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第１章 はじめに 

 

１－１：研究動機 

 就職活動の際に、何件もサイト巡りをすることが多くなり、自然とネット広告に触れる

機会も増えた。その中で、広告手法の豊富さに惹かれ、さらにインターネット広告は誕生

して約２０年の歴史にも関わらず目まぐるしい発展を遂げている点から、これまでのネッ

ト広告から今後の可能性まで色々と調べたいと考えた。 

 

１－２：研究の狙い 

 本論文では、ネット広告の仕組み、歴史、種類といった基本的なことから、ネットの特

徴を活かしたターゲティング広告について研究していく。また、事例として実際の一般企

業の広告手法と効果についても見ていき、まとめでは今後のネット広告について考察して

いく。 

 

 

第２章 ネット広告とは 

 

２－１：ネット広告とは 

 一般的に、「オンライン広告」「ウェブ広告」とも呼ばれる。 

狭義では「有料メディアを介した商品やサービスなどの宣伝」を意味し、広義で見ると「広

報や自社ウェブサイトにおけるコミュニケーションも含む。」という意味合いを持つ。 

 

２－２：ネット広告の仕組み 

 基本的な仕組みは、以下のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 図１：ネット広告の仕組み 
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・広告主：広告を出したい人。代理店とプラン等の検討を行う 

 

・広告代理店：広告枠を広告主に売る会社。広告主に戦略や手法の提案を行い、様々なこ

とを検討していく。また、自社内もしくは外部の広告制作会社にクリエイティブ制作依頼

も担当する。 

 

・メ        ・メディアレップ：広告会社に広告枠を販売する業者。複雑なメディア業界を把握し、ネ

ット広告に関するノウハウをほぼ蓄積しているため、広告代理店・広告媒体にとって欠か

せない存在となっている。 

 

・広告媒体：広告枠を持つウェブサイトやメールマガジンを運営し、広告枠を提供する事

業者。（ポータルサイト・検索サイト・コミュニティなど）。人的資源が少なく、枠があって

も営業の余裕がないため、メディアレップが欠かせない存在となっている。 

 

代理店が直接広告媒体と交渉する場合もあるが、ネット業界は流動的なため、正確かつ

最新の情報を集め難い。そのため、専門的ノウハウを持つメディアレップを頼ることが多

い。 

  

 

 

２－２－１：ネット広告の配信方法 

 

 

図２：ネット広告配信  NETMarketing ONLINE より 

http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20090320/189607/?ST=print_nmg 



5 

 

そもそもウェブサイトは、サイトの提供者が、訪問者のコンピュータに一時的にデータ

を書き込んで保存させる Cookie という仕組みある。Cookie には、ユーザーがあるサイト

に訪れた日時や訪問回数といった情報、つまり行動履歴を保存しておくことができるのだ。

これはインターネットにおける大きな特徴であり、後程詳しく説明していく。 

この知識踏まえた上で、図２を見ていく。ウェブページには内容を表す「コンテンツサ

ーバー」の他に広告を表す「アドサーバー」があり、この２つのサーバーにより構成され

ている。手順としては記載されている通りだが、 

① ユーザーがウェブページへアクセス 

② するとブラウザがアドサーバーに広告を要求する（Cookie 情報を送信） 

③ アドサーバーが広告を配信（Cookie 情報に基づき広告を選別し配信） 

④ コンテンツサーバーがサイト内容を送信 

という形で配信されている。（ ）内は行動ターゲティング広告と言われるものなので、

後ほど詳しく記述していく。 

 

 

２－３：ネット広告の歴史 

ネット広告の始まりは、１９９４年１０月に米国企業が創刊したウェブマガジン「ホッ

トワイアード」に掲載された１４社分のバナー広告が世界初のインターネット広告といわ

れている。 

１９９５年にはインターネットが軍事目的以外に民間に普及された。さらには媒体が

次々と立ち上がり、Yahoo！等が活動を開始。そんな中、日本では総合広告代理店の「電通」

がネット広告部門を設立し、翌年にはインターネット専門の広告代理店「サイバーコミュ

ニケーションズ」をソフトバンクと共同で設立。１９９６年、インターネットに対する関

心が高まるのを背景に、インターネット広告を専門としたメディアレップが誕生した。ま

た、同年に Yahoo！JAPAN が日本初のバナー広告を提供している。１９９９年には国内の

媒体社、メディアレップ、広告代理店が集まり「インターネット広告推進協議会（ＪＩＡ

Ａ）」を設立し、ネット広告業界の標準団体としてガイドライン策定等を行っている。 
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図３：通信動向調査 総務省「統計情報」より 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05a.html 

 

２０００年代に入ると、図３を見て分かる通り、インターネットが爆発的に普及する。

その背景には、２０００年頃からのブロードバンド化（大容量通信ができるインターネッ

ト接続サービスのこと。ＡＤＳＬなどがそれにあたる）という劇的な変化があったのだ。

以前は料金や接続時間がネックとなり、長時間の接続は控えるといった傾向が強かったた

め、せっかくネット広告を出しても、人々の目に留まらないという結果に悩まされること

もあった。しかし、ブロードバンド化によりネット環境が劇的に変化し、低価格でのネッ

ト接続が可能になり、結果的に人々のネット接続時間、新規利用者も増えた。その後、一

時期バブル崩壊でネット業界は低迷するも、２００３年頃には回復し、以降はリスティン

グ広告（検索連動型）やインターネットＣＭなど広告手法もより豊富になってきた。近年

では「続きはウェブで」というフレーズが流行ったように、ネット×他のメディアとの連

携やスマートフォンの台頭から、スマートフォン向けの広告も急増しており、今後も更な

る発展がると考えられる。 
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２－４：ネット広告の現状 

 

 

図４：主要メディア間シェア 電通「日本の広告費」より 

 

図４は各メディアの市場規模の推移を表している。見ていくと、「インターネット広告」

は、２００５年ではまだ規模も小さいが、既に「ラジオ」の 4.3％を上回いるのが確認でき

る。以降順調に成長していき、現在では「ラジオ」「雑誌」「新聞」等を追い抜き、「テレビ

に」次ぐ市場規模を誇っていることがわかる。こうした背景には、上記で述べたブロード

バンド化や広告手法の豊富さがあるのはもちろんだが、「消費者のメディア化」が最も大き

な影響を与えている。 

今日、ソーシャルメディア（ブログや Facebook など、人と人とのつながりによって出来

上がったメディア）のサービスが普及したことで、気軽に友人や知人とコミュニケーショ

ンが楽しめるようになった。これまで、テレビやラジオといったメディアから企業が発信

する情報を受信し行動していた消費者が、このようなサービスを利用し、逆に情報を発信

する側（メディア）となったのだ。さらに、ソーシャルメディアの機能も情報伝達力に拍

車をかけている。例えば、Facebook や mixi の「いいね！」というボタン。これは、利用

者が「共感」した場合などに押されるものだが、数多くの「いいね！」があると、知人友

人に関わらず自然とその内容が気になってページにアクセスしてしまうだろう。そのため

「いいね！」のシステムがより人を集め、情報も広がりやすいのだ。 

また、企業の表層的な広告よりも、使用感や悪い部分といったリアルな感想が簡単に得

られようにもなったため、「企業広告＜消費者の口コミ」といった図式が成り立ってきたの

も、ソーシャルメディアの発展、如いてはネット広告邁進の要因なのである。 

現在の日本のインターネット利用者は約 7350 万人だが、その内の約５８％がＳＮＳ等のサ

ービスを利用している。口コミを利用した「バイラル広告」なども発展してきており、今

後もソーシャルメディアを活用した変化があるのではないだろうか。 

  



8 

 

 

図５：媒体別広告費の推移  電通「日本の広告費」より 

  

広告費も図５の通り年々増加してはいるものの、テレビよりも圧倒的に低い。 

 

 

 

 

   

第３章 ネット広告の種類 

 インターネット広告の種類は数多く存在する。そのため本章では、まず「ウェブ広告」「メ

ール広告」「モバイル広告」「リスティング広告」という４つの括りで分類し、各々説明し

ていく。 

 

 

３－１：ウェブ広告  

 ウェブ上に掲載する受動型広告（ユーザーが自らアクセスを行う）のこと。テキストで

表現されるものとファイルを用いるものがある。プル型広告とも言われ、どの広告もクリ

ックすることでリンク先のウェブサイトへ移動する。 

 

【定型内】 

・テキスト広告：文字情報＋リンクで表現する広告。他の広告と比べて、掲載スペースが

小さい・データ量が少ない・文字の配色、フォントの変更が可能というメリットがある。

リスティング広告やメールマガジンでは、この形式がよく用いられる。 
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・バナー広告：画像やアニメーションによって表現する方法で、サイト内の横長の枠に、

静止画や gif などの画像を貼り、クリックすると広告主のサイトにリンクするもの。普通の

ウェブサイトだけでなく、オンラインゲームや動画の途中に差し込むなど、使用用途が豊

富なためネット広告ではもっとも広く用いられている。 

 

・バッジ広告：バナー広告の一種。企業名やスポンサー名、ロゴタイプといったデザイン

で表現される小さい広告。クリックすると、その企業のホームページなどに移動する。 

 

・スカイスクレーパー広告：バナー広告の一種。スカイスクレーパーとは、摩天楼のこと。

バナー広告が横長なのに対し、こちらはその名の通り縦長の広告となっており、主に画面

の左右に表示される。 

 

・レクタングル広告：同じくバナー広告の一種で、こちらは正方形に近い形の広告となっ

ている。形が違うだけで、クリックしてからの行動は同じ仕組みとなっている。 

 

・バックグラウンド広告：ウェブサイトの「地」の部分に、広告対象のロゴマークや商品

などのマーキングを施す手法。 

 

・編集タイアップ広告：メディアを持っている企業が、広告主の要望に応えて記事の編集

執筆を行い作成される広告のこと。サイトを訪れるユーザーだけでなく、バナーやメール

広告などでもユーザーを誘導する。バナーや数行のテキスト広告と違い、しっかりとした

記事のような広告になっているため、一種のコンテンツのように感じることができる他、

商品やサービスの詳細をユーザーへ伝達できるため、内容の「認知」だけでなく「理解」「共

感」を深めることができる。 

 

・ゲーム内広告：アドバゲームとも言い主に２つの種類が存在する。 

 >>スポンサー型：企業がスポンサーとなって制作されたゲームに、企業名が表示される。 

 >>差し込み型：プレイ途中に、広告が差し込まれる形。あくまでゲームがメイン。 

 

【定型外】 

・エクスパンド広告：バナー広告の一種であり、もとは気にならない程度のサイズでサイ

ト内に貼ってあるが、マウスカーソルを乗せた時に大きく拡大表示されるタイプの広告。

一時的に拡大するため、よりインパクトを与えることができる。 
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・フローティング広告：ウェブページ内のコンテンツ上に被さる形で表示される広告のこ

と。ページ内を移動したり、拡大縮小したりといったアニメーション効果を持つ。ただ、

操作の妨げになる場合もあるため、消去ボタンが設置されている場合が多い。 

 

・インタースティシャル広告：ページをダウンロードしている時間を利用して表示される

広告のこと。ページＡ⇒アクセス時間（インタースティシャル広告）⇒ページＢの表示と

いったように、隙間を利用しているため「隙間広告」とも呼ばれている。あくまでダウン

ロードしている間のみ表示されるため、ユーザーがストレスを感じることも少ない。 

 

・ポップアップ広告：ウェブページを開いた際に、自動的に最前線に表示される広告のこ

と。ページＡ⇒アクセス時間⇒（ポップアップ広告）ページＢの表示と、インタースティ

シャル広告と似た仕組みになっている。ユーザーがクリックすることで、ページ移動する

ことからプル型ではあるものの、強引な表示方法から、プッシュ型とも言われている。さ

らに、自動表示されるため非常にユーザーの目に留まりやすいという特徴があるものの、

インタースティシャル広告のように隙間を狙ったものではないため、この広告に不快感を

覚えるユーザーが増えており、ポップアップ広告の遮断ツールやブラウザも存在している。 

 

・ポップアンダー広告：ポップアップと同じ仕組みだが、表示場所がウェブページの後ろ

であるため、ユーザーが閲覧を終えてから目に入るタイプ。 

 

・フルスクリーン広告：基本的にはポップアップ広告と同じシステムになっている。ただ、

ポップアップよりもその広告規模が全画面表示になっており、さらなるインパクトを与え

ることができる。しかし、こちらもポップアップと同様に人々からはあまり良いイメージ

を持たれていないのが現状である。 

 

※これらの広告は、拡大や移動といったアニメーションを伴うことから下記のリッチメデ

ィア広告にも属する。 

 

３－１－１：リッチメディア広告 

「音声や動画の活用」「高画質」といった、通常バナーでは表現できないアニメーション

性を持つ広告のこと。ウェブ上に展開する点はバナーやテキストと同じだが、アニメーシ

ョンが加わることでよりユーザーにインパクトを与えることができる。 

 

・動画広告（インターネットＣＭ）：ネット上に動画を掲載し宣伝する方法で、いわゆる

テレビＣＭのインターネット版である。ダウンロード式とストリーミング式の２種類があ

る。 
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 >>バナー埋め込み型：バナー広告のスペースに動画を載せる形。 

 >>映像コンテンツ埋め込み型：YouTube などの動画サイトに投稿されている動画の中に

ＣＭを入れる形。 

 

 

３－２：メール広告 

 電子メールに掲載される広告の総称。企業側からアクションを起こすためプッシュ型広

告とも言われ、形式としてはテキスト型の「テキストメール広告」と、画像などを載せる

ことのできる「ＨＴＭＬメール広告」の２種類がある。 

 

・メールマガジン方広告：メールマガジン（購読登録したユーザーに対し定期的に送るメ

ールのこと）内に数行程度の広告を挿入する方法。一度の掲載で、何度も読者の目に触れ

る事もあるため、認知度アップに向いている。しかし「利用者が低い」「狙っている顧客

層とは違う世代の購読率が高い」といった場合では効果を発揮しにくいため、しっかりと

した下調べが必要となる。 

 

・オプトインメール広告：特定の分野に関する情報メールの受信を承諾した人に対して贈

られるメールのこと。一方的に送りつける形ではないので、広告内容をしっかりと見ても

らえる場合が多い。 

 

・ターゲティングメール広告：オプトインメール広告の一種。ターゲティングメール広告

媒体の運営企業に登録している人に対して送られるメールのことで、登録した属性（性別、

興味など）からターゲットを絞り込めるので、オプトインメールより戦略を練りやすい。 

 

３ー３：モバイル広告 

 携帯電話などのモバイル端末に向け配信されるサービスのことで、バナー広告やメール

広告、検索連動型広告など、ＰＣ向けのネット広告と同様の形態が利用できるものが多い。 

 

・位置連動型広告：モバイル特有の広告手法。位置情報により、近くにある店の広告等表

示される 

 

３ー４：リスティング広告 

検索エンジンの結果ページに広告を表示する手法。Google のアドワーズ（AdWords）が

有名。 

 

・検索連動型広告：検索エンジンにあるキーワードを入力して検索すると、検索結果に加
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えて、そのキーワードに対応した広告が表示されるという仕組みで、どのようなキーワー

ドに対して広告を表示させるかは、広告主が自由に選ぶことができる。検索連動型を利用

するには、利用サービス配信元（上記アドワーズなど）に申し込んでから、広告を作成し、

キーワードを選ぶとサービスが開始され、以降ユーザーの検索時に広告が表示される。ユ

ーザーは、今まさに自身が気になるキーワードを入力しているので、そこに関連した広告

を出すと見てもらえる可能性が高いため、非常に効果的な広告手法である。安く広告でき

るというメリットはあるものの、表示順は広告単価制になっており、より高く広告費を出

した企業が上から順に表示されるのだ。さらに、現在は数多くの企業がこの手法を利用し

ており、上位に表示させるためには相応の費用が必要となってしまう。 

 

・コンテンツ連動型広告：広告主が選定したキーワードと、広告を掲載するメディアのコ

ンテンツと連動させ、広告を表示する手法。簡単に言えば、ユーザーが閲覧している内容

に応じた広告を配信する方法で、Google のアドセンス（AdSense）が代表的。検索連動型

では検索された後に広告が表示されるが、コンテンツ連動型では検索キーワードに関する

サイト上に広告を表示する。しかし、誰もがあらゆるウェブページに配信できるわけでは

なく、例えばウェブサイトの運営者が、コンテンツ連動型広告の配信元である Google に登

録し、アドセンスの利用許可を得る。そしてそのアドセンスコードを自身のサイトに貼り

つけると、そのサイトの内容に関連する広告が掲載されるといったように、登録している

サイトにしか表示されないのである。本広告はアフィリエイト広告と非常に似ている。 

  

>>アフィリエイト広告：広告主の広告をサイト運営者が掲載し、そのページから売上が

あると、報酬が支払われるといった仕組み。しかし、各サイトにアフィリエイトを交

渉するわけにはいかないし、アフィリエイトのシステムを構築するのも難しい。そこ

で、登場するのが、代理店とも言える「アフィリエイト・サービス・プロバイダー（ASP）」

なのである。 

  ASP の仕組みは、ASP がウェブサイトの運営者でもあるアフィリエイトパートナーと

広告主を媒体する役目を負い、パートナー集めから報酬支払までをこなしてサービス

を提供するというもの。アフィリエイトパートナーは、ASP へ広告を出稿している各

広告主のサービスなどを選択して掲載する。そのため、自身のコンテンツ内容と異な

る広告を掲載する場合もあるため、この部分がコンテンツ連動型との違いと言える。 

 

・興味関心連動型広告：インタレストマッチとも言われ、ユーザーの興味に沿った広告を

表示する手法。 
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第４章：インターネットの特性と行動ターゲティング広告 

 インターネットのシステムにより、ターゲティング広告という非常に効果が期待できる

手法が誕生した。これは従来のメディアでの実現は難しく、まさにネット広告の主力であ

り、さらに他の広告手法と組み合わせることで、より強力なものとなる。 

この章では、ターゲティング広告の仕組み同広告ならではの活用術や問題点について記述

していく。 

 

４－１：行動ターゲティング広告の仕組みと手法 

 

・HTTPクッキー（クッキー） 

そもそも、ウェブサイトにアクセスすると、クッキー（サイトを訪れた日時、訪問回数

などの情報）がユーザーのパソコンに保存される。これはインターネット最大の特徴であ

り、再度ユーザーがサイトを訪れると、送ったクッキー情報に基づいてクライアントを識

別できる仕組みとなっている。 

 

・サードパーティークッキー 

ユーザーの PC にクッキーを送って識別するという点は HTTP クッキーと同じだが、サー

ドパーティークッキーでは、ウェブサイトに広告を配信している事業者の広告サーバーか

らユーザーの PCにクッキーを送信する仕組みである。これによりアドネットワークを形成

し、セグメント化していく。また、ユーザーのアクセス履歴を追跡するという意味からト

ラッキング・クッキー（Tracking Cookie）と呼ばれることもある 

 

 

 

図６：ＨＴＴＰクッキーの仕組み 
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図７：サードパーティークッキーの仕組み 

 

・モバイル ID 

携帯契約者の固有のＩＤを利用して、識別する方法。上記同様、携帯電話でサイトにア

クセスした際に、ＩＤが発信され、その情報を基にターゲティングが可能。 

 

・ＤＰＩ  

ディープ・パケット・インスペクションの略。DPI 技術を活用した行動ターゲティング

広告は、通信プロバイダ（ISP）が、ネットワークを通過するパケットを解析して利用者の

興味・嗜好を分析し、これにマッチした広告を利用者に配信するものである。一般に、DPI 

技術とはネットワークを通過するパケットのヘッダ情報やペイロード情報を解析し、通信

の特徴や振舞いを分析する技術を指している。ただ、問題点も多く日本ではあまり普及し

ていない手法でもある。 

 

図８：ＤＰＩ広告の構造 総務省「ICTサービスに係る諸問題に関する研究会」より 

 



15 

 

４－２：行動ターゲティング広告の問題点 

・個人情報保護に関する問題 

    個人情報とは、個人を特定できるもののことをいい、行動ターゲティング広告の際に

cookie等で得られた情報は、基本的に個人情報保護法には触れない。 

インターネット広告推進協議会（ＪＩＡＡ）でも、行動ターゲティングに関するガイド

ラインを策定しており、行動に関する情報を【ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイ

ト上での購買履歴等、それを蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析に供するこ

とができる情報で、特定の個人を識別するに至らないもの。】と定めている。つまり、これ

以上の過度な情報取得行為は、適用対象となるのだ。例えば、普通のサイトの閲覧履歴を

参考にする際は個人情報に当たらないが、氏名等の契約者情報を含むウェブページの行動

履歴を参考にする場合などは、個人情報保護が適用される。このように、ターゲティング

は常に個人情報と隣り合わせの関係であり、実際に行動パターンを盗み見られているよう

な気がして、不快感を抱く人も少なくない。 

では、サイト側はどう気を付ければよいのか。当ガイドラインでは、その点についても

言及している。 

 

①自社サイトの工夫：「行動履歴をターゲティングに活用している旨の記載」「履歴情報を

収集することの可否を選択できる欄を設ける」といったことを自社サイト反映させること

によって、利用者の認識度を高める。 

② 安全管理：セキュリティ対策、利用目的以上の行為には一切使用しない等、しっかりと

した管理が必須。 

 

上記にしっかりと対応することが、個人情報保護対策にもなるのだ。ただ、ＤＰＩ広告

に関しては少し話が変わってくる。 

ＤＰＩの広告主はインターネット接続業者（ＩＳＰ）であり、そのＩＳＰがパケットを

分析し情報を得ている。これだけならば、クッキーと同じで個人情報には該当しない。し

かし、ＩＳＰ自体が契約者の住所などの個人情報を所有しており、パケットから得た情報

と照らし合わせることで、容易に特定が可能になってしまうので、ＤＰＩに関してはより

綿密な対応が必要である。 

 

・通信の保護に関する問題 

ＩＳＰはネットワークを通過する情報を解析する仕組みのため、通信の秘密との関係が

重要になってくる。そもそも通信の秘密とは、個人間の通信（電子メール、信書、電話な

ど）の内容及びこれに関連した一切の事項に関して、その秘匿性を守ることであり、 

 

①【窃用】：ある情報を、その発信者・受信者の意思に反して自己又は他人の利益のために
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用いること 

②【知得】：通信を送信している契約者を特定するため、個別の通信に関する通信パケット

及び接続ログの解析を行うこと（積極的な秘密を知ろうとする行為） 

③【漏えい】：情報を、他人が知り得る状態に置く行為 

 

この３つが通信の秘密の侵害に該当する行為となる。ＤＰＩ広告に当てはめると、パケ

ット解析が「知得」、効果的な広告配信のため情報を利用していることが「窃用」となって

しまう。したがって、ＤＰＩ技術は完全に正当な業務とは言い難く、利用者の許可なくこ

の方法を用いてはいけないため、利用者の同意が必須条件となってくるのだ。（例えば、新

規利用者の契約の際には、用紙等にＤＰＩ技術を利用した情報取得に関する欄を設け、そ

こで意思確認を行う等） 

 

４－３：行動ターゲティング広告の今後の展望 

まず、現在の行動ターゲティングには次の２つの活用方法がある。 

   

①【自社サイトでの活用】 

   自社サイトを訪問したことのあるユーザーの行動履歴を参照し、適したサービスを 

提供するもの。例えば、ネット通販大手の Amazonでは、「この商品を買っている人は 

この商品も買っています」という見出しとともに、おすすめ商品がピックアップされ 

ている。これは Amazon 内での購買履歴、閲覧情報などを参考にして、ユーザーに 

合う商品を勧めているのだ。 

 

②【サイト外での活用】 

複数のサイトをネットワーク化して、ネットワーク内での行動履歴情報をもとに、広告

を配信する。これをアドネットワークと呼び、アドネットワークにより規模を大きくする

ことで、セグメント化するのに相当な規模の来訪者数を確保する。しかし、広告は時代と

ともに変化していくもので、現在行動ターゲティング広告も随分と普及している。この２

つの活用術を軸に、ただターゲットを選び広告を配信しても効果はあまり期待できないだ

ろう。そのため、今後は以下のような様々な展開が必須となってくる。 

 

①【モバイル等の端末に対応させる】：モバイルの閲覧履歴、ＧＰＳを利用した位置情報を

ＰＣの情報と統合することで、より的確な広告配信が可能となる。 

②【情報収集範囲の拡大】：アドネットワークを拡大する。 

③【キャンペーン広告】：割引キャンペーンを行う。例えば、「この広告から直接購買画面

に進んだ方のみ１０％オフ」というような見出しの広告を作り、ターゲティングしたユー

ザーに見せることでの購買率アップを狙う。 



17 

 

④【他システムとの連携】：自社システムを他とも連携させる。 

 

このように、ターゲティング＋何かの付加価値をつけなければ、この先ユーザーの心を

掴んでいくのは難しいと思われる。 

④に関しては、既にいくつかの取り組みが行われており、我々の身近な分野では Yahoo! 

JAPAN（以下ヤフー）とカルチュア・コンビニエンス・クラブ（以下ＣＣＣ）の業務提携

が話題を呼んでいる。ＣＣＣとは TSUTAYA や T ポイント事業を手掛ける企業であり、こ

の提携により、ポイントシステムはＣＣＣの T ポイントに統一される（Yahoo!ポイントも

T-ポイント扱いになる）代わりに、ネット上の ID はヤフーID に統一されることとなった。

ヤフーの ID 数は約 2641万件、一方 TSUTAYA 会員を含むＣＣＣの T ポイントの会員数は

約 4000 万人で単純に足し合わせると約 6600 万となり、日本最大級のネットワークが誕生

することとなり、より多くの ID 情報をターゲティングに利用することが可能となるのだ。 

ただ、そこから年齢、性別、趣味、とかなりの人物像の特定が可能であるため、個人情報

等の観点からこの動きを危険視する他、莫大な ID の管理体制を疑問視する声もある。この

ような問題点にもきっちり対応した展開方法でなければ、提携しても利用者からの理解は

得られないだろう。 

 

 

第５章 事例研究 

 本章では、現状や特性、種類を踏まえた上で、実際の企業の事例を紹介していく。また、

どの場面ではどの広告が効果的なのかといった考察も進めていく。 

 

【ウェブ広告編】 

・ユニリーバ：食品、ホームケアなど暮らしに根ざした製品を届ける。 

 ユニリーバは、一方通行の広告ではなく消費者と繋がる広告をテーマに掲げている。 

そういった姿勢の中で特に力を入れているのがディスプレイ広告で、インパクトのある斬

新な広告展開を目指す。   

   

※例えば、男性化粧品ブランド「アックス」のキャンペーン 

   商品のイメージキャラクターに若者層の間で好感度の高い女性タレントを起用し、

Yahoo! JAPAN トップページのブランドパネルから女性キャラクターが飛びだして

くるクリエイティブや、消費者の興味関心に応じて 5 種類の異なるランディング 

ページへ誘導する仕掛けを展開。 
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このインパクト性が、ターゲットである２０代男性に大ヒット。その感想などをＳＮＳ

に書き込んだことでさらに情報が広まり、クリック率はこれまでの Yahoo! JAPAN を利用

した広告手法の中で、Ｎｏ．１にまでなった。 

 

  

・タミヤ：自動車模型。ミニ四駆が有名。 

 ミニ四駆で有名なタミヤは、動画広告に力を入れている。現在タミヤは、過去にミニ四

駆で遊んだ世代をもう一度取り込もうとしており、そのための手段として目を付けたのが、

YouTube などの動画投稿サイトだ。同サイトでは、動画終了後に関連動画として視聴した

ものと類似する動画が表示される。それを利用しようと、タミヤは自社が撮影してきた商

品のプロモーション動画を投稿し、関連動画欄には消費者が実際に操作している動画を並

べることで、静止したラジコンカーのカッコよさから実際に動かした躍動感を感じてもら

うのが狙いだ。また、レースイベントの生中継なども流すこともあり、ラジコンカーの魅

力を余すことなく伝えようとしている。その結果、動画がファンやそうでない人の間でも

話題になり、アクセス数は 10 倍にまで跳ねあがった。 

 

図９：タミヤ動画広告 

 

・日清食品：カップラーメンなどが有名。 

 さまざまな広告を手掛けている日清食品は、近年タイアップ広告に力を入れており、 

無料動画配信サイト Gyao!!にて、ミュージシャンとコラボレーションして「世界にひとつ

だけのミュージッククリップ」というタイアップ特集を展開。ただカップ麺を主役に宣伝

しても普通すぎ、且つメッセージも響きにくい面もあったが、タイアップ広告をミュージ

シャン目当てにアクセスしてきたファンに見せることでメッセージも響きやすくなり、ア

クセス数は増加の一途をたどっている。 

また、同社は「ファーストエントリー」を大事にしており、２０１０年末には、Yahoo! 

JAPAN が導入した「ログインジャック」という広告も真っ先に利用した。 
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 図１０：Gyao!!でのタイアップ広告        図１１：ログインジャック広告          

  

 

【ＳＮＳ編】 

・ラッシュジャパン：入浴剤や化粧品などの製造・販売を手掛ける企業。 

 ラッシュジャパンは２章で述べたソーシャルメディアの仕組みを上手く活用した情報発

信に取り組んでいる。同社の製品は全て手作りで、化粧品の原料となる野菜も、一つ一つ

良いものを手に入れるため、規模の大小関係なく様々な農家と交渉している。そういった

こだわりをアピールする一方で、工場内や店長会の様子を動画・写真にして配信、社員に

対して「ＳＮＳトレーニング」といったことも行っており、企業の不祥事が後を絶たない

中、消費者重視の内容をソーシャルメディアでも協調することで、消費者の「共感」を呼

び、それが購買行動に繋がっているのだ。Facebook に至っては、２０１１年に自社ページ

を開設し当初は２千人だったファンも、現在は３万人にまで増えている。 

 

 

【オウンドメディア編】 

・コカ・コーラ：清涼飲料の製造販売    

  コカ・コーラは会員制サイト「コカ･コーラ パーク」を２００７年に開設し、会員にな

ることで様々なイベントやゲームに参加でき、懸賞への応募もできる。会員同士で交流を

行うなど、ニュースや生活関連などの幅広い情報を取得することもでき、ミクシィ、フェ

イスブック、ツイッター、といったＳＮＳへの投稿や閲覧を一括で行うことができるよう、

サイト自体のソーシャル化に取り組み始めた。また、外部からの広告も受け入れており、
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まさにコカ・コーラパーク事態がメディアと化している（オウンドメディア）。 

この様々な取り組みにより、会員数は 1000 万人以上、月間ページビューも５億～６億にま

で達した。 

 

図１２：コカ・コーラパーク 懸賞イベント 

 

 

 

５－１：事例考察 

ここまで最近の企業の広告手法を見てきたが、ここでは【商品・サービス型】【企業型】 

の２つに分けて考えていく。 

まず、【商品・サービス型】とは「商品を宣伝したい」「商品を通してその分野に興味を持

ってもらいたい」時の宣伝方法であり、この場合、とにかく商品やサービスに関する事柄

をユーザーに伝えることが大切でインパクトが大きなカギとなってくるため、単なるバナ

ー広告などではなく、アクション性のある広告が最適だと考えられる。事例でいうと、タ

ミヤのように動画を利用したリッチメディア広告、ユニリーバのように飛び出す仕組みの

エクスパンド系広告は特にインパクトが強く商品のイメージをダイレクトに伝えられるた

め、非常に効果的であると思われる。他に、メール広告で宣伝する方法もあるが、限られ

た画面内で利用者も見やすいようにメール作成をするのは難しく、インパクト性も乏しい。 

そして【企業型】は、「商品よりも企業自体に興味を持ってもらいたい」「ブランドのフ

ァンが欲しい」といった時の宣伝方法であり、この場合、ＳＮＳを利用した手法が最適だ

と思われる。事例を用いると、ラッシュジャパンのように顧客を意識した手作りを訴えか

けることが企業への安心感にもつながるのだ。ＳＮＳで言うと、東急ハンズもツイッター

で「コレカモ」という商品検索サービスを実施しており、商品名を入力するとコレカモく

んというキャラ型自動システムが在庫等を返信するという仕組みになっている。商品以外

の単語を入力しても必ず何らかの返信をしてくれることから会話自体を楽しむ顧客も増え
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ており、親近感のある企業だという印象につながっている。 

また、コカ・コーラのように自社ＨＰを一種のメディアにする方法も「次はどんなイベ

ントがあるのだろう」といったような期待感を煽るため、長期的ファンを呼び込むには効

果的であると考えられる。 

 

 

第６章 ネット広告のまとめ 

さて、ネット広告は誕生してから着実にシェアを伸ばしており、その手法も数多く今や

欠かせない広告メディアとなっている。その側面には以下のようなメリットがあると考え

られる。 

 

① コスト：多くの人が利用しているネットに、他メディアと比べ比較的安価で広告を出せ

るというのは、利点といえる。 

② ターゲットの把握（ターゲティング）：他の媒体が不特定多数の人に向けての広告な

のに対して、ネット広告ではクッキーを利用し、興味のある人に向けて効果的に配信す

ることができる。また、メルマガ等で対象の情報を保存することも可能。 

③ 効果がわかりやすい：他広告では広告をだし、実際に商品が売れたことで初めてその

効果がわかる。しかし、ネット広告だとクリック・アクセス回数等の測定により、「ど

のような広告であればクリック率が高いのか」「どれくらいの人がアクセスしてくれて

いるのか」、といったことがわかる。その結果を活かし、次に繋げる広告作りが可能な

のだ。 

④ 範囲の広さ：日本国内に限らず全世界に向けて情報を発信することが可能。 

 

中でも、ターゲティングというメリットは注目度が高く、これによって新たな手法も続々

と誕生している反面、もちろん課題もある。 

 

① ネット利用者にしか配信できない：現在の日本のインターネット利用者は約 7350 万

人だが、やはり利用してない人もいる。そのため、利用率の低い高齢の方に対しては効

果が薄い 

② 不快感：メール広告など、あまりに広告をプッシュすると購入どころか不快感を与え 

てしまいかねない。 

③ 新規の難しさ：ネット広告のシェアは確実に伸びてきており、それに伴い広告利 

用者も増えている。そのため、安いからといきなりネット広告を始めても目立ちにく

く、効果も非常に薄い。 

④ 個人情報保護との関係：ターゲティングの際に得た情報は基本的に個人情報保護法に

は触れないが、少しでも加減を間違えると大きな法律問題にまで発展してしまう。 
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⑤ 通信の秘密との関係：個人情報保護法と同様、ターゲティングの際の過剰な分析は、

通信の秘密が適応されることもある。 

 

順調にシェアを伸ばしてきたネット広告だが、このように課題はたくさんある。中には

法に関することもあり、新たな手法を展開することも大切だが、様々な課題の存在をしっ

かり理解したうえで広告を展開していかなければならないのだ。 
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