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 はじめに

国内で1年間に使われた広告費を推計した電
通の「2008年（平成20年）日本の広告費」によ
れば，2008年1月〜12月のテレビ広告費は前年
比4.4%の減少となった。今年に入っても減少幅
は拡大を続け，電通のテレビ広告の月次売上高
は，2月−16.9％，4月−17.5％，5月−13.9％と，
前年同期比二桁のマイナスが続いている。

民放キー局各社の決算でも，本業の儲けを
示す単体の営業利益が軒並み大幅減益となり，
収入の屋台骨である広告収入，特にスポット広
告収入が大幅に減っている。

一見すると，今回の減収・減益は昨年秋から
の世界的な景気後退によるものにも見えるが，
テレビ広告費の規模縮小が今回の景気後退以
前から始まっていることなど，景気後退以外の
構造的要因を示唆する指標がいくつも表面化し
ている。テレビ広告離れの背景には何があるの
だろうか。広告媒体としてのテレビの媒体力は
落ちたのだろうか。

本稿では，本格的な通信・放送融合時代の
到来を受けて，NHK放送文化研究所が2009
年1月に実施した日本人とメディアに関する世論
調査（以下「日本人とメディア」調査）や，3月

に実施した広告主企業への広告出稿に関する
調査，同じく3月に実施した視聴者へのネット
調査の結果から，広告媒体としてのテレビの媒
体力の分析を試みる。急速な景気悪化で経費
を切り詰めるようになった広告主企業は，どの
ように広告媒体を使い分けているのか。一方
の消費者は，どのように広告媒体を見ているの
か。それぞれの媒体ごとの利用動向を探ること
で，テレビの広告媒体としての現在の力と放送
メディアの構造変化を捉えることとする。

＜本稿の項目＞

はじめに

[1]減り続けるテレビ広告費

[2]テレビ広告離れの背景

[3]ネット広告の可能性

[4]テレビの広告力は落ちたのか

[5]今後求められるもの

 [ 1 ]  減り続けるテレビ広告費

今年5月に発表された2008年度の民放キー
局各社の決算では，各社とも単体の営業利益
が大幅な減益となり，5社のうち2社は営業赤
字となった（図1）。

 シリーズ  “融合”時代  放送メディアの課題と可能性 ③
テレビの“広告力”の現在値
～広告動向に見るテレビの構造変化～

メディア研究部（メディア動向）  小川浩司
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こうした減益や赤字の主たる要因として，各
社とも広告収入が大きく落ち込んでいることが
挙げられる。特にスポット広告（番組と番組の
間に流れるCM）は11.4%から12.9%減と大幅
な減少となっている（表1）。

スポット広告の増減を過去5年間の推移で振
り返ると，05年度あたりから減少する社が出
始め，07年度には全社そろってマイナスとなっ
ている（図2）。

世界的な景気拡大局面にあったと見られる
07年までの期間でも広告収入が減少傾向に
なっていることは，景気後退以外にもテレビ広
告離れの要因があることを示唆している。

テレビ広告離れの動きは，広告単価の推移に
も現れている。日銀の「企業向けサービス価格
指数」を元に作成した図3を見ると，昨年秋よ
り前から，単価の下落傾向が強まっていること
がわかる。

テレビ広告の単価は新製品の投入時期など
に応じて季節変動が見られ，基本的にはその
時々の需要量によって変動する。その単価が
07年秋以降大きく下落していることから，需
要の減退が進んでいることが読み取れる。そ
れ以前についても，毎年11月に現れる山（丸
印）に注目すると05 年頃から徐々に右肩下が
りになっていることがわかり，景気後退期以前
からテレビ広告離れが始まっていることがうか
がえる。

一連の傾向について，電通「日本の広告費」1）

媒体別広告費の移り変わり（図4）で確認すると，
全国のテレビ広告費の総額は，やはり05年あ
たりからすでに減少傾向になっていることがわ
かる。

　　　　　 タイム スポット 合計
日本テレビ − 2.7 − 11.5 − 6.6
TBS − 7.3 − 12.5 − 10.5
フジテレビ − 2.2 − 12.9 − 7.0
テレビ朝日 0.7 − 12.1 − 5.8
テレビ東京 − 4.0 − 11.4 − 6.3
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図 1　民放キー局単体営業利益の推移

表 1　民放キー局 2008 年度広告収入の増減

単位％，各社決算報告書より作成

各社決算資料より作成
※持株会社体制移行前の組織を前提とした数値

日銀「企業向けサービス価格指数」から作成

単位％，各社決算報告書より作成

図 2　民放キー局スポット収入の増減

図 3　テレビ広告の単価の推移
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こうした様々な指標から，テレビ広告離れの
背景に景気循環要因以外の何らかの構造変化
の存在が浮かび上がってくる。次章では，広告
主企業へのアンケート調査の結果から，その背
景を探ることにする。

 [ 2 ]  テレビ広告離れの背景

2.1 テレビ広告のコスト高
NHK放送文化研究所では，今年3月，広告

主各社に業界アンケートを実施した 2）。その中
で媒体ごとの広告出稿について聞いたところ，
08年度に減らしたと答えた企業が最も多かっ
たのが「雑誌」の65%で，次いで「テレビ」の
60％，「新聞」の49％，「ラジオ」の40％，「ネッ
ト」の13％の順となった（図5）

テレビ広告について詳しく見ると，2008年度に
減らしたと答えた企業が6割，2009年度に減らす
と答えた企業も同じく6割に達している（図6）。

なぜテレビ広告費を減らしたのか，あるいは
減らすのか。その理由について，広告主各社に
聞いた結果が図7である。

最も多かったのは①「経営悪化」の41％で，
昨年秋からの世界的景気悪化の影響の大きさ
を物語っている。

それとほぼ並ぶ形で②「広告費が高いから」
を理由に挙げた企業が38%に上り，テレビ広
告費についてコスト面での負担が大きいと考え
ている企業が多いことがうかがえる。広告主企
業にヒアリングを行ったところ，「一契約あたり
の単価が大きい分，テレビ広告費は桁が大きく
なる」という背景がある一方で，最近はその契

図 6　テレビ広告費の増減（広告主・前年度比）

図 7　テレビ広告費を減らす理由

出典：NHK 放送文化研究所広告主アンケート（n=45）
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図 4　媒体別広告費の移り変わり（85 年～ 08 年）

図 5　広告費を減らした企業の割合（2008 年度）
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④の「広告を出稿したくなるような魅力的な
番組が減ったから」との理由について広告主か
らは，「広告費を出すということはその番組の
提供者として社会に影響力を持つことになる。
CSR（企業の社会的責任）の観点からも，低俗
な番組に広告費を出すことは社会の発展を阻害
することにつながるため，出稿を控えている」と
の回答が寄せられた。番組の内容についても厳
しい目を向けている広告主の存在が見えてくる。

その他，⑤「他の広告手法の充実」⑥「広
告効果が測定しづらい」と続く。効果測定手法
の充実について広告主各社に聞いたアンケート

（図9）によれば，半分近くの企業が，「BSやCS
など多チャンネル放送の視聴率」と「TV（地上

約単価に変化が生じている現状が垣間見えた。
これまで2クール（6か月）が契約基本単位だっ
たタイム広告について，「1か月単位での契約は
もちろん，週単位，時には1日単位で販売を持
ちかけられるようになった」という。また，民放
関係者の話では，以前は「ここまでしか価格は
下げられない」と言えば契約に至ったケースも，
最近の広告主からは「それなら出稿しない」と
断られることが増えたという。

今回の不況をきっかけに，売り手側（テレビ
局）と買い手側（広告主）の力関係に変化が生
じつつあることをうかがわせている。

2.2 重視される広告効果
テレビ広告離れの理由として次に多かったの

が，③「広告媒体としての力の低下」，そして④「広
告を出稿したくなるような魅力的な番組が減った
から」で，4分の1強の企業に選ばれている。

③については，NHK放送文化研究所の国民
生活時間調査でのテレビ視聴行為者率 3）やビデ
オリサーチ社の総世帯視聴率 4）からもわかるよ
うに，テレビを視聴する人（特に20代・30代）
や世帯の割合が減少傾向にあることなどを踏ま
え，判断したものと考えられる（図8-1, 2）。

出典：NHK 放送文化研究所「国民生活時間調査」

ビデオリサーチ社データより作成

図 8-2　ゴールデン帯総世帯視聴率（関東地区・週平均）

図 9　広告主の視聴率測定に対する要望図 8-1　TV 視聴行為者率（全国・週平均）
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波）のターゲット含有率 5）」について，「自社でコス
ト負担してでも測定すべき」と答えている。視聴
世帯が増え続けるBSの視聴率，そして，地上
波でもターゲットを絞った広告出稿に強い要望
があることがうかがえる。

このようにコスト高，番組の質，そして効果
測定と，景気後退のさなか広告主企業が広告
に関しても費用対効果を厳しく追求している姿
が浮き彫りになっている。

広告主が費用対効果を厳しく追求する背景に
は，発信した情報が届かなくなっている現状も
ある。インターネットの普及に伴って，個人の
投稿や情報の複製・コピーが繰り返されるなど
して情報流通量が膨張し，消費された情報量
との差が拡大している。これは，発信されたも
のの消費されずに消え去っていく情報が増えて
いることを意味している（図10）。

こうしたデータや前掲のTV視聴行為者率・
総世帯視聴率などを勘案すれば，これまで届
いたと考えられていたテレビ広告についてもそ
の効果が疑問視されるようになる。それが，テ
レビ広告に対する厳しい視線につながり，効果
測定が確実なメディアに流れる一因になってい
ると考えられる。

2.3 発言力を強める広告主
これまで見てきたように，コスト高，番組の

内容，効果測定の不確実性などについて，広
告主にある種の不満が存在していることが浮か
び上がっている。そしてネット広告などの新しい
手段の登場と今回の景気後退があって，テレビ
局側と広告主側の力関係に変化が起きているこ
とが推察される。

こうした流れの中で，昨年11月のトヨタ自動
車奥田碩相談役の「何か報復でもしてやりたい」
発言 6）や，今年4月の「優良放送番組推進会議」
の発足などが起きている。
「優良放送番組推進会議」のトップページ7）

には，主旨として「現在の日本は混迷状態にあ
るが，その一因は様々な領域で世界の趨勢から
乖離した日本社会の状態 にあると思われる。と
りわけテレビジョン放送番組の乖離は顕著である
（中略）そこで優良な番組を推挙することが放
送番組の向上に有効な手段の一つであると考
え，そのような視点から，放送番組の動向に関
心のある企業がアンケート調査に協力し，その
結果を世間に公表することにより，テレビジョン放
送で優良な番組が増加することを目指す『優良
放送番組推進会議』を設立し，賛同する会員に
より運営する」とある。賛同会員企業には，旭
化成，アフラック，出光，キヤノン，KDDI，新日
本製鐵，新日本石油，セブン＆アイ，全日本空輸，
武田薬品，東京電力，トヨタ自動車，NTT，日
立製作所，パナソニック等，大手スポンサー企
業が名を連ね，広告主がテレビ番組の内容につ
いて意思表示をしようとする姿勢が表れている。

これまで不満を封じ込めてきた広告主が，景
気後退とネット広告の進展をきっかけに発言力
を強めている，そうした構図が見えてきている
のではないだろうか。

図 10　情報流通量と消費量（96 年度＝ 100）
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2.4 構造要因についての認識
こうした構造変化について，民放各社，広告

主双方はどう見ているのだろうか。全国の民放
各社 8）と広告主企業に民放の収益悪化の原因
について聞いた結果が図11である。

どちらも景気後退を最大の要因として挙げて
いる。一方，景気後退以外の要因として，販
促費（販売促進費）やネットへのシフトを指摘し
た企業が，双方とも半数以上に上っており，景
気後退以外の構造変化について，双方とも認
識していることがわかる。

販売促進費へのシフトについては，企業の
合併や流通業界の寡占化が進んだことにより，
マスコミを通じて消費者に宣伝するよりも市場
を寡占する流通業者へのプロモーション（販売
促進）にコストを振り向けた方が効率的という
考え方が広がっていると指摘されている9）。

そして，広告主企業が景気後退に次いで多く
指摘したのが，ネット広告へのシフトである。前
掲の電通「日本の広告費」媒体別広告費の推移

（図4）によれば，08年のネット広告費は05年比
185％と，ここ3年でほぼ2倍の規模に成長して
いる。今回のアンケートでも民放の広告収入減
の理由として6割以上の企業がネット広告への
シフトを挙げており，広告主企業がテレビを中

心とした旧来のメディアからネット広告への移行
を強めている可能性が浮かび上がってくる。

  [ 3 ]  ネット広告の可能性

3.1 ネット広告へのシフト
ネット広告出稿の増減について広告主各社に

聞いた業界アンケートによれば，2008年度は6
割の企業が増やし，2009年度は4割の企業が
増やすと答えている（図12）。

これを，PC・モバイルの端末別で聞いたとこ
ろ，どちらの端末向け広告も5割前後の企業が

「増やす」と答えている（図13）。

今後出稿予定がある企業や，出稿を検討し
ている企業も含めると，ネット広告への積極的
な姿勢を示している企業は，PC向けで68％，
携帯向けでは，73％に上っている。

図 11　民放各社の広告収入減の要因は

図 12　ネット広告費の増減（前年度比）

図 13　ネット広告の出稿意向（PC・携帯別）
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3.2 自社サイトの可能性
ネット広告の特徴のひとつとして，自由度の

高さがある。テレビ・ラジオであれば秒数，新
聞・雑誌であればページ数という制約に縛られ
るが，ネット広告では制約が比較的少ないと言
える。表現方法も多様であり，サイズや時間，
クリック後画面サイズを変えたり動画にしたりと
自由な組み立てが可能となる。

最近はブロードバンド環境の普及に伴っ
て，自社サイトで動画広告を展開する企業が
増えてきている。自社のサイトであれば自由度
はさらに高まり，技術的な制限以外に制約は
存在しない。この自由な表現方法の例として

「UNIQLOCK 10）」がある（写真1-1, 2）。

これは，自社製品の世界へのプロモーションと
ブランド認知を目的にユニクロが2007年6月にス
タートさせたもので，5秒間のデジタル時計と5秒
間の女性によるダンス映像が交互に繰り返される

ブログパーツ（ブログを飾り付ける様々な機能を
備えた部品の総称）の形をとっている。世界共通
の時計・音楽・ダンスという要素を取り入れたことで，
気に入ったユーザーが自身のブログに貼り付け，
自然と世界中に広まる仕組みになっている。サー
ビス開始後，評価は世界的に高まり，翌2008年
にカンヌ国際広告祭をはじめとする世界3大広告
祭すべてでグランプリを受賞。2009年6月に総閲
覧数世界214か国3億ページビューを達成し，世
界中にユニクロ商品とブランド認知を広めた成功
例として知られている。

こうした実例からもわかるように，自社サイト
で質の高いコンテンツを発信すれば，たちまち
それが世界の顧客たちとつながるメディアにな
るという事実に，広告主企業の多くが気付き始
めている。その結果，BtoB（法人向けビジネス）
のみの企業も含めて，自社サイトの魅力を高め，
メディアとしての価値を高めていくことを追求す
る企業が増えている。図14は，広告主各社に
聞いた自社サイト運営費の増減である。

PC向け，モバイル向けのいずれも，4割以上
の企業が運営予算を増やすと答えている。その
理由について尋ねた結果が図15である。
「顧客と直接コミュニケートできる」が55％で

最も多く，次いで，「情報量が豊富」や「若年
層に届きやすい」，「広告効果が計りやすい」等
を挙げる企業が多い結果となった。

図 14　自社サイトの運営予算の増減（08 年度）

写真 1-1

写真 1-2

0 20 40 60 80 100

PC向け

モバイル
向け

サイト無し
変わらず減らした増やした

44％ 13 40

1140％ 24 20

出典：NHK 放送文化研究所広告主アンケート

「UNIQLOCK」サイトより
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顧客との双方向性，情報量，そして効果測
定の確実性など，テレビ広告の弱点となる要素
を中心に，広告主各社がネット広告を評価して
いる姿が浮かび上がってくる。

ネット広告がその強みを活かす形で台頭してく
る中で，テレビの広告力は果たして落ちたのだろ
うか。テレビ広告の強みとは何だろうか。広告主
と消費者双方にそれぞれの「広告媒体力」につ
いて聞いた調査から，次章で詳しく検証する。

 [ 4 ]  テレビの広告力は落ちたのか
        ～媒体力評価～

広告主企業そして消費者双方は，広告媒体
としてそれぞれの媒体をどう評価しているのか。
企業名や商品名などの認知力，ブランド力，情
報伝達量など様々な指標で媒体別評価を聞い
た結果が図16-1～7である。

まず，認知度を高める力について聞いた結果，
98％とほとんどすべての企業がテレビの認知力

（新商品やブランド名を知らせる力）を高く評価
した。それに対しネット広告は11％で，認知媒
体としては低い評価となった。
「ブランド力を高めやすい媒体」でもテレビが

4分の3近くの企業に評価され，ネットに大きく

差をつけた。広告主からは「繰り返し見る（見せ
る）ことの多いテレビ広告は摺り込み効果が期
待できる」，「テレビ視聴者は受け身で無防備で
あるため広告情報が入りこみやすい」などの声
が聞かれ，商品名やブランドイメージを浸透さ
せる媒体として，テレビを高く評価していること
がうかがえる。

次に，「詳細な情報を伝えられる」，「ターゲッ
トを絞りやすい」の項目では，テレビの強さは
影を潜め，ネットと雑誌が上位についた。15秒，
30秒という時間的制約があり，広いエリアに一
斉に投下されるテレビに比べ，比較的自由な表
現で特定のジャンルに関心を持った顧客に届け
られる雑誌やネットの強みが評価された結果と
なった。
「効果を測定しやすい」，「費用対効果」につ

いての評価では，どちらもネットが首位でテレ

図 15　自社サイト運営予算を増やす理由 図 16-1　広告主の媒体評価（認知度）

図 16-2　広告主の媒体評価（ブランド力）

出典：NHK 放送文化研究所業界アンケート　図 16-1 〜 7・図 170 10 20 30 40
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ビが次ぐ形となった。費用対効果については
ネットとテレビの差はほとんど認められず，広告
媒体としてのテレビの力を，決して軽視してい
ない可能性が見えてくる。

この傾向は，次の「購入喚起に効果的な媒
体」で，ネットを抑えてテレビがトップになった
結果からも，企業が広告出稿先として依然とし
てテレビを高く評価している様子がうかがえる。

これら様 な々観点で聞いた媒体力評価をポイン
トとして集計 11）した媒体別総合評価（図17）で
は，テレビが49.29ポイントで1位，次いでネット，
新聞，雑誌そしてラジオの順となった。現在の広
告費の規模（前掲図4）の順位と比較して，ネッ
トと新聞の順位は入れ替わったものの，各社の
評価と市場規模がほぼ一致した格好となった。

広告主企業が，テレビ広告を依然として高く
評価し，次いでネット広告を評価している傾向
が見えてきた。

図 16-3　広告主の媒体評価（詳細な情報）

図 16-6　広告主の媒体評価（費用対効果）

図 16-4　広告主の媒体評価（ターゲティング力）

図 16-7　広告主の媒体評価（購入喚起力）

図 17　広告主の媒体別総合評価ポイント

図 16-5　広告主の媒体評価（効果測定）
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では，消費者はどう見ているのだろうか。
全国のネットユーザー 1,600人余りに，テレビ，

新聞，PCネット，モバイル広告のそれぞれの評価
について聞いた結果 12）が図18である。
「面白いと感じる」ではテレビ広告が他の媒

体に大きな差をつけており，2位のPCネット広
告を25ポイント上回っている。視聴者がテレビ
広告の特性として，「面白さ」を高く評価してい
ることがわかる。

その他の項目では，テレビがトップであるも
のの，PCネット広告もある程度高く評価される
傾向が見られた。中でも「関心ある情報が多い

（タイムリー性）」，「斬新な表現が多い（新しい
表現法）」，そして「購入につながる（購入喚起
力が高い）」広告として，テレビ広告とPCネット
広告双方が高い評価を得ている。

すべての項目を集計 13）した視聴
者側の総合評価（図19）では，広
告主の媒体別評価と同じく，新聞
とネット広告の順位が入れ替わった
ものの，市場規模と媒体別評価が
ほぼ一致する結果となった。

広告主企業も消費者も，テレビ
広告を依然として最も力のある広告
メディアとして評価しているという
結果が得られた。中でも，「認知
力」，「ブランド力」そして「面白い

と感じる」ではテレビ広告がネット広告に差を
つけていることが確認された。また，ネット広
告を「テレビに次ぐメディア」として評価してい
ること，とりわけその特性として，「豊富な情
報量」「ターゲットの絞りやすさ」「効果を測定
しやすい」という点が高く評価されていること
がわかった。

 [ 5 ]  今後求められるもの

5.1 民放各社によるネット展開
広告媒体としてのテレビの媒体力は依然とし

て大きく，ネット広告がそれに次ぐ存在として
評価されている姿が見えてきた。

では今後はどうなるのだろうか。

図 19　視聴者の媒体別総合評価ポイント

図 20　日本のネット広告費の順位予想（広告主）
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図 18　視聴者の媒体別評価
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今後の方向性を推察するうえで，広告主企業
に聞いた日本のネット広告費の今後の順位予想
が図20である。それによると，完全デジタル
化が予定されている2011年7月時点では「新聞
を抜いて2位」，2015年時点でも「新聞を抜い
て2位」が大半を占めているが，その一方で「テ
レビと並ぶ」や「テレビを抜く」などして1位と
なっているとの回答が2割に上っている。テレ
ビは依然トップでありながらも，ネット広告費が
テレビ広告費との差を縮める方向にあると多く
の企業が予測している様子が見えてくる。

こうした様々な変化を受け，民放各社もネッ
トへの展開を強めている。動画配信では，第
2日本テレビ，TBSオンデマンド，フジテレビ
OnDemand，テレ朝動画，あにてれしあたー

（テレビ東京）等，すべての局が様々な形で展
開している。しかし一部に単月黒字など採算性
に光明も見え始めているものの未だ明確な解に
は至っておらず，模索が続けられているのが現
状である。また，民放各社のホームページには
大きなバナー広告が目立つようになり，少しでも
収益を増やす道を探り始めている。しかし，テ
レビ広告のみならずネット広告の単価も下がり続
けており，ネット広告に進出すれば解決するとい

うほど，今回の構造変化は単純ではない。ネッ
ト広告は成長性は高いものの，その単価はテレ
ビ広告以上の落ち込みを続けている（図21）。

背景には，広告枠の無限性がある。ネット広
告の分野は誰でも参入できるため，枠はどこま
でも増え続ける。また細分化されたコンテンツ
はアクセス数が伸び悩み，広告媒体としての価
値が認められないケースもある。これはNHK
放送文化研究所が実施した「日本人とメディア
調査 14）」にも現れており，視聴者がテレビ広告を

「良く見る」一方で，ネット広告は「全く見ない」
という傾向を示している（図22）。

広告枠が無限に増えることは，消費者に届
かないネット広告が増えることを意味し，こう
したことが，ネット広告の単価下落につながっ
ていると考えられる。今後成長が見込まれる
ネット広告自体にも課題が存在することから，
各社とも試行錯誤を繰り返しているのが現状
である。

5.2 まとめ
テレビ広告，ネット広告にはそれぞれ強み・

弱みがある。そして現時点ではテレビの広告力
は依然として大きいことがわかった。しかし，
今後ネット広告がどこまで成長するのか，ある
いはテレビ広告の弱点を補完する存在として，

図 21　ネット広告の単価推移（2000 年＝ 100）

図 22　テレビ広告とネット広告の見られ方

日銀「企業向けサービス価格指数」から作成

出典：NHK 放送文化研究所「日本人とメディア」調査（n=1.320）
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すみ分けが進むのか，今回の調査ではそこまで
は明らかになっていない。ただ確かなことは，
広告主が費用対効果を厳しく見るようになった
ということ，不況をきっかけにその傾向が強まっ
たということ，そしてその流れはもう逆戻りしな
いことである。つまり，テレビ広告離れに歯止
めをかけるには，そのコストに見合う効果・価
値を広告主に提供するほか無いということにな
る。広告主に提供すべきテレビの価値向上に求
められるもの，それは以下の3点に集約される。

① テレビ広告の強みの更なる強化
② テレビ広告の弱点の補強
③ テレビの媒体価値そのものの向上　
テレビ広告には，「認知力」「ブランディング」

「面白さ」に強みがあることがわかった。①に求
められているのは，こうしたテレビの特性を活
かした広告作りを提案し，テレビ広告の価値を
さらに向上させることである。CM好感度ラン
キング 15）で2年連続トップに選ばれたソフトバン
クモバイルのCMは，料金プランの認知とブラ
ンディングを狙いとしている。「認知」と「ブラン
ド力」そして「面白さ」というテレビ広告の特性
をすべて活かしたことが，多くの視聴者の支持
を集めた結果につながった好例と言えるだろう。

②は，テレビ広告の弱点を補い，相対的な
力の低下に歯止めをかけることを意味している。
テレビ広告の弱点でありネット広告の強みである

「豊富な情報量」と「ターゲティング」そして「効
果測定」については，番組サイト内に広告主の
ための新たな場を提供することが展開として考
えられる。例えば，地上波で放送したコンテン
ツをネットで配信する際，広告の視聴者あるい
はアンケートの協力者のみ無料視聴を可能にす
るなど，テレビとネットの総合的な広告発信を
展開することが考えられる。テレビ広告に付加

価値を与えることで，媒体力低下に歯止めをか
ける戦略が求められている。

そして，③のテレビの媒体価値そのものの向
上は，言うまでもなく本業である番組制作力
の向上を意味する。広告主が疑問視し意思表
示を始めた番組の質を向上させることは，広告
主の満足度向上につながるばかりか，民放各
社の番組ホームページへの顧客誘導にもつなが
り，それがネットからの広告収入・番組販売など，
放送外収入の拡大にも結びつく可能性がある。
本業である番組制作力強化は，今後のテレビ
業界にとって決して欠くことのできない至上命題
と言える。

情報があふれ，メディアが多様化したため，
広告主はこれまで以上に効率的に情報を届ける
ことを重視している。その意味では，広告主も
テレビ事業者も同じ課題を共有していると言え
るだろう。苦労して作り上げたコンテンツを，消
費者・視聴者に最適な媒体でより効率的に届け
るべく両者とも試行錯誤を繰り返している。

多様化するメディアの特性を活かし，消費者
の心に響く広告コンテンツを発信する。そこで
得られたノウハウの蓄積が新しい番組づくりへ
と結びついていく。そうした好循環がテレビの
広告力を押し上げ，ひいては，テレビの媒体価
値そのものを押し上げることにつながるのでは
ないだろうか。

今回の広告主企業へのヒアリングで，「テレビ
局の営業マンはこれまで広告枠を売ることだけ
を考える傾向があったが，最近は，スポンサー
の商品が売れるためにはどうしたらいいかを一
緒になって考えてくれるようになった」との発言
があった。本来であれば当たり前のことが，景
気後退をきっかけに実現するようになったことを
示唆している。
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右肩上がりの経済成長で見失いがちであった
原点を見つめ直し，危機感を持って立て直しを
図る動きはすでに見え始めている。強化すべき
と変革すべきを実践し，良質なコンテンツで社
会的貢献を積み重ねる。“広告力”評価で相対
優位を保っている今を最後のチャンスと捉え，
業界全体で危機に立ち向かうべきタイミングに
あるのだと考える。

（おがわ こうじ）

注：
1）電通「日本の広告費」電通プレスリリース

http://www.dentsu.co.jp/news/release/2009/
pdf/2009013-0223.pdf　より

2）業界アンケート：調査の概要は以下のとおり
○調査時期：2009 年 3 月
○調査対象： 113 社
・広告宣伝費上位 500 社から業種ごと抽出
○調査法：郵送法
○回答数：45 社

3）テレビ視聴行為者率…1 日に 15 分以上テレビ
視聴を行う人の割合

4）総世帯視聴率（HUT）…テレビ放送を放送と
同時に視聴している世帯の割合の平均値。図
8-2 の「ゴールデン帯」は 19 時台から 22 時台
の時間帯

5）広告を届けようとした層（ターゲット層）が視
聴者の中にどれだけ含まれるかを示した数値

6）2008 年 11 月 12 日，「厚生労働行政の在り方に
関する懇談会」で厚労省に対する批判的な報道
が相次いでいることについて日本経団連前会長
でトヨタ自動車相談役の奥田碩氏が「何か報復
でもしてやりたい（中略）例えばスポンサーと
か…」と不満を表明したもの（厚生労働行政の
在り方に関する懇談会第 4 回議事要旨 http://
www.kantei.go.jp/jp/singi/kourougyousei/
dai4/gijiyousi.html より）。奥田良胤『放送研究
と調査』（2009 年 2 月号「メディアフォーカス」
参照）

7）優良放送番組推進会議（有馬朗人委員長）ホー
ムページ http://good-program.jp/

8）業界アンケート：調査の概要は以下のとおり
○調査時期：2009 年 3 月
○調査対象：全国地上波テレビ放送事業者 127 社

○調査法：郵送法
○回答数：82 社

9）週刊東洋経済 2009.1.31 号 P42.43，日本テレビ
放送網取締役会議長（当時）氏家齊一郎氏の発
言「電機その他でいえば，大型ディスカウント
ストアなどが価格決定権を持ち，メーカーは自
由に価格を決められない。（中略）するとメー
カーなどの供給者は，マスコミを通じて直接需
要者に宣伝するよりも，強力な流通業者に，セー
ルスプロモーションと称するカネを払って，自
分の商品を売ってもらうほうが効率的という考
え方になる」を参照

10）世界三大広告祭でのグランプリ受賞は以下の通り
・One Show Interactive…グランプリ
・ CLIO AWARDS…インタラクティブ（部門）

にて Grand Clio（グランプリ）
・ カンヌ国際広告祭…チタニウム部門・サイバー

部門にてグランプリ
http://www.uniqlo.jp/uniqlock/

11）図 16-1 〜 7 で各媒体が獲得したパーセンテー
ジをポイントとして合計し，それを調査項目数
7 で除したもの

12）NHK 放送文化研究所全国視聴者ネット調査
調査の概要は以下のとおり
○調査時期：2009 年 3 月
○調査対象：全国 12 歳以上のパソコンによる
 インターネット利用者 1,656 人
○調査法：インターネットによるアンケート

13）図 18 の調査で各媒体が獲得したパーセンテー
ジをポイントとして合計し，それを調査項目数
8 で除したもの

14）日本人とメディアに関する世論調査
調査の概要は以下の通り
○調査時期： 2009 年 1 月 9 日〜 25 日
○調査対象： 全国の満 20 歳以上の 2,000 人
 層化副次（二段）無作為抽出法
○調査方法： 調査員による個別面接聴取法
○回答数（率）： 1,320 人（66.0％）

15）CM 総合研究所発表 http://www.cmdb.jp/


