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【第一章】背景・研究の狙い 
１．１背景 
   現在はインターネットの普及により、広告の形態も変化してきている。そういっ
た中でインターネット広告はその割合を増やしてきており、これからより広がって

いくことが期待されている。インターネット広告はまだまだ成長の途中であり、そ

の可能性は非常に高いものである。 
  広告業界全体が伸び悩む中、最近、急成長振りが注目されているのが「インター

ネット広告」、つまりインターネット上で展開する各種の広告である。インターネッ

ト広告により大幅な売上増を実現した事例が次々に登場し、特に、さほど広告費が

潤沢でない小さな会社に成功事例が多いため、注目度が高くなっている。 
  その結果、いわゆる主要四媒体（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌）がここ数年、広

告売上を減少させているのに対して、唯一、ネット広告だけが倍々ゲーム以上の伸

びを見せている。 
  すでに 2004年には広告費が約 1814億円となり、ラジオ広告費の売上をはじめて
上回った。そういった面からしても、インターネットはもはや主要四媒体と並ぶ、

プロモーションメディアの地位であると言っても過言ではなく、これからも重要性

を増していくことは間違いない。 
 
１．２研究の狙い 
   インターネット広告がなぜ急速に成長をしてきたのか、また、インターネット広
告はどのような種類のものがあり、どんな利点や問題点があるのかを調べる。その

上で、これまでの広告媒体との違いを探り、インターネット広告のこれからの発展

について考える。 
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【第二章】インターネット広告とは 
 この章では、インターネット広告の市場規模や種類といった内容。そして、インターネ

ット広告のメリット・デメリットなどの基本的な内容を説明する。 
 
２．１インターネット広告とは何か？ 
インターネットにおける広告は，インターネット広告またはオンライン広告と呼ぶのが

一般的である。インターネット広告という言葉は，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する。広義では広報や自社サイトにおけるコミュニケーション

も含まれる。 
    
２．２インターネット広告の現状・市場規模について 
 
・ インターネット広告の市場規模について 
 

    
図１：媒体別広告費市場規模（電通総研ホームページより） 

 
2005 年(平成 17年 1-12 月)の日本の総広告費は 5兆 9625 億円、マスコミ四媒体広告費

はそのうちの 61.2%であり、やはり大きな割合を占めている。 
 インターネット広告の市場規模は 4.7％と、まだまだ規模としてはそれほど大きくは感じ
られないが、すでにマスコミ四媒体の一角である「ラジオ」の 3.0％を上回っており、イン
ターネット広告は市場規模を伸ばしてきているのが分かる。 
 インターネット広告の市場規模は、1999 年の時点では、日本の総広告費のわずか 0.4％
で 241億円であった。それが、2005年時点では日本の総広告費の 4.7%となり 2808億円と
なった。つまり、インターネット広告にかける費用は 1999年から 2005年の 6年間でおよ
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そ 12倍近くもの成長を遂げたのである。 
 電通総研の試算によると、2009 年のインターネット広告費は 5660 億円にも達するとい
う結果も出ている。 

 
・ 他の主要メディアとの広告費の成長率比較 
 

       
図 2：媒体別広告費の伸び率（電通総研ホームページより） 

 
2005年の成長率を媒体別に見ると、テレビ・ラジオ・雑誌・新聞といったマスコミ四媒
体はどれも前年度に比べマイナス成長である。マスコミ四媒体全体の広告費としては、3兆
6,511億円で前年比 99.3％と二年ぶりに減少した。 
一方、インターネット広告の規模は前年度に比べ、5割増の成長を遂げており、インター

ネット広告の成長率が高いことがわかる。 
 

マスコミ四媒体以外の SP広告費、衛星メディア関連広告費と比べても、インターネット
広告費の伸びは驚異的であるということが容易にわかる。 
 
２．３メリットについて 
・ 商圏面 

ＷＥＢサイトというものは、インターネット環境が整ってさえいれば、全

世界からアクセスができる。したがって、インターネット広告を掲載するこ

とで商圏というものは無限となる。インターネットを駆使することで、商圏
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が限られている状態では死に筋といわれる商品、ニッチ商品であっても収益

を上げられることもある。 
        

・ コスト面 
       テレビや新聞等の他メディアに比べ、インターネット広告にかかる費用が

安価である。 
 

・ ターゲットを絞り込みやすい 
既存のメディアは不特定多数の人々に訴えかけることしか出来ないが、ネ

ット広告の場合は、特定多数の興味のある人間に向けて広告を打つことが可

能である。 
 

・ 顧客データを取得できる 
       特にメール広告の場合であるが、メルマガ等に登録をしてもらえれば、そ

れだけで顧客のメールアドレスといった情報を取得することが出来る。 
       そうすることで、確実に興味を持っている顧客へと広告できる。 
 

・ 効果の判定・検証がしやすい 
   これまでの広告は、実際に商品が売れなければ、どれほどの効果があった

のかということを知りえなかったが、インターネット広告の場合はアクセス

分析やバナー広告効果測定などの方法で、効果を図ることが出来る。アクセ

ス分析をすれば、どれだけの消費者が広告を見てくれているかがわかるし、

バナー広告効果測定では、どのようなバナー広告を掲載すれば商品購入につ

ながるかということを知ることが出来る。 
 
２．４デメリットについて 
・ クリックがそのまま購買につながるとは限らない 
   インターネットは手軽に情報を得ることが出来るが、情報収集に利用し、

実際にインターネット上で購入に踏み切ってもらえるとは限らず、そのまま

購入にはつながらない場合も多い。 
 
・ メール広告など迷惑がられてしまう 
   直接、顧客にメールを通し広告を送ることが出来、効果的な面もあるが、

迷惑がられてしまう恐れもある。 
 
・ 競争相手が多いため、目立たない 
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   インターネット広告は、掲載される場所によっても効果が変わってきてし

まう。検索連動型等は、上位に表示されれば、効果も大きいが、競争相手の

数が多く埋もれてしまい、効果が上がらない場合もある。 
 
・ パソコンユーザーにしか訴求できない 
   日本のパソコンユーザーは年々増加しているとはいえ、2005年時点でおよ
そ 7372万人であり、まだまだ普及していく余地がある。特に、インターネッ
トの利用者層を見ると高齢者層の利用率は低く、高齢者の女性には特に訴求

しにくいということが分かる。 
 

 

 
図３：年齢別インターネット利用者数（総務省より） 

 
２．５種類について 
 インターネット広告といえば、ＷＥＢサイトやバナー広告が最初に思い出される

と思うが、インターネット広告には様々な種類が存在する。それらを大きく分類す

ると「WEB広告」、「メール広告」、「モバイル広告」の三つに分けられる。 
 

[WEB広告] 
 WEB 広告とは、インターネットサイトを使った広告である。横長の画像をペー
ジの上下等に表示をするバナー広告や、検索エンジンによって検索されたときに自

社のサイトが上位にリストされる仕掛けのリスティング広告（検索連動型広告）の

二つが代表的である。もちろん企業等のＷＥＢサイトもＷＥＢ広告である。 
 そのほかにも、アフィリエイトプログラムと呼ばれる個人のホームページを利用

した広告なども含まれる。 
 WEB広告はパソコンユーザーが自ら、その広告のリンクをクリックすることで、
広告主のサイトへと誘導することが役割となる。パソコンユーザー側から情報を得
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るという意味で「プル型広告」ともいう。 
 WEB 広告は消費者が自ら、その広告をクリックしなければ成り立たない。バナ
ー広告であれば、視覚的に訴えかけ、消費者にクリックしてもらえるようなインパ

クトが大切になると考える。 
 一方、リスティング広告（検索連動型）は、検索エンジンを利用し興味のある人

が見るため、確実に消費者に訴えかけられるが、上位に広告が掲載されないと効果

が低くなってしまうという問題点も見られる。 
 WEB 広告の中で現在最も高い成長率を示しているものが、検索連動型広告市場
である。2005 年の検索連動型広告の市場規模は 678 億円（検索連動型 598 億円、
コンテンツ連動型 80億円）と、前年比略倍増（＋93.7%）、インターネット広告全
体に占める割合も 24％となった。米国ではインターネット広告全体に占める検索
連動型広告の比率は、41％に達しており、日本における検索連動型広告は依然とし
て成長余地が大きいものと思われる。 

 
     ＜検索連動型広告の仕組み＞ 
      

 
図４：検索連動型広告の仕組み（ヤフー・ジャパンより） 

 
       検索連動型広告とは、関心のあるキーワードやページの内容などと連動し

たテキスト広告を表示する。キーワードを特定して検索しているユーザーは、

目的とするサービスへの購買意欲が高い見込み客といえ、キーワードや広告

文の設定を効果的に活用することで、より購買意欲の高い見込み客をサイト

へと誘導することが可能となる。 
       ヤフーの場合、広告料金はクリック単価で、1クリック 9円からという設定

になる。しかし、これは最低料金であり、人気のあるキーワードは価格が高

くなり競争率も高い。キーワードを的確に選ぶことが効果に影響する。 
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     ＜アフィリエイトの仕組み＞ 

  
図５：アフィリエイトの仕組み（ヤフー・ジャパンより） 
 

       サイトやブログ、メールマガジンの運営者が自分のサイトにバナーやテキ

スト広告を掲載し、サイト訪問者がそこを経由して商品を購入したり、資料

請求したりすると、その成果に応じて運営者が広告収入を得るシステムであ

る。 また、サイト運営者がアフィリエイトのプログラム提供者を通して間接
的に広告主と提携を結ぶことから、提携プログラム＝アフィリエイトプログ

ラムと呼ばれている。 
 

[メール広告] 
     「メール広告」はインターネットの eメール機能を使って、テキストや html の

広告を配信するプッシュ型のネット広告である。「メール広告」には主に米国で発

展したメーリングリストをもとに広告文のダイレクトメールを送りつける「DM型

メール広告」と、日本で発展した「メールマガジン型メール広告」がある。DM型

は当初メールを受け取ることをユーザーが許諾していない場合が多く、やたらと

欲しくもない情報が一方的に送られてくるので「スパム」と呼ばれ、ユーザーに

嫌われた。その後ユーザーに一定のジャンルの広告情報であれば受け取ることを

許諾してもらい配信する「オプトインメール」が登場し、2000 年になってブレイ

クし始めることになった。 

     「メール広告」の優位点は、一度に（1日で）多くのネットユーザーに到達する

ので即効性があるのと、クリックしてくるユーザーの獲得コストが比較的良いこ

とが挙げられる。また文字で表現された広告文を読む時点で一定の関心があるは

ずで、それをクリックするユーザーはその後のレスポンスも期待できる。逆にバ

ナーなどの画像表現に比べると、クリックまではしないユーザーに対する広告効

果（インプレッション効果）では劣る。 
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    [モバイル（携帯）広告] 
     モバイル広告とは、携帯電話を使ったメールやWEBの広告のことである。 
     若年層にユーザーが多く、「常に持ち歩いている」という点から、細かな時間や

場所を限定した広告を打てるという特徴がある。 
     モバイルの発展は目まぐるしく、各キャリアの新機種の投入により、接続速度

の高速化と大容量化が進んでいる。そういった面でも、これからもっと重要な広

告媒体となっていくことが期待される。 
     ますますリッチになるWEB検索連動型広告市場の一方で、モバイル検索連動型

広告市場の立ち上がりは鈍い。検索対象となるサイト数がWEBに比して極端に乏
しい上に、携帯キャリア各社による技術的な制限、料金プラン上の制限もあり、

ユーザーにとって PCでは当たり前の「まず検索する」という習慣が、モバイルで
は浸透していないことからも、市場拡大に向けたハードルはかなり高いものであ

ると考えられる。 
     しかし、常に持ち歩いているモバイル端末からの検索という行為は、様々なシ

チュエーションでの利用シーンとしてイメージされユーザーニーズは、PCからの
アクセスとは異なる形で存在すると考えられる。従って、環境さえ整えばモバイ

ルの特性を活かした様々な検索サービスとそのシチュエーションマーケティング

への活用（例えば、ユーザーの位置情報と携帯サイトのマッチングを行う「位置

連動型広告」等）が存在し、中期的にはモバイル検索市場の拡大余地は大きいと

考えられる。現在は、携帯電話会社もパケット定額制を導入していることもあり

これからの成長が期待される。 
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【第三章】インターネット広告急成長の理由 
 この章では、インターネット広告が急成長を遂げた理由をいくつかの角度から見ていく。

インターネット広告は他のメディアと違った特徴を持っており、どういった点が成長を遂

げる要因となっているかを見ていく。 
 

・ インターネットの普及率 
   インターネットへの固定回線接続数は 3500万で、現在約 7000万人が利用

しているという。またブロードバンド通信の契約回線数も 2005年 6月末時点
で約 2055万回線にまで達しており、中でも FFTH（光ファイバー）の契約回
線に占める比率も 16.6%にまで上昇している。 

   ヤフー・ジャパンのページビューは 2002年 10月の月間 100億ページビュ
ーから、2004年 3月には 205億ページビューにまで達しており、大手ポータ
ルサイトはもはやマスメディアとして位置づけることが出来るだろう。オフ

ィスでも移動中の車内でも、そして家の中でも、インターネットは確実に存

在感を高めつつある。 

日本国内のインターネット利用者数推移（万人）
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図６：日本国内のインターネット利用者数推移 
 

・ インターネットの検索機能 
       私たちは商品を買う際に、いろいろな情報を必要とし、同じ値段であれば、

より性能のいいものを求める。実際の店舗へ商品を買いに行った場合、その

店舗の値段と他の店舗の値段をすぐに見比べることはなかなか難しい。また、

同じ値段であっても、よりよい商品があるかというのもなかなか把握できな

い場合が多い。 
       しかし、インターネットを利用すると、商品に対する情報を自ら調べるこ

とで知ることができる。さらに、実際に商品を使っている消費者による「評

価」なども知ることができ、商品を売っている立場の意見だけでなく、消費
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者の意見も参考に出来る。また、各店のサイトやメーカーサイトを見れば、

値段と機能の違いをすぐに調べることが可能である。オークション等を使え

ば、さらに安くいい商品を見つけることも出来る。 
このようにインターネットの検索機能は、よりよい商品を安く買いたいと

いう消費者にとって、利便性が高い。このことがインターネットの普及につ

ながり、インターネット広告が注目される要因となっている。 
 
・ インターネットの匿名性と手軽さ 

       インターネットはほんの些細な情報を手にしたいときに、企業側に顔や名

前、電話番号や住所といった情報をあたえることなく、消費者が消費者のペ

ースで必要な情報を自由に得ることが出来る。少しでも気になったことを調

べられるといった点で非常に便利である。 
       また、消費者にとってはパソコンの前にいるだけで、膨大な情報に接する

ことが出来るという手軽さもある。実際に店舗に足を運ばなくても、家にい

ながら情報が得られる。 
 

・ 広告が販売に直結する「双方向性」のしくみ 
       インターネットで、お目当ての商品なり、サービスなりを探し当てたら、

その場で問い合わせや購入の申し込みが出来る仕組みがあることも、ネット

広告の急成長には欠かせない要因となる。この「高い双方向性」は、他の広

告メディアにはない、ネットの大きな特質でもある。 
       「楽天市場」が最も顕著な例である。「楽天市場」はホームページ上でほし

い商品を見つけたら、そのまま購入の申し込みが出来る。しかも、ネットで

の購入は時間帯を問わず、消費者の都合がいいときにいつでも購入が出来る

ため実際に足を運ぶ必要もなく利用者にとっては非常に便利である。 
 

・ 正確に出来るターゲットの絞込み 
       従来のメディア広告は、企業側が消費者に対し一方的に送信されるもので

あった。消費者がその情報が必要か必要でないかにまったく関係なく、不特

定多数を相手にしていた。しかし、ネット広告は特定多数に絞り込んで情報

を送信することが可能となる。 
       インターネットは従来の媒体とは比べ物にならないくらい正確にターゲテ

ィングが可能なのである。狙った相手にピンポイントで広告を発信すること

で他の媒体よりも広告効果が飛躍的に高まる可能性がある。 
       特に、消費者が検索したワードに関連した広告を打つことが出来る検索連

動型広告（リッチメディア広告）はそのワードに対して「関心のある人・関
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心の深い人」に対してピンポイントで広告を発信することが出来る点で注目

である。 
 

・ 他メディア広告との違い 
       インターネットが他メディアと最も違う点は、上記にも書いたが「不特定

多数」から「特定多数」へとターゲットを絞ることが出来る点が大きい。 
       今までのメディアは図７のようにすべての人が同じ情報を見ることしか出

来なかった。しかし、インターネットは図８のように一人一人が自分の調べ

たい内容を調べることが出来、広告を送信する側も消費者一人一人に対して、

消費者が求めている広告を個別に送信できるという点が特徴的である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            （図７：従来のメディア）     （図８：インターネット） 
 
 
【第四章】インターネット広告を最適化するためには 
 この章では、インターネット広告の出稿のポイント、さらにはそれらを支援するための

システムについて説明する。 
 
４．１ 企業側から見たネット広告出稿のポイント 
 従来の広告は、企業から消費者への一方通行のものが多かったが、インターネットを利

用することによって、広告に対する消費者の反応がわかるようになった。つまり、消費者

の行動が正確につかめるということである。例えば、消費者がバナー広告をクリックした

とき、企業側はいつ何回クリックされたかという数字をデータとして把握することができ

るといったことである。インターネット広告は企業側にとって、効果が測りやすいという

利点があるということだ。 
 広告を出稿する側は、効率的に広告効果を出したいと思うのは当然である。インターネ

ット広告はそれが可能だという点で、企業側にとっては非常に都合がいい。 
 ネット広告の最適化のためには、<PLAN>→<DO>→<SEE>→<REPLAN>を繰り返すこと
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で各広告主が自社ブランドにおけるベンチマーク（基準点）を構築することが肝心である。

この際に最も重要な指標となるのが「広告レスポンス（広告の反応）」データである。ただ、

現状の広告主は、この「広告レスポンス」のパフォーマンス（結果）の原因を「媒体ビー

クル（掲載媒体）選択」のみに負わせる傾向が強い。「広告レスポンス」のパフォーマンス

要因は、1）業種、ブランド力、広告クリエイティブなどの広告主側に起因するもの、2）

媒体選択、ビークル選択などメディア側に起因するもの、そして、3）フリークエンシー（広

告の到達度）や出稿パターンなどのプランニングに起因するものの 3 つの要素で構成され

る。しかし、これらはたいへん複雑に関係し合っており、方程式やパラメーター設定で「解」

が出せるものではない。 

 インターネット広告を、より効果的に出稿するために支援システムが存在する。 
 
４．２ SIMRA…広告効果シミュレーションシステム 
サイバー・コミュニケーションシステムズのサービス。 
SIMRAとは、「SIMulation & RAnking」の略で、インタラクティブ（双方向方式）広告
を出稿する際に広告目的や予算に応じて広告媒体を選定したり最適な組み合わせを提案す

るための広告効果シミュレーションシステムである。例えば、新しい化粧品を 20代の女性
層へ認知させたいというような条件で設定すると最適な広告メニューがランキング表示さ

れ、広告メニューを組み合わせたプランニングの際には 20代の女性層にどれくらい広告が
到達するかというシミュレーションができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図９：SIMRAの仕組み 
（株式会社サイバー・コミュニケーションシステムズＨＰより） 
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SIMRAの機能 

＜ランキング機能＞ 

 広告主がインターネット上で広告キャンペーンを行う際に、ターゲットなど出稿条件に

照らし、最適と判断される広告メニューを順に選び出していく機能。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

入力したターゲット情報 
エリア区分 
ターゲット（性別、年齢、職業）  

 
 
 
 
 

図 6：SIMRA、ランキング機能 
（株式会社サイバー・コミュニケーションシステムズＨＰより） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

順位 メニュー名 広告効果量 
１ ……… … 
２ ……… … 
… ……… … 
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＜シミュレーション機能＞ 

 広告主がインターネット上で行う広告キャンペーンにおいて、複数のメディアに出稿す

る場合、予め「訴求したい」広告効果をシミュレーションする機能。WEB視聴率データを

用いることにより、複数の広告メニュー間のユーザーの重なりを考慮した、実質的なリー

チ到達度をシミュレーション。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図１０：SIMRA、シミュレーション機能 
（株式会社サイバー・コミュニケーションシステムズＨＰより） 

 
SIMRAの特徴 
)１ 広告ターゲット毎に、リーチ・フリークエンシーなどの指標でシミュレーションが

できるので、TV 広告などマスメディア広告とのメディアミックス提案が容易にな
る。 

)２ ターゲティングの条件設定が充実しているため、精度の高いシミュレーションを行

うことができる。 

)３ 随時更新されるビデオリサーチネットコムの視聴率データおよびcciで蓄積した4

万件以上の過去データによりランキングおよびシミュレーションを行う。 

 
 

入力したターゲット情報 
エリア区分 
ターゲット（性別、年齢、職業）  

メニュー名 Type 料金 ｐｖ ターゲッ

トｐｖ 
コ ス

ト 
ターゲッ

トコスト 
……… … … … … … … 
……… … … … … … … 
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４．３ AD-Visor…メディアプランニング支援システム 
  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアムのサービス。 

メディアプランニングから、バイイング・進行管理などの煩雑な管理業務、出稿実績の

評価や分析まで、インターネット広告業務全般をサポートするメディアプランニング支援

システム。 

 AD-Visor は出稿実績データをもとに、広告スペースごとのパフォーマンスを予測して、

メディアプランニングを支援するモデルである。アクチャルデータ（実績値）をノーム値

（判断基準）とするわけだから、理屈上これ以上の予測モデルはない。広告スペースと広

告主の業種、クリエイティブタイプなど条件付けでクリック率を予測し、実施料金を入力

することでコストパフォーマンスを算出する。この指標の良いものから広告主に勧めるこ

とができる。 

 また「AD-Visor」では、各々の広告スペースで到達するオーディエンスの数や属性を「Web

視聴率調査データ」から予測する。リーチとユーザー属性から、リーチ効率やターゲティ

ング効率の良い「広告スペース」を探し出せる。通常「Web 視聴率データ」はサイトごと

やドメインごとのデータしか供給されていないが、DAC ではこれを広告スペースごとに再

編集している。ネット広告の場合、媒体であるサイトのページすべてに掲載される広告ス

ペースはないといっていい。サイト全体のデータをもって広告スペースに評価を加えるの

は無理があったが、そうした問題点を解消した。 

 

AD-Visorの機能 

＜各種マーケティングメディア情報検索機能＞ 

 業界動向や、サイト情報など常に新しい情報を検索して、インターネット広告における

マーケティング目標を設定することが出来る。 
 
＜ランキング評価分析機能＞ 
 ターゲットに対する効果的なビークル設定を行うために最も重要な機能。Web サイトの

推定接触者数ランキングや、重複を除いた推定接触者数などの分析が可能。複数 Web サイ

トの掲載面を選択し、推定接触者数が最大になるようにランキングが可能。 
 
＜プランニングサポート機能＞ 
プランの共有やリプランなど、効率よく広告メニューの設定が出来る。ランキング機能

をもとにメディアプランニング支援ツールにて効率良く広告メニュープランニングが可能。 
 
＜プラン評価機能＞ 
 DAC 実績データをベースに、策定したメディアプランのパフォーマンス（CTR・CPC）

を事前に評価する事やインターネット視聴率データを利用し、ターゲットオーディエンス
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（受け手）へのリーチ評価など、多角的な視点で効果予測を行うことが出来る。 
 
４．４ SIMRAと AD-Visorの比較 
 どちらも、広告を効率化するためのシステムであり、広告主がキャンペーンを行う際に

最適と判断される広告メニューを提案するといった点で共通する。複数の広告メニュー間

のユーザーの重複を考慮した、実質的なリーチ到達度を測定できる。 

 SIMRA は広告目的や予算に応じて広告媒体を選定したり最適な組み合わせを提案するた

めの広告効果シミュレーションシステムであり、AD-Visor は出稿実績データをもとに、広

告スペースごとのパフォーマンスを予測して、メディアプランニングを支援するモデルで

ある。SIMRA は広告出稿の際にその効果をシミュレーションするのが主な機能であるが、

AD-Visor はメディアプランニング（広告出稿計画）が目的であるため、インターネット広

告におけるマーケティング目標を設定するところから、リプランまで広告出稿計画を全般

的にサポートする。 
 
【第五章】広告の使い分け、クロスメディアマーケティングについて 
 この章では、状況に応じてどういった広告を出稿するといいのかや、メディアを組み合

わせることによる利点について説明する。また、クロスメディアの説明や、例について記

述する。 

 

５．１ メディアの使い分け、組み合わせについて 

 色々なメディアを利用した広告があるが、それらの広告を上手く選択して広告を出稿す

ることで、より効果を高めることが出来る。 

 ロングテール商品は、リアルな世界であれば流通量が少なすぎてビジネスにならないが、

インターネットビジネスにおいては商品の在庫コストや流通コストなどが低いため、今ま

で切り捨てられていたマイノリティ商品でも束ねることが出来る。そのため、このような

商品を取り扱う場合には、ネット広告は非常に有効になる。 

 また、規模が小さく広告費が少ない企業はなかなか幅広く消費者に広告を送信すること

は難しい。しかし、インターネット広告を選択すれば、安い広告費で広告を出稿できる。 

 商品によっても広告の出し方が変わるだろう。例えば、化粧品などの身近な商品は、口

コミ効果も非常に高い。インターネットによる口コミ広告の効果が期待できる。反対に保

険等の信頼が必要な商品は、長い歴史で信頼を築いてきた既存メディアが有効である。さ

らに、多くの人の目に触れることを目的とする場合は既存メディアも有効である。 

 このようにメディアを選択することは非常に重要である。さらに、それらの特徴を上手

く組み合わせれば、より効果を高めることが出来る。それが、クロスメディアマーケティ

ングだ。 

 



卒論 
インターネット広告の現状と将来性についての研究 
 
  A3P21003 渥美 友貴 

 - 19 - 

５．２ クロスメディアマーケティングについて 

「クロスメディアマーケティング」とは、メディア同士を最適に組み合わせるコミュニ

ケーション手法のことで、最近ではテレビからネットへという動きが多くなっている。テ

レビＣＭ等で「続きはネットで」などといったものが当たる。 
 ブログやＳＮＳなどＷＥＢサービスを含めたメディアプランニングというと、よく使わ

れる言葉が「クロスメディア」である。ここ数年の間で、広告界に定着した言葉の一つで

ある。 
 「クロスメディア」という考え方が生まれたのは、消費者の行動が AIDMA（attention：
注目 / interest：関心 / desire：欲求 / memory：記憶 / action：購入）から AISAS
（attention：注目 / interest：関心 / search：検索 / action：購入 / share：共有）と変
化したことが大きく影響している。AIDMA の考え方のもとでは、消費者の興味を喚起し、
欲しいと思わせ、行動を起こさせるまでが広告の役割であると思われてきた。そこで広告

はメディアを使っていかに効率よく多くの消費者に到達できるか、つまり量が重要視され

ていた。 
 しかし、インターネットが登場してきたことで、消費者は興味を持った事柄を調べ

（Search）、行動（Action）を起こした後、商品について購入者同士で情報を共有（Share）
するようになった。このことで、企業は商品購入後も消費者にアプローチが可能で、また

必要となり、あらゆる接点でいかに効果的に訴求するか、またその接点、メディアの相乗

効果をどう発揮させるか、質が重要視されるようになってきたのである。 
 インターネットがいくら発達したとしても、場合によっては紙メディアの方が優れてい

る面もある。これまでは、ネット広告と既存メディアは競合すると思われてきたが、イン

ターネットやモバイルとの連動により、改めて紙メディアの価値に期待する声も聞かれる。 
 
５．３ クロスメディアの例 
＜新聞広告の強さ＞ 
 新聞を例に挙げると、ターゲットにメッセージを効率よく訴求したいと考えた際、マス

メディアである新聞は効率が悪いように思えるかもしれない。しかし、メルマガでメッセ

ージを訴求してWEBサイトへ誘引した場合よりも新聞広告にURLを記載した場合の方が
サイトや店頭へ来る人が多い。新聞広告の方が想定したターゲット以外の幅広いそうにも

届くため、商品の存在や潜在的なニーズに気付かせるきっかけになるということである。 
 一度商品に興味を持った人たちに、さらに深い情報を提供するのがインターネットの役

目であり、得意とするところ。だからこそクロスメディア展開の「入り口」として、既存

メディアが機能するのである。 
 高額な商品（車や保険）といったものは、ターゲットが一人で判断するのではなく、家

族に相談するケースが多い。そこでターゲットのみならず、ターゲットの家族も目を通す

ことの多い新聞は、広告に対する家族の共通の認識も生まれやすい。これもWEBやモバイ
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ルなど One to Oneのコミュニケーションを得意とするメディアにはない魅力である。 
 新聞にはインターネットにはない信頼性がある。新聞に載っているということで安心感

が生まれ、より高い興味を持つ場合もある。その上で、消費者をWEBサイトへと導いて、
詳しい商品説明をするというクロスメディアも潜在的なニーズを引き出す上で有効となる。 

 
＜雑誌とインターネット＞ 
 日テレソフトと TBSビジョンは、共同で女性向け通販事業『maryle．be』（メリルビイ）
を 2006年 2月から開始している。これは女性ファッション情報誌として最大の発行部数を
持つ『VERY』に大型の通販広告を掲載するとともにインターネットサイトを使って
『VERY』の読者層に合わせた用事中心の商品を紹介するものである。 
 雑誌の強みは新聞と同様に長い歴史があり、ブランド力が強い。つまり、「信頼性」があ

ることである。そして、もう一つの強みは「選ばれるメディア」ということである。消費

者は興味のある内容の雑誌を手にしているということでメッセージを届ける力が強い。 
 雑誌からWEBサイトへ誘引するというのもクロスメディア展開として有効である。  
 
＜インターネット関連企業側の紙メディア活用＞ 
 インターネット企業である楽天を例に挙げる。楽天は 2006年 3月にフリーペーパー『楽
天マガジン』を創刊した。 
 『楽天マガジン』の特集内容はすべてWEBサイトへと連動しており、フリーペーパーか
ら楽天のサイトへの誘引を図ることを狙いとしている。まだ、楽天を利用したことがない

人に楽天がどういったものを提供しているのかということを知ってもらおうということで

展開している。こういったことから紙メディアとインターネットの高い親和性や、クロス

メディア展開での紙メディアの有効性がうかがえる。 
（現在のクロスメディアの形） 
＜テレビからネット＞    ＜雑誌から携帯＞ 

            
 
 
 
 
 

図１１：クロスメディア（テレビ→ネット）   図１２：クロスメディア（雑誌→携帯） 
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【第六章】口コミを使った広告 
既存メディアの広告の効果減少が取りざたされているが、インターネットの活用によっ

て消費者自らが情報を検索しながら、購入商品を決定するという新たな消費者行動の傾向

が明らかになりつつある。 
 消費者はブログや掲示板レビューサイトといった CGM を参考にすることが多くなって

いる。そのなかで書かれているものを見て商品の存在を知り、実際に購入に至るというケ

ースもある。特に美容健康情報のような身近なテーマでは口コミやブログがまずは重視さ

れ、それを補完するようにマスメディア情報（広告を含む）や DM、店舗、ネットなどの多
様な情報を利用していることが電通の調査で判明した。 
 そこで、企業はブログを使ったマーケティングに目をつけている。ブログが商品の新し

い宣伝手段として企業の期待を受けているのだ。企業は報酬や商品を広告会社を通じ、実

際に提供してブロガーに商品の情報を書いてもらう。そのブログを見た人が次々と自分の

ブログでも商品を宣伝しはじめ、ウイルスのように早く広く広まる。（バイラルマーケティ

ング。別名ウイルスマーケティング） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         図１３：バイラルマーケティング 
 
 従来の口コミは「人から人へ」であり、情報の拡散力は低い。近年は電子メールで拡散

力は格段に良くなったものの、相手が必要である以上、自ずと限界がある。 
 しかし、ネット口コミは不特定多数に向かっての情報発信であり、キーワード検索の対

象でもある。他人の意見を知りたいと思ったら、検索エンジンを利用して、膨大な口コミ

情報を瞬時に得ることが可能になり、口コミの使い勝手は飛躍的に向上している。 
 インターネットの普及はネット口コミを生み、消費者の情報取得レベルは格段に上昇し

た一方で、広告を含む情報は以前よりも伝わりにくくなっている。 
 だからこそ今改めて、マーケティング・コミュニケーションのあるべき姿を消費者の支

店で再考すべきなのである。 

広告料 広告会社
企業 
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 消費者がネットを通じて情報を得たり、商品の感想をブログに書いたりということが多

くなってきた。企業側はそれらの口コミを利用しない手はない。 
 第五章のところで説明したが、消費者の行動が AIDAMから AISASへと変化してきてい
る。消費者が情報を Share（共有）しだしてきているのである。消費者は実際に利用した人
の意見や感想を参考にして、商品の購入をしたり、やめたりするようになったのである。

この変化で口コミの重要性は高まった。 
 
【第七章】インターネット広告の将来について・まとめ 
＜インターネット広告の魅力＞ 
私はインターネット広告の魅力・特徴的な点というのは、正確なターゲティングが出来

る点、広告効果が測定しやすい点、そして、インターネット広告市場の市場規模がこれか

らもさらに伸びる可能性を秘めているという点であると考える。 
まず、正確なターゲティングが出来る点について説明する。これまでの既存メディアの

場合、広告を送信する側は消費者がその情報に興味があるかないかに関係なく、送信する

ことしかできなかった。しかし、インターネット広告は的確にその情報に興味のある消費

者に情報を伝える力を持っている。検索結果に連動して、その消費者の興味のありそうな

広告を打つ方法ならば、ターゲティングが的確に出来るのである。 
 次に広告効果を測定しやすい点についてだが、既存メディアでは実際に消費者に伝えた

いことが伝わっているかということが把握しにくい。しかし、インターネットではどのく

らいアクセスされたかやどういった経路でアクセスされたかということを把握することが

可能である。それによって、自社のサイトがどのくらいアクセスされたかを調べれば、注

目度も分かるし、どういった経由でアクセスされたかということを解析すれば、どういっ

たところに広告を打てば自社のサイトへと誘引できるかといったことが分かり、効果的に

広告を打てば効果的かということも把握できる。 
 そして、最後のインターネット広告市場の市場規模がこれからも伸びる可能性を秘めて

いるという点について説明する。インターネット広告はめまぐるしく市場規模を伸ばして

きたが、まだその市場規模は 2005年現在で広告市場全体の 4,7％に過ぎない。日本国内の
インターネットの利用者数は 2005年現在でおよそ 7372万人であり、インターネットを利
用しない人もまだまだ多い。インターネットの普及率が上がれば、企業はインターネット

広告を取り入れざるを得ないだろう。 
 
＜インターネット広告の現状＞ 
これまでの卒業研究を通じて、インターネット広告が著しく発展してきたということが

分かった。インターネット広告市場規模は、2005 年時点では広告規模は 2808 億円となっ
た。電通総研の試算結果によるとインターネット広告の市場規模は 2009年には 5660億円
となり、ラジオ広告の市場規模を抜いた 2004年の 1814億円の 3倍にも及ぶという試算も
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出ている。このことからもインターネット広告の発達の勢いはまだまだ続くと考えられる。 
 インターネット広告は既存メディアに比べて魅力的な面がある。しかし、インターネッ

ト広告がすべての既存メディア広告に対して優れているとは限らない。既存メディアが長

年にわたって築いてきた「信頼感」はまだまだインターネットには足りない。既存メディ

アの信頼感を活用し、そこからインターネットへと誘引するという流れはしばらく続くで

あろう。インターネットと既存メディアの相乗効果も十分に期待される。 
 私は、既存メディアを入り口とし、インターネットへと誘引し、インターネット広告で

より詳しい内容を説明するという手法がしばらくは中心となっていくと考える。既存メデ

ィアに載っていることならば、信頼できるという消費者も多い。したがって、これまでの

広告も切り捨てることは出来ない。既存メディアとインターネットそれぞれに適した広告

を使い分け、うまく組み合わすことが重要となってくるのである。 
 信頼感の面からインターネットと既存メディアによる広告の相乗効果が期待されるので

あるが、今後、インターネットがさらに普及し、信頼感を高めてきた場合、インターネッ

ト広告がさらなる成長を遂げていくことも十分に考えられる。 
 
＜インターネット広告の今後の展望＞ 
 現在はまだまだテレビをはじめとする既存メディアは非常に大きな存在感を持っている。

しかし、インターネットの普及に伴い、人々は自分から進んで自ら情報を得るという行動

に出るようになってきた。そのような行動に伴い、検索結果に応じて、広告を表示する検

索連動型広告はもっと市場規模を伸ばしていくであろう。さらに、消費者同士の口コミに

よる購買活動も活発化する。ブログなどを使った口コミ広告の効果もより期待される。ま

た、コンテンツのばら売り化が進んでいくと考えられる。実際に、インターネットにおけ

る動画配信サービスが広まってきており、すでにインターネットで番組を配信しているサ

ービス、パソコンテレビＧｙａO や、ミランカといったものがある。ニュースも必要な情
報のみをネットで探せばすむという状況に近づいてきている。これまで消費者は、テレビ

や新聞、雑誌といったものによる企業から一方的に送信される情報を受動的に得てきたが、

能動的に情報を得ようという行動が目立ってきているのである。このような動きはこれか

らより顕著になっていくであろう。そうなった時に、テレビや新聞といった既存メディア

の存在は現在とは比べ物にならないくらい小さなものになっていく。もしくは存在意義を

もたなくなる。そうなった場合、他のメディアは要らなくなり、インターネットのみの時

代が来るのではないかと私は考えている。 
まだまだ信頼の面からいって既存メディアに及ばないインターネットであるが、将来的

にインターネットが人々により認知され、信頼を得たとき、四媒体をはじめとする既存メ

ディアの価値はなくなり、それらに出稿される広告は価値を持たなくなる。広告がインタ

ーネット広告だけになる日が来るかもしれないと私は考えている。 
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図１４：ネット社会での消費者と企業の関係 
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