデータベースとのマッチ
ングが必要となる。今回の会議の報告ではア
ルビトロン社のPPM，メディアウオッチ，メディ
アモニターなどの各方式とも今後の重要課題と
してタイムシフトへの対応のためのデータベー
スの整備をあげていたが，具体的な内容やス
ケジュールは示されなかった。冒頭で紹介し
たニールセン社の発表は，“Project Apollo”に
参加できずアルビトロン社に一歩遅れをとった
ニールセン社が，DVRに限定し1週間という限
られた期間ではあるが，いち早くタイムシフト
に対応することで攻勢に出たものと思われる。

  究極の入力方式 ～英タッチポイント～

これらの新方式とは全く異なった発想で多
メディア接触を捉えようとするのがイギリス
IPA（デジタル時代の消費・生活行動の調査
研究のためにメディア機関，広告代理店，調
査機関などが出資して設立された機関）3）の
タッチポイントと呼ばれる可搬型PDA（図5）

を用いた方式である。

 

これは，2006年3月と10月に試行が行われた
もので，イギリス主要都市の5,000人に対し，ま
ず48ページに及ぶ個人属性，メディア利用，ラ
イフスタイル，消費行動など広範な項目のアン
ケート調査を行ったうえ，その有効回答者に質
問と回答選択肢が画面に表示されるPDAを常
時携帯してもらい，メディア接触をはじめとす
る様々な行動を継続的に記録してもらう。調査
相手は30分ごとに「どこにいるか」「誰といるか」

「何をしているか」「次のメディアに接触してい
たか」「どんな気分か」などを画面上の選択肢か
ら選んで入力し，さらに一日の終わりに「映画を
見たか」「広告メールを受け取ったか」「テレマー
ケティングの電話を受けたか」などに答えると
いう気の遠くなるような究極の入力方式である。

調査相手の負担は相当なものだが，相手か
らの全面的な協力が得られ，その膨大で広範な
個人データがデータベースとして整備されれば
マーケティング以外の様々な分野でも利用でき
ることとなる。2006年の10月に“Touch Point 
Hub”と呼ばれるデータベースが整備され，
BARB（テレビ），NRS（全国紙），JICREG（地
方紙），RAJAR（ラジオ），CAVIAR（映画），
POSTAR（屋外広告）などこのプロジェクトに
出資した様々な業界団体に対してオンラインで
利用できる形でデータが提供されている。

今回の会議ではこのデータベースを活用し
たBBCの分析が報告された。それはBBCの
テレビ・ラジオなどのメディアに特定の1週間
全く接しなかった16から24歳の“BBC Light 
Youth”と呼ぶグループ（図6）のメディア接触
やライフスタイル，消費活動などを分析した結
果，平日はインターネットとラジオへの接触が
多く，テレビ視聴は週末に集中していること，
インターネットによるラジオ聴取などデジタル

図 5　IPAタッチポイント
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メディアへの接触が活発でホームページから
の情報収集やEメール，SNSによるコミュニ
ケーションがメディア選択をはじめとする生活
行動全般に大きな影響を与えていることなど
が確認され，若者向け番組の編成や広報戦略
に活用したというものであった。

 

  新方式の開発に向けて

2004年会議でのアルビトロン社のPPMや
テレコントロール社のメディアウオッチなど複
数メディア対応の機械式パッシブメーターの
発表以来，2005年会議での改良機器の発表と
パイロット調査結果の報告，2006年会議での

“Project Apollo”やタッチポイントなどのプロ
ジェクトの本格スタートなど，この3年間，デ
ジタル時代の多様なメディア接触に適応した
パブリシティーを追求する企業や放送局の強
い要求に後押しされた，メディア接触を測定す
る新方式の開発には大きな動きがあった。しか
し，今回の会議での報告を聞く限り，各方式と
も多メディア接触とタイムシフトへの対応には
大きな進展がなく，①サンプルの代表性を確
保するために調査相手に負担をかけず，②タ
イムシフトも含めた多メディアへの接触を正確
に測定し，③デイリーの集計とアウトプットが

可能，なデジタル時代の新たなシステムの実
現にはまだまだ時間がかかるように思われる。

翻って日本の状況はどうであろうか。放送
局や調査会社による小規模な開発・実験はあ
るものの，欧米のような明確な目標を定めた
プロジェクトは成立していない。多メディア
接触に対応する視聴率調査新方式の開発には
端末・システムの開発や長期間の実験調査の
ための多大な資金と調査や技術の専門家の協
力が不可欠であり，一放送局や一調査会社の
力だけで実現することは極めて困難である。
欧米並みにメディア機関，企業，広告代理店
などが共同で出資したプロジェクトにより新
方式が開発されるためには次の2つの条件が
満たされることが必要と思われる。
① 放送局や広告代理店だけでなく全ての広告

主が広告効果の検証のために視聴率データ
を購入し，さらに新方式の開発に対しても
資金を提供すること

② 視聴率とその利用に関する正しい認識を放
送局と広告主が共有できること
「視聴率はCM枠を買えばおまけで付いて

くるもの」と多くの広告主が考え，世帯視聴
率がCM価格決定の基準となっている現状で
はデジタル時代に対応した機械式個人視聴率
調査システムが日本で早期に開発される可能
性は少ないと思われる。        （こじま ひろし）

注：
1） European Society for Opinion and Marketing Research
2） 96 年に第 1 回トロント会議が開かれ今年は第

12 回。41 か国のメディア，調査機関，広告代
理店，研究者など 296 名が参加し，視聴者調査
に関する 30 件の報告と討論を行った。

3） Industry Body and Professional Institute for Leading 
Advertising， Media and Marketing Communications 
Agencies

※ 図表出典：「WORLD WIDE MULTI MEDIA MEASUREMENT 
2007」会議資料

図 6　BBC Light Youth




