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  1. はじめに

電通が今年2月に発表した「2009年（平成
21年）日本の広告費1）」によれば，急成長を続
けてきたインターネット広告が初めて新聞広告を
抜き，媒体別でテレビ広告に次ぐ規模となった。
一方のテレビ広告は，2005年から連続して減少
しており，新聞，雑誌，ラジオの各広告の減少
と合わせ，マス広告離れとも言える動きが続い
ている。

一方，内閣府が組織する「景気動向指数研
究会」は今年6月，主要な指標の動向や実質国
内総生産（GDP）の持続的成長などを踏まえて，
リーマンショック後の景気の谷が昨年3月だっ
たと暫定的に設定した 2）。昨年3月以降の緩や
かな景気回復期の中で，テレビ広告はどのよう
に変化しているのか。広告主企業のテレビ広告
の見方にどのような変化が表れているのか。ま
た，成長を続けるネット広告の中で注目を集め
るソーシャルメディア，今後普及が予想されるテ
レビ自体のインターネット接続についてはどのよ
うに考えているのか。そして，同時並行的に起
きる様々な変化は，何を意味し，今後の番組
制作にはどのような影響をもたらすのか。在京
キー局の決算報告書とNHK放送文化研究所

が実施した広告主アンケート，そして各社ヒアリ
ングから読み取ることができる変化をまとめ，テ
レビ広告全体の変容を捉えることにする。

  2. 民放各社決算報告に見る変化

（1）本業の減収続く民放各社
今年5月に発表された在京キー局の2009年

度連結決算では，通信販売企業を連結子会社
化して一時的に増収となったフジ・メディア・ホー
ルディングスを除いて，4 社が減収となった。主
軸となる広告収入が軒並み8％～ 16％の減収と
なる中，番組制作費などの経費を削減するなど
して，TBSを除く４社が黒字化したものの，本
業の収入減が続く厳しい状況となっている（表
1，図1-1，-2）。

調査研究ノート

テレビ広告を取り巻く多様な変化
～同時並行で進む「主導権の移行」～

メディア研究部（メディア動向）  小川浩司

表1　民放キー局 09 年度連結決算

（単位：億円，カッコ内は前年度比増減％）

売上高 営業利益 純損益

フジ・メディア・
ホールディングス 5,838（3.6） 92（▼53.2） 74（▼55）

ＴＢＳ
ホールディングス 3,512（▼5.7） 33（▼81.9） ▼23（-）

日本テレビ 2,969（▼8.5） 235（92.9） 165（195.2）

テレビ朝日 2,302（▼6.9） 72（258.1） 30（-）

テレビ東京 1,060（▼11.5） 18（41.0） 11（-）
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（2）スポット広告化の流れ
本業の放送収入について詳しく見ていくと，

昨年度後半ごろからある変化が生じ始めてい
ることが分かる。番組を提供するタイム広告が
減少を続ける中で，番組と番組の合間に流れ
るスポット広告が昨年度後半から５社中３社で
増加に転じ，全ての社で減少幅が縮小してい
る（図2-1，-2）。

各社決算説明会では，この変化について「広
告主企業の間で固定費を削減する動きが広がっ
ていることが原因」と述べられているが，実際
企業の広告宣伝担当者へのヒアリングにおい
て，「売れない時期にも広告を投下する（中長
期の）タイム広告より，売りたい時だけタイミン
グを見計らって投下できる（短期の）スポット
広告の方が機動的で効率的」との声が多く聞
かれた。また，「スポット広告として投下したＣ
Ｍがタイム枠内（番組の途中）で放送されたり，
番組内で自社の商品を使用してくれたりと，広
告主としてはありがたい流れになっている」との
声も聞かれ，広告主企業に有利な「買い手市
場」と呼べる状況が生じていることをうかがわ
せる。各社の今年度第1四半期決算においても
その状況は変わっておらず，ワールドカップ等
による一時的な増収を除いて全体としてタイム
広告が減少し，スポット広告収入が増加する流
れは続いている（図3-1，-2）。

図3-1　10年度タイム収入の実績と見込み（前年度比）

図1-2　09 年度番組制作費の実績（前年度比）

図 2-2　09 年度スポット収入の推移（前年度比） 図3-2　10年度スポット収入の実績と見込み（前年度比）

 各社決算資料より・テレビ朝日のみ上半期と下半期の数値で作成 各社決算資料より作成

図1-1　09 年度広告収入の増減（前年度比）
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事業運営上の観点から見ると，放送収入全
体に占めるスポット広告の割合が増えることは，
不確実性を増すことにつながる。すなわち，景
気の動向に左右されやすい短期のスポット広告
に頼る構造は経営上の不安定要因となり，中長
期の戦略立案がしづらくなるという弊害を招く
ことになる。さらに民放側のヒアリングによれ
ば，これまで２期（半年）単位での契約が一般
的だったタイム広告の契約期間において，一カ
月間のみの契約など短期化が進んでおり，営
業効率の悪化が指摘されている。タイム広告の
短期化も含め，全体としてテレビ広告のスポッ
ト化と呼ぶべき状況が生じている。

（3）今後の番組制作への影響
こうした状況の中，番組制作費を削減して昨

年度を乗り切った民放各社は，スポット収入が
好転している今年度についても，削減を継続す
るか，昨期大幅削減したままの現状を維持する
見込みとなっている（図4）。

スポット広告偏重の動き，そしてタイム広告の
短期契約化の動きは，放送収入の短期サイク
ル化とも言うべき状況を生み出し，番組制作費
削減の動きとともに，中長期の質の高い番組を
制作するうえでの障害になりうる。中小企業白
書（2005年）3）などで指摘された「商品ライフサ

イクルの短期化」が放送番組にも波及すること
が懸念される。

では，テレビ広告の現状及び今後について，広
告主企業はどのように見ているのか，広告主を対
象にしたアンケートの結果を見ていくことにする。

  3. 広告主アンケートに見る変化

（1）調査の概要
広告主動向調査はNHK放送文化研究所が

今年3月，広告宣伝費上位企業から21業種100
社を抽出して配付回収法で実施した4）。それぞれ
のメディアごとの出稿動向など，各企業の具体的
な戦略に触れた質問が含まれたこともあり回答
が得られたのは36社にとどまったが，全体の8
割以上の17の業種から貴重な回答が得られた。
︿回答が得られた業種﹀
自動車，電気機器，食品，小売業，医薬品，
不動産，住宅，機械，保険，化学，繊維，出版，
商社，通信，エネルギー，サービス，その他
製造

︿回答が得られなかった業種﹀
銀行，衣料品，航空，証券

（2）継続するネット広告への流れ
まず，昨年度のテレビ広告への出稿実績と今

年度の出稿見込みを聞いた結果が図5である。

図 4　番組制作費の実績と見込み（前年度比）

図 5　テレビ広告費の増減（前年度比）各社決算資料より作成（フジテレビのみ今期分非公開）
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昨年度は36 社中半数以上の19社がテレビ広
告費を減らしたと回答，民放決算の広告収入減
を裏付ける形となった。今年3月時点での今年
度のテレビ広告費支出見込みでは，現状維持
の「変わらず」が半数の18 社。4分の1の9社
が今期も減らし，4分の1の9社が増やすと回
答した。全体として，ここまで減らしてきた動
きが底を打ちつつあるものの，「減らした状態を
維持」する動きが示されていると言える。

では，なぜテレビ広告費を減らしたのか，昨
年度広告費を減らした企業にその理由を尋ねた
結果が図6である。

「広告費が高いから」が最も多く，循環要因
と言える経営悪化を除いて「他の広告手法の
充実」が続く結果となった。テレビ広告費の高
さについて，日銀の企業向けサービス価格指数

（2005年基準）を見ると，2008年後半から下落
基調が続いており，売り手である民放各社が単
価を下げざるを得ない状況が続いていることを
示唆している。広告枠売買における主導権が広
告主側に移行する，「買い手市場」の状況が生
じていることをうかがわせている（図7）。 

一方の「他の広告手法の充実」の背景には，
急成長を続けるネット広告の存在がある。図8
は，広告主企業にインターネット広告費の増減
を聞いた結果である。

昨年度については36 社中20社がネット広告
費を「増やした」と回答，今年度も21社が「増
やす」と回答した一方で，出稿を減らすと回答
した企業はわずか１社にとどまった。

では，この「ネット広告への流れ」はどこまで
続くのだろうか。電通の「日本の広告費」におい
て新聞広告を抜いてテレビに次ぐ媒体に成長し
たとされたインターネット広告は，どこまで成長す
るのか。広告主の視点による予測が図9である。

図 6　テレビ広告費を減らした理由（複数回答）

図 7　テレビ広告単価の推移

図 8　ネット広告費の増減（前年度比）

図 9　ネット広告費の順位予想

NHK 放送文化研究所　広告主アンケート
（n=19：テレビ広告を減らしたと回答した企業）

日銀「企業向けサービス価格指数」から作成
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放送の完全デジタル化が予定される2011年
7月時点では，9割以上の34 社が現状と変わ
らずテレビに次ぐ2位を予測している。そして
2015年では，現状のままが大半を占めたもの
の，テレビに並ぶあるいはテレビを追い抜くと
予測する社が出始めるなど，全体としてネット
広告の勢いが持続することを広告主が予測して
いることがうかがえる。

一方で，後述するテレビのネット接続時代を見
据えて，ネット広告はもはや他媒体の広告ではな
く，テレビ広告の一態様と見るべき時期に来てい
るとも言える。つまり，ネット広告の動向がそのま
まテレビ広告の動向に影響を与えうるということで
ある。引き続き広告主アンケートの結果から，ネッ
ト広告の動向について詳しく見ていくことにする。

（3）消費者主導のソーシャルメディア
成長を続けるネット広告の中では，口コミや

SNSをはじめとしたソーシャルメディアを活用し
た広告が存在感を高めている。利用者が国内
で990万人，全世界で1億人に達したとされる
ツイッター 5）をはじめとしたソーシャルメディア
は，利用者数のみならず1人当たり月間滞在時
間も伸び続けており（表2），広告媒体として注
目を集めている。

国内の広告主企業が広告媒体としてソーシャ
ルメディアをどの程度重視しているか，回答社
数をパーセンテージ表示に変えて昨年同時期に
聞いた結果と比較したものが図10である。

昨年同時期の回答と比較した結果，大いに
重視するとまあまあ重視する「重視派」が増え，

「あまり重視しない」が減少している。
また，広告主企業に広告媒体としてのソー

シャルメディアを重視する理由を自由記述で聞
いた結果が下記のとおりである。ソーシャルメ
ディアは滞在時間のみならず，その影響力の強
さから広告主企業の注目を集めていることがう
かがえる。

「伝播力・影響力を重視」
・ 既存媒体と比べても伝播力が無視できなくなって

いる（電気機器） 

・ 生活者の関心の高いコンテンツは爆発的に拡大し

ていくため（食品） 

・ 商品の評価に対する影響力がある（医薬品） 

「客観的情報の力を重視」
・ 購買動機に直接つながる客観的情報が含まれるた

め（小売） 

・ 企業の発信情報よりユーザーの生の声が影響を持

つようになってきている（住宅） 

・ メーカー側からの押しつけではない情報発信力，

説得力が期待できるから（食品） 

・ 顧客が最も良いインフルエンサー（影響力を有する

人や物）になる（化学品） 

インターネット上を中心に情報量が増す中で，
企業からの押しつけの情報ではなく，消費者

表 2　全世界のソーシャルメディア利用状況

職場と家庭の合計・米国ニールセン調べ

NHK放送文化研究所　広告主アンケート（n=09年45社，10年36社）

図10　口コミやＳＮＳを重視するか
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が主導する客観的情報による影響力・説得力を
重視する声が多く見られた。

また，中には，「実際に口コミから生まれた
ヒット商品の存在」を指摘する声や，「自分自身
も口コミやSNSが購買行動のきっかけになるか
ら」といった，実際の成果や自らの体験を理由
として挙げる回答も目立った。

さらに，「マスメディアと，ツイッターなどの
個人メディアを上手にミックスすることで相乗
効果が期待できるため （電気機器）」といっ
た，マス媒体との相乗効果に期待する声も見ら
れ，口コミやSNSを活用したネット広告は放送
事業者にとっても無視できない存在になろうと
している。

（4）ネットテレビ向け広告の可能性
今年発売予定のグーグルのスマートＴＶ6）や，

欧州におけるHbb-TVコンソーシアムの動向 7）に
代表されるように，有線または無線によるイン
ターネットに接続されたテレビ（以下，ネットテレ
ビ）に注目が集まっている。今回はこうしたネッ
トテレビの広告媒体としての可能性という見地か
ら，広告主企業に対し，今後の出稿意欲につ
いて尋ねた。その際，ネット接続されることで
テレビ広告の表示機能に付加価値がもたらされ
ることが予想されることから，単価の上下変動
に伴う出稿意向について尋ねる形をとった（図
11）。今後テレビのネット接続率が5割まで伸び
た場合を想定して回答してもらった結果，「広告
単価が今より上がっても」出稿を増やしたいと
答えた企業は1社もなかったが，単価が「現状
のまま」，あるいは「もう少し下がった場合」出
稿を増やしたいと回答した企業が，全体の約8
割にあたる28 社に上り，全体として出稿に意欲
を示す企業が多い結果となった。回答の理由

を尋ねた自由記述を見ると，ネット接続される
ことによるテレビ広告の可能性に期待する意見
と，懐疑的な見方からの意見との両方の視点
からの回答が得られた。

＜ネットテレビ向け広告に期待する回答＞
・ ネットへの接続でテレビ→ web への誘引がスムーズ

になれば TVの魅力は相当高まる （自動車） 

・ 提供番組の放映時間中に自社サイトへのアクセス

が増加することがこれまでの知見で分かっている

（繊維）

・ 商品情報等を詳細に伝えることが出来る付加価値

が生まれ，実質のコストダウンとなる（電気機器） 

・ 通販にも力を入れたいと考えているので（価格が同

程度でも出稿増やす）（医薬品）

・ 費用対効果が高まることが予想されるため，価格

維持なら出稿を増やしたい（小売業） 

＜ネットテレビ向け広告に懐疑的な回答＞
・ TVCM の広告メディアとしての商品性が今後変化

する可能性があり，現在の設定料金が見直される

可能性がある（そのため価格低下ならネットテレビ

への出稿増）（住宅）

・ PC，モバイルと様々な媒体に人々が分散している

ので，テレビがネットワーク化されたからと言ってテ

レビへの出稿を増やすとは限らない（出版）

・ テレビの視聴が減少傾向にあるため，ネットが増

図11　ネットテレビへの出稿意向

NHK 放送文化研究所　広告主アンケート（n=35）
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えてもトータルで接触が下がると想定しているため

（通信）

ネットテレビ向け広告について期待する意見
としては，商品名やブランド名を知らせる「認知
メディア」と言われるテレビ広告と，「豊富な情
報量」が強みであるネット広告の，双方の強み
が組み合わせられることで広告媒体としての魅
力が高まるとの記述が多かった。一方の懐疑
的な見方の中には，タブレットPCなどメディア
がますます多様化する中でテレビの視聴が減少
傾向にあることから，広告媒体としての価値を
見直す必要がある，といった回答が目立った。

テレビの視聴が減少傾向にあるかどうかは議
論が分かれるところだが 8），メディアの多様化
による広告媒体価値見直しの必要性を指摘する
声が，単価の下落圧力にもつながっているとも
考えられる。こうした広告媒体価値に対する疑
念を，テレビのネット接続をきっかけに払拭す
ることができるのか，またはマイナス要因を上
回る新たな表示法や広告価値を提供できるか
が，今後の放送収入の増減を左右する重要な
鍵と言えるのではないだろうか。

  4. まとめ 
～多様な変化が意味するもの～

現在のテレビ広告を取り巻く現状を，民放各
社の決算内容や業界アンケートとヒアリングを
通して様 な々角度から見てきた。その結果，広
告収入の継続的な減少の中に，テレビ広告の
あり方そのものを変えるような，多様な変化が
起きていることが見えてきた。

第一の変化は，長らく民放の経営基盤を支
えてきたタイム広告とスポット広告という２大放
送収入の体系が崩れ，スポット広告化が進んで

いるということである。広告主側は景気の動向
に応じて機動的に出稿量を調整できる一方で，
民放各社にとっては不安定要因となりうる。ま
た営業効率も悪化するため，タイムとスポット
を組み合わせた新たな営業手法の導入や，一
定期間の録画再生視聴やネット経由の視聴を
計測する効果測定法の導入などを通じて番組
提供の価値向上を図ることなどが求められる。

第二の変化は，ネット広告の成長が持続する
中で，口コミやSNSを活用した新しい広告手法
に注目が集まっていることである。これまでネッ
ト広告は，バナー広告や検索連動型広告といっ
た検索サイトやポータルサイトが主導する広告
が主流だったが，ツイッターなどのソーシャルメ
ディアなど，消費者が作り出すメディアが存在
感を増しつつある変化が読み取れる。広告主
企業の自由記述にもあったように，テレビ広告
とソーシャルメディア広告を組み合わせた新し
い手法を提案するなど，ソーシャルメディアとの
親和性が高い放送コンテンツを持つ民放各社
には大きなチャンスとなりうる。

第三の変化は，テレビ自体のネット接続が進
むことで，テレビ広告のあり方が根本から変わ
りうるということである。圧倒的な認知力を持
つテレビ広告に，ネット広告の持つ豊富な情報
量が加味されることによる媒体価値向上には，
期待感を示す広告主が存在する。ヒアリングに
よれば，一部の企業と個別の放送局の間では，
データ放送のdボタンを活用して商品情報への
誘導を可能にする仕組みづくりの話し合いが始
まっている。しかし，他社のＣＭ放送時に画面
を小さくすることに対する抵抗感などがあるこ
とから，1社提供の番組に限られた運用になる
ようである。今後，ＣＭからホームページへ遷
移した回数ごとの課金モデルなども含め，広告
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主団体と民放連など業界全体での制度設計が
求められるであろう。

こうしたテレビ広告を取り巻く多様な変化の
中には，ある共通項を見出すことができる。そ
れは「主導権の移行」であり，同時にそれは顧
客が影響力を持ち始めることを意味している。

すなわち，第一の「テレビ広告のスポット化」
は広告枠の売買における主導権の民放から広告
主への移行を意味しており，プロダクトプレイスメ
ント9）の増加など，番組作りに対して広告主が影
響力を持ちうる状況が生じることを示している。

第二の「広告のソーシャル化」は，広告にお
ける主導権の広告主から消費者への移行を意
味している。一方的に企業から投下されていた
これまでの広告を消費者の発言が動かすように
なり，商品開発にも影響力を持ち始めることを
示していると言える。

第三の「テレビのネットワーク化」は，番組お
よび広告の視聴スタイルにおける主導権が，放
送事業者から視聴者へ移行することを意味し
ていると言える。テレビ通販や番組そのものの
あり方を含め，広告・番組作りに視聴者の意見
がより反映されやすい状況が生じることが想定
される。

テレビ広告を取り巻く「主導権の移行」はとも
すれば「番組の広告化」に至る危険性を持つ一
方で，ソーシャルメディアによる視聴者の発言
や優良放送番組推進会議 10）のような独自の番
組評価指標等の存在が，番組の質向上に寄与
する可能性も秘めている。今回の調査では明ら
かにできなかった部分も多いが，両刃の剣とな
りうる主導権の移行が今後どう推移していくの
か，引き続き注視する必要がある。

（おがわ こうじ）

注：
1）電通「2009 年（平成 21 年）日本の広告費」

http://www.dentsu.co.jp/marketing/adex/
adex2009/index.html

2）今年 6 月 7 日の景気動向指数研究会において，
主要な指標（ヒストリカル DI，一致 CI 等）の
動向に日銀短観，GDP の動向を踏まえ全員一
致で第 14 循環の景気の谷を 2009 年 3 月とする
と暫定設定した。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di_ken.
html

3）中小企業白書 2005 年版　中小企業研究所「製
造業販売活動実態調査」をもとに，ヒット商品の
ライフサイクルの短期化を指摘し，以前にも増した
先を見据えた製品開発活動が必要だとしている。

4）広告主アンケート：調査概要は以下のとおり
○調査時期：2010 年 3 月
○調査対象：21 業種 100 社

（広告宣伝費上位 500 社から，業種ごとに抽出）
○調査法：郵送法
○回答数：36 社

5）日本国内の月間訪問者数（今年 4 月）が 988 万
人（ネットレイティングス調べ），また今年 4 月，
米 Twitter 社が全世界の利用者数が 1 億 500
万人に達し，1 日 30 万人のペースで増えてい
る と 発 表 し た。http://jp.reuters.com/article/
topNews/idJPJAPAN-14832920100415

6）グーグルのスマート TV：グーグルはソニー，イ
ンテル等と共にテレビ画面上でネットサービス
が利用できるテレビ及びその関連技術を共同開
発すると発表。今年中に発売が予定されている。

7）Hbb-TV コ ン ソ ー シ ア ム：Hybrid Broadcast 
Broadband TV の略。欧州の企業を中心に放送
とインターネットの境のない利用を実現するた
めの組織で，今年 7 月，欧州の電機通信関連の
規格策定機関（ETSI）により標準規格が認定
されたと発表した。

8）ビデオリサーチ社のゴールデン帯（19 時～ 22 時）
総世帯視聴率（HUT）によると 99 年の 69.6％か
ら 09 年の 64.8％まで断続的に低下している。し
かし，こうした現象について，1 世帯当たりの
人数が減ったためによるものでメディアパワーの
減退ではないとの指摘もある（渡辺久哲「正しい
視聴率の読み方」/TBS テレビ発行「調査情報」
2010 年 1-2 月号 25P）。

9）プロダクトプレイスメント：スポンサー企業の
商品をスタジオ内に置いたり，ドラマで出演者
に使用させることで，番組内で商品の広告宣伝
に結びつける手法。

10）優良放送番組推進会議（有馬朗人委員長）：放
送番組の動向に関心ある企業がアンケート調査
に協力，その結果を世間に公表することで，優
良な番組が増えることを目指すとしている。2010
年 4 月現在 45 の企業・団体が参加している。


