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今月、
「 VR FORUM 2020」をオンラインで開催いたします。
それに先駆けて、本号の特集では、プログラムをご案内する
とともに、プロジェクトリーダーのインタビューを通して
今、当社が考えていることや、当FORUMの見どころを紹介
します。
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コンテキストのマッチングを可視化する
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はじめました
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開催日時 2020年11月17日（火）
13：30 開演／16：00 終了予定
開催方式 WEB セミナー
https://vrforum2020.com/

2020年11月17日
（火）
オンライン開催

タイムテーブル

いま生まれている
メディアの新たな価値を捉える

デジタルシフトが進行し、人々の生活は大きく変化し
ています。
2020年の新型コロナウイルス感染拡大は、その変化を

Keynote.1

株式会社電通
代表取締役社長
執行役員

五十嵐 博 様

化は加速し、人々の変化もスピードを増しています。
生活者のニーズは一段と細分化・複雑化しました。そ
のため「いままでと同じ見方では人々の気持ちや行動が
うまく捉えられなくなった」という場面も増えているで
しょう。新しい生活様式におけるメディア接触や購買行
動の変化に、私たちは迅速に対応することが求められて

アメリカの最新メディア事情
［ 登壇者 ］

ビデオリサーチ USA
President & CEO

谷口 悦一

一方、変化の速い時代だからこそ、一度立ち止まって、
ない価値は何か、そしていま生まれている新たな価値と

VR FORUM 2020は、メディアの不変の価値を再認識
した上で、変化に対応し新たな価値を見出していきたい
という思いを込め、
「メディアの新しい価値を見逃すな。
」
をコンセプトとしました。各界でご活躍の方々にお話を
うかがい、ビデオリサーチの対応とそのビジョンも紹介
しながら、メディアの未来について皆さまと考えてまい

複雑化社会のテレビビジネス

ポスト Cookie 時代における、

個人最適を “ 超える ”、

について考える。

データマーケティングの展望

コンテンツメディアの

［ 登壇者 ］

Session.1

生活者データから予想される
複雑化社会への視座と、
メディアの価値の示し方

新たな活用

［ 登壇者 ］

日本テレビ放送網
株式会社
取締役 執行役員
営業担当 データマネ
ジメント室長

LINE株式会社
クロスプラット
フォーム推進室
マネージャー

［ 登壇者 ］

株式会社講談社
ライツ・メディアビジ
ネス局 局次長 兼
IT戦略企画室 室次長

泉 貴文 様

長崎 亘宏 様
株式会社電通
データ・テクノロジー
センター
プラットフォーマー
データ部 部長

株式会社博報堂DY
メディアパートナーズ
執行役員
デジタル・アドバタイ
ジング・コンソーシア
ム株式会社 取締役

株式会社radiko
取締役 業務推進室長

坂谷 温 様

前川 駿 様
ビデオリサーチ
企画推進局
データビジネス推進部長

山田 覚 様

は？このような時だからこそ、改めて皆さまとともに見

c

b

一般社団法人日本イン
タラクティブ広告協会
理事

振り返ることも大切かもしれません。メディアの変わら

つめ直す場が必要であると考えます。

変更になる可能性があります。

黒崎 太郎 様

Keynote.2

います。

※各セッションの開始時間は当日の進行状況により

a

［ 登壇者 ］

ピングの利用拡大に代表されるように、社会のデジタル

13：35〜
14：00〜
14：15〜
14：40〜
15：30〜

Session.2

基調講演

促進しました。リモートワークの浸透やオンラインショッ

Keynote.1
Keynote.2
Session.1
Session.2
Session.3

ビデオリサーチ
ソリューション
事業局
マーケティング
ソリューション部

松岡 逸美

ビデオリサーチ
営業局 営業企画部長

吉田 正寛

河辺 昌之
Session.3

［ 登壇者 ］

［ 登壇者 ］

ビデオリサーチ
ひと研究所

メディアの

渡辺 庸人

ビデオリサーチの取り組み

新しい価値創造に向けた

ビデオリサーチ
代表取締役社長
執行役員

望月 渡

ります。
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「VR FORUM 2020」開催インタビュー

「VR FORUM 2020」
開催インタビュー

DXが進む中
「メディアの新しい価値」とはなにか
をコンセプトに、DX が加速する社会でメディアがどのような
価値を生み出していけるかを、登壇者と聴講いただく皆さまと
ともに考えるフォーラムとなります。
伝えすべく、VR FORUM 2020のプロジェクトリーダーを務め
る池田が語ります。

「メディアの新しい価値を見逃すな。
」という

フォーラムが、ご参加いただく皆さま一人ひと

コンセプトには、各方面でご活躍される登壇者

りにとって、メディアビジネスが進むべき道は

からご体験に基づいたお話をうかがうことで、

どこか、メディアが社会に提供すべき価値とは

「メディアの新しい価値」を、皆さまと見出して

VR FORUM2020
プロジェクトリーダー
株式会社ビデオリサーチ
執行役員 企画推進局長

各セッションの見どころは？

本年4月より新視聴率がスタートしました。

―

テレビに関するテーマではどのような内容を

（株）電通の五十嵐代表取締役社長執行役員に
ご登壇頂き、日本のメディア業界動向に関する
ご講演を頂きます。
続 く「Keynote.2」で は、ビ デ オ リ サ ー チ

DX の中でテレビの価値と変化をしっかり捉えること
でなく、新聞・雑誌などの紙メディアも同じで、
※

―
この4月から新視聴率がスタートしています
が、個人視聴率やタイムシフト視聴率が全国で
計測可能となったことを受けて、視聴率の見方、
活用のされ方が変わってきた部分があると思

のメディアビジネスの最新事情を解説します。

います。また、新たな指標である「全国視聴率」

世界の中でも、特にデジタル化が進むアメリ

「視聴人数」など将来に向けた指標の位置づけ

カにおいて、有識者のインタビューを交えなが

についても、ビデオリサーチとしての考え方を

ら、テレビや出版といったメディアビジネスが

メディアビジネス全体において DX が求めら

どう進んでいるのか、2021年以降をどのよう

―

れていることを実感されているのではないで

に見据えているのかを探り、将来的な日本のメ

しょうか。ここでもう一度メディアの価値を

ディア業界動向の兆しを感じていただければ

リモートワークやオンライン会議、ウェビナー

見つめ直す必要があります。時代に左右され

と思います。

の浸透といったビジネス面での変化に加え、日

ない不変な価値を再認識する一方で、これから

次に、
「Session.1」では、ビデオリサーチの

常のあらゆる面でデジタル化が進み、生活者

のデジタル社会に求められる新たな価値を見

シンクタンクである「ひと研究所」研究員の渡

のライフスタイルが大きく変化しつつありま

出し、形にしていく努力も必要でしょう。

辺庸人から、国内の生活者のライフスタイルの

す。

扱う予定ですか？

USA President & CEO 谷口悦一よりアメリカ

コンセプトに込めた思いや意図とは？
皆さまもお感じのとおり、コロナ禍を経て、

何か、を考えるきっかけになれば幸いです。

いく場にしたいとの思いを込めました。この

セミナー冒頭の「Keynote.1 基調講演」で、

池田 宜秀

「メディアの新しい価値を見逃すな。
」という

DX が進む中「メディアの新しい価値」とはなにか

DX で浮き彫りになる課題と価値を共有する場に

「VR FORUM 2020」は、
「メディアの新しい価値を見逃すな。
」

開催にあたり、見どころや、コンセプトに込めた思いなどをお

|

社会がデジタルシフトする中で、生活者と

変化とメディアの変容・デジタル化のデータ分

メディアビジネスでも、テレビ放送で見逃し

メディアの関わり方、メディアと広告のあり

析結果から、当社独自の視点で解説と予測を

た番組をネット上で視聴したり、テレビ番組の

方、広告主のメディアの見方などが、どのよう

行います。

スピンオフをネット配信で楽しむ生活者が増

に変化しているかについて、今、広く業界の皆

これらのセッションを通じて、コロナ禍を経

えている中で、テレビ放送とネットの連携が

さまの意見をお聞きし、共有することが重要だ

たマーケットや生活者の変化とともに、今後の

深まっています。それは映像コンテンツだけ

と考えております。

ビジネスのヒントを得ていただければと考え
ます。

「Session.2-a」でお話ししていく予定です。

デジタルマーケティングに関する
セッションでは？
―
当社では、テレビとデジタルの共通指標化や
効果測定に取り組んでいますが、新たに展開す

※デジタルトランスフォーメーション…デジタル技術を浸透、推進させて人々の生活をより良いものへと変革すること
06
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「VR FORUM 2020」開催インタビュー

るソリューションの紹介とともに、現時点での

年早々に広告識別子、いわゆる「IDFA」がアプ

デジタルマーケティングにおける可能性と課

リ毎に完全オプトインになることが明らかに

フォーラムを聴講いただく皆さまには、ぜ

題がテーマとなります。

なっています。それにより iPhone や iPad の

ひ、登壇者の方や当社が発信する情報をもとに、

DX が進む中「メディアの新しい価値」とはなにか

やらなければいけないのかも、見えてくるので
はないかと思っています。
今回の「VR FORUM 2020」が、皆さまとと

具体的には、デジタルマーケティングにおけ

アプリで行われていたターゲティング広告戦

る効果測定は、一般的には全数をベースに進め

略の見直しを迫られるなど、これまで成長の一

よう」
「こんな広告を出せるのではないか」など、

ネスが提供すべき価値を一緒に考えていく場

られているといえますが、これまでのビデオリ

途を辿ってきたデジタルマーケティングがあ

ご自身のビジネスについて考えるきっかけに

になれば、主催者としてこれ以上の喜びはあり

サーチは、主にパネルデータをベースとしてき

る種の転換点を迎えつつあると感じている方

していただくとともに、皆さまの思いに耳を傾

ません。

ました。こうした2つの世界観の違いや、今後

も多いのではないでしょうか。
「Session.2-b」

けることで、私たち VR が何をすべきか、何を

の想定についても触れる予定です。また、日本

ではこうした現状に際して、事業会社、広告会

国内では今年6月に個人情報保護法の改正案

社の皆さまにお話をうかがう予定です。

「だったら、これからはメディアをこう活用し

もに、これからのデジタル社会にメディアビジ

ひと味違うウェビナーを目指す

が成立し、2022年の前半に施行される見込み

加えて、雑誌やラジオといったメディアにつ

ですが、世界的に個人データの取得・活用にお

いても、価値基準やビジネス展開でデジタルシ

ける厳格化の流れを受けて、Apple 社のスマー

フトが進んでいます。ビジネスモデルが急速

初のオンライン開催に踏み切った

ウェビナーという新たな開催形式について、

トデバイスに採用されている「iOS」では、来

に変化しつつあるメディアとして、従来型のメ

経緯は？

どのように考えていますか？

ディアビジネスと新たな収益源として立ち上

―

―

がりつつあるデジタルビジネスが、今後「調和」

これまでの「VR FORUM」では、業界関係

するのか、一気に「変革」していく流れに向か

者が一堂に会してのリアルイベントでした。

や、場合によっては会社の会議室等のモニター

うのか、気になる方も多いのではないでしょう

去 年 開 催 の『VR FORUM 2019』で は、延 べ

越しにご視聴頂くことになります。これまで

か。
「Session.2-c」では、特定の属性に特化し

3,500人を超えるお客さまにご来場いただき

の「VR FORUM」ならではの雰囲気を、ウェビ

た「ターゲティングメディア」という切り口か

ましたが、今年の開催は、新型コロナウイルス

ナーという開催方式でも伝えられることを目

ら、今後の動向を出版業界・ラジオ業界の方々

感染拡大防止の観点で、同様の形式では難し

標にしています。また、リアルイベントとオン

からお聞かせいただく予定です。

く、ウェビナー（WEB セミナー）という形式を

ラインイベントではどうしても参加頂く方々

選択せざるを得ませんでした。とはいえ、これ

の環境が異なることが想定されますので、今回

により、以前は席数の問題から参加いただけな

は、できるだけ多くの方に最後まで専念してご

かった方や、会場までお越しいただくことが難

覧頂けるように、開催時間をトータルで150分

しかった遠方の方々にも参加いただけるよう

程度に抑えた上で、構成する各セッションを最

になりました。

長でも45分程度とするコンパクト化を図りま

新しい価値をサポートしていく VR でありたい
フォーラムを聴講される皆さんへ

ディアを先導するというよりも、メディアの進

お伝えしたいことは？

化に寄り添い、新しい価値創出をしっかりとサ

―

ポートしていきたいと考えています。

これまで以上に幅広い方々へ向けてセッ
ションをお届けできるという点で、今回の開催

参加される方の個々のパソコンの画面越し

した。
「Session.2」では、a、b、c の3テーマに分か

私たちビデオリサーチは、メディアビジネス

今回のフォーラムにおいても、あらかじめ

において、あくまで “ 裏方 ” 的な存在だと自認

「新しい価値とはこれだ」という回答を用意し

テンツをお選びいただく形になりますが、全体

し、視聴率などのデータをはじめ、お客さまや

ているわけではなく、多くの登壇者の方のご意

を通してテンポ良く進行しながら、内容の濃い

広告主の皆さまの求める情報を提供すること

見をうかがい、当社の考えもお示しする中で、

「VR FORUM 2020」をお届けできればと思っ

を使命としてきました。

これからメディアがどういう方向に進んでい

環境変化への対応に当たっても、私たちがメ

08

いく場になればと思っています。

|
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には非常に大きな期待を抱いています。

れるため、皆さまの関心に応じてご覧頂くコン

ております。

こうとしているのか、そのヒントを引き出して

09

在宅時間増で一時テレビの視聴増も、

コロナ禍で
DXが一気に進む
アメリカテレビ
ビジネス
世界で猛威を振るい、収束の目処が立って
いない新型コロナウイルス感染症。2020年
10月23日時点で全米での感染者数は世界
最多の約850万人、死亡者数は22万人超、
米大統領トランプ氏ですらも感染してしま
う程です。このような中、アメリカにおけ
るテレビ視聴者・放送局・テレビビジネスは
どのように変化したのか。そして、今後の
行方を独自取材をもとにレポートします。

ストリーミング視聴増が顕著に
コロナにより、日本と同様、アメリカでも人々

テンツが不足。その影響が数字に表れ、2019年

の生活様式は大きく様変わりしています。多くの

は1位がスポーツコンテンツの「CBS NCAA

企業では出社が制限され、学校も閉鎖されたこと

BSKBL CHAMPSHIPS」の6.50％だったのに対

で、人々の在宅時間は大幅に増えました。

し、2020年は1位でもテレビドラマ「NCIS」の

このような状況下でテレビの視聴者数は前年

5.43％が最高。昨年比1.07ポイント減となって

から大幅にアップしているのです。自宅待機命

います
［図表1］
。

令が出された春先、2020年3月16日～22日の週

その一方で、テレビデバイス経由でのスト

をみてみると、同月前年比がFOX Newsが73％

リーミング視聴割合はテレビ全利用の20% 強

増の250万人、MSNBC
（NBCU 系列ニュース系

（2020年4月～6月期）
を占めました
［次頁 図表2］
。

ケーブル局）
が45％増の148万人、CNNは驚きの

これは前年比で50％増となります。アメリカの世

2.5倍、155万人となっています。ニールセン社の

帯は、約60％にコネクテッドTVが普及している

報告によると、5月に入っても、複数人数としては

と言われます。ストリーミングは、コネクテッド

国民の半分以上がテレビの前にいる模様。なん

TV 経由で簡単に視聴できることもあり、多くの

と、動画配信が浸透しているコードカッティング

視聴者が Netflix、Hulu、AmazonPrimeVideo

（CATV 契約解除）
世代や若年層の間ではそれ以

に流れているのが現状です。昨年末にスタート

上だったようです。

したDisney+ や、今春からのNBCUのPeacock

ただ、コロナの影響を中期的にみてみると、番

も予想以上に加入者は増えています。

組単位での視聴率は若干下がっています。昨年

このような流れを受け、テレビデバイスでの

と今年で比較すると、2019年はスポーツコン

ストリーミング視聴時間
（2020年3月16日週）
は、

テンツが4つランクインしていましたが、2020年

前年比2.2倍の約1,561億分でした
［次頁 図表3］
。

は BIG スポーツの中止に伴い、それらのコン

1世帯あたり1日での視聴時間を推定すると2.5～

［図表1］番組視聴率 TOP5( ライブ＋タイムシフト＋デジタル）
ビデオリサーチ USA 社長

谷口 悦一

局

ビデオリサーチ USA ● 欧米メディア業界の
最新情報収集を主目的に設立された、VR の
現地法人（本社ニューヨーク）
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2019
タイトル

番組視聴率

局

タイトル

番組視聴率
6.50

１ CBS

NCIS

5.43

１

CBS

CBS NCAA BSKBL
CHAMPSHIPS

２ CBS

FBI

4.58

２

CBS

BIG BANG THEORY, THE

6.21

３ ABC

DISNEY FAMILY
SINGALONG

4.14

３

ABC

NBA FINALS ON ABC-GM 6

6.12

４ CBS

BLUE BLOODS

4.11

４

ABC

NBA FINALS ON ABC-GM 5

6.08

５ NBC

CHICAGO FIRE

4.08

５

NBC

KENTUCKY DERBY

5.41

＊2020年3月30日～6月28日と昨年同時期（2019年4月1日～6月30日）の番組視聴率

出典：Nielsen
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4時間程です。これには PC やスマホは含まれ

ビデオ視聴全体ではこの数字をさらに上回り

ないため、デバイスを問わないオンラインでの

ます。

［図表2］テレビ画面のシェア
2019年4～6月 vs 2020年4～6月
差分

-8%

-9%

2020年
4～6月

-14% +10% +47%

64

2019年
4～6月

個人全体

69

■ リニア放送 ■ DVR ■ DVD
■ インターネット接続サービス

9 16

20

10 2 6 13

■ ビデオゲーム

テレビビジネスの売上は縮小も、
質の良いリーチの強みでアップフロントは局側の勝利か

［図表3］週あたりのストリーミング合計時間と
シェア
単位：個人全体 (10億分）
156.1

115.0

116.4

28

27

22

22

31

32

10
9
Feb-24

9
10
Mar-2

■ その他 ■ YouTube
■ Amazon

127.6

31

28

2020年1～3月期の広告売上は、前年比30～

的には間をとって4～6% のアップ、5年連続の

40% 減。4～6月期は、多少戻るものの、引き続

CPM 上昇で、また局側の勝利になるのではと

き大幅減となっています。年間を通じての予測

いうのが大方の予想です。

を詳しくみると、ケーブル局（全国）は16％減

主な理由は、リニアテレビならでの限られ

29

の26億ドル、ネットワーク局（全国）は13％減

た CM 枠在庫ではないでしょうか。FOX や

10
9
Mar-16

の13億ドル、シンジケート系は15％減の2.6億

NBCU に代表されるように、最近のリニアテレ

ドル、ローカル局系は9％減の5億ドル。かたや、

ビの CM 枠は減少傾向です。視聴の分散化が

■ Hulu

VOD のストリーミングは広告費がアップして

進んではいるものの、マスリーチという点でテ

出典：Nielsen

おり、Roku、Hulu、Peacock 等は38％増加で、

レビメディアはまだ高い価値があります。エー

約4.4億ドルになると見込まれています。また、

ジェンシー側も、主要なデジタル領域
（OTT・コ

オンラインメディア・デジタルは総合的にみて

ネクテッド TV）
だけでは広告主から “ 預かって

4％増しの109.1億ドルになると予想されてい

いる ” 多額の予算を出稿しきれず、必要なイン

ます。

プレッションが稼げません。結局、品質の良さ

30
10
9
Mar-9

このストリーミングへの「移行」について、元

当然ながら、コロナによる影響は制作にも及

電通イージス・ネットワーク社のアンディー・ドン

びます。各局制作が滞る中、人気ドラマの“アン

チン氏は、
「コロナ以前からシフトしてきていた

コール”放送や、過去の番組の再編集などで凌い

が、コロナが拍車をかけた」と語ります。従来ス

だものの、現時点でもスポーツコンテンツをはじ

トリーミングは若い層が中心でしたが、コロナで

め番組制作の先行きが不透明です。この窮状で

在宅が継続され、幅広い年代に浸透しつつあるよ

は良質且つ豊富なコンテンツを多く有すること

うです。ただ、ストリーミングが優勢にみえる中、

が鍵になりますが、これも先述のストリーミング

テレビ全利用では依然ライブ放送が64％と高い

への視聴者流出の一因と言えます。

を確約できるテレビ局頼みになってしまうの
です。
加えて11月の大統領選挙関連番組や、秋口
以降の番組編成に対する期待感が高いようで
す。スキャッター市場
（アップフロントにおけ

割合を占めていることには変わりありません。

る売れ残り）で割高の価格を払う、あるいは希
望枠がなくなるリスクを省きたいという思惑

まとめ

もあります。
ちなみに、大手エージェンシーの中には、

1. ネ
 ットワーク局でいえば、コロナ初期の3/16〜3/22の週の視聴者増加。
ただし、中期的にみると番組視聴率はスポーツコンテンツの不足等もあり

ネットワーク局に対して「シェア取引」の交渉

昨年に比べ低下。

も行っているようです。これは多くの広告主
の予算を抱えるエージェンシーが、局の CM 枠

2. ス
 トリーミングは、世帯の60％に普及しているコネクテッドテレビ経由で
簡単に観られること、番組制作が滞っており、放送局の新しいプライム
タイムの番組が不足していること、などで多くの視聴者が Netflix、
Amazon Prime Video へ。
＊コネクテッドテレビ (CTV)…OTT デバイスやゲームコンソールを介してインターネットに接続されており、
さまざまなテレビフォームおよびその他の Web ベースのコンテンツへアクセスできるテレビ型デバイス。
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逆に、広告会社はマイナス3～5% を要求。最終

20

23

■ NetFlix

（%）

個別のヒアリングをもとにまとめたところ、
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のシェアを確保するため、全顧客の全体予算に
このような中、2020年のアップフロント取

対する出稿費のシェアを確約する手法。多額

引は8月から交渉が開始されています。春先

の出稿費をコミットする見返りに、良い CM 枠、

からのロスを取り戻すべく、放送局は9月以

また多くの枠提供に融通を利かせるものです。

降、または来年1月以降の収益確保のため、8～

局側、エージェンシー側の利害が一致する手法

12% の料金アップを要求している模様です。

と言えそうです。

013

なお、昨年契約のアップフロント部分につい

いくことは十分に理解しています。そのため、

て、広告出稿を継続したのはダイレクトレス

OTT や GAFA に対抗し、ストリーミングにも

ポンス系がメインでした。ビジネスモデル的

注力。提供できうる限り、インプレッション数

に、視聴率にこだわりがないためと思われま

を増やそうと努力しています。

データは “ 付加価値 ” ではなく “ マスト ” に
業界は、コロナに大きな打撃を受け、様ざま

フォリオ全体が重視されるようになるでしょう。

な対応を余儀なくされています。しかし、アッ

実際、コネクテッド TV のプログラマティック

す。ただ、その他の広告主も契約自体は継続中

P&G など大手広告主のごく一部の動きでは

プフロントという形態はしばらく変わらない

広告は、デジタルビジネス化の傾向にあります。

です。しかし、コロナによって番組が制作され

ありますが、エージェンシーを介さず直接ネッ

とみています。やはりこれは、業界にとってメ

今後は「ポートフォリオ全体」に「データ」を

なかった影響により、8月以降の広告出稿につ

トワーク局と CM 枠取引を始めているところ

リットが大きいためです。ひとつは、売り手側

掛け合わせた販売へと変化していく中で、放送

いては、広告主の希望に合ったオーディエンス

もあります。OTT のプラットフォームではそ

は年間の6～7割の収益が確保でき、買い手側

局やエージェンシー、ブランド側もデータ・サ

を有する他のメディアを模索しています。

のような取引形態もあるため、それがテレビに

は年間のメディアプランを立てられること。次

イエンティストやアナリストの存在は当たり前

も少しずつ浸入してきているようです。

に、市場また新規顧客より安価な価格でCM 枠

になっていることからも、既にデータは “ 付加

を購入できること。さらに、双方に担当者が付

価値 ” ではなく “ マスト ” といっていいでしょ

き、市場や政治・経済の変化にも柔軟に対応で

う。それに伴ってアップフロント、あるいは取

きることが理由に挙げられます。元 NBCU の

引対象期間も、現在の9月スタートから1月ス

CRO アラン・ワーツエル氏がいつも言うよう

タートになる可能性もあるかもしれません。

に、
「取引する上で、またそれを準備する上で

現在の動向を振り返ると、私自身もビッグス

この危機に、放送局は視聴者の確保に躍起
です。もともとリニアだけでは視聴者が離れて
まとめ

1. 売
 上は前年比30〜40％減、2020年4〜6月は多少戻るが引き続き大幅減
NBCU

FOX

CBS/VIACOM

一番大切なのは、限りなく “ 予測可能 ” な状況

ポーツや秀逸なドラマなど良質なコンテンツ

28％減

29％減

27％減

であること。そうすれば、環境や市場の変化に

の価値を再認しました。同時に、DX が一気に

ケーブル系

ローカル系

も対応できる」というところなのでしょう。

進んだことも実感しています。“ 誰が作った ”

27％減

35％減

2. 2
 020年のアップフロントは8月交渉開始
放送局はプラス8〜12％を要求、エージェンシーはマイナス3〜5％を要求

しかし、取引の中身は従来のリニアからタイ

“ どこで流した ” ではなく、より多くの人に見

ムシフト、そしてデジタルからストリーミング

られるコンテンツがプレミアムコンテンツと

へと広がると予想します。さらに、リニア、スト

して評価され、追求していく流れが急速に進む

リーミング、デジタル、イベントを含むポート

と思われます。

結果として…最終的にはプラス4〜6％？
（5年連続 CPM アップ）

3. 広
 告主は、コロナによって制作されなかった番組の影響で、8月以降は、
自社ターゲットを保有するメディア（デジタル等）への出稿を模索中
4. コ
 ロナ初期において広告出稿を継続していた広告主は、
ダイレクトレスポンス系

＊アップフロント…アメリカのテレビ広告業界の用語で、毎年９月から始まる新番組に合わせ、前予約にて
買い付ける「販売イベント」。

まとめ

ビジネス面
1. アップフロントという形態はしばらく変わらない
2. 取引の中身は従来のリニアからタイムシフト、そしてストリーミングと、
より一層系列会社全てを含む全てのポートフォリオ、それにデータを
掛け合わせた販売へと時代とともに変化
3. アップフロントの取引対象期間も現在の9月スタートから、
1月スタートになる可能性も
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Tele・vision

「半沢直樹」の強さを、視聴データで検証する

リアルタイム視聴率は長野、鹿児島、関西が

「半沢直樹」
の強さを、
視聴データで検証する

総合視聴率では関西、青森、札幌が高い
まず、27地区の個人全体のリアルタイム

高く、青森25.2％（同38.9％）
、札幌25.0％（同

視聴（図1）をみると、10話平均で最も高いの

35.5％）
も多くの人にみられています。これら

は長野の18.5％（世帯28.8％）
、次いで鹿児島

をはじめ、ほとんどのエリアにおいて20％以

18.2％（同26.9％）
、関西17.7％（同27.7％）と

上の総合視聴率を獲得。東西南北エリアによ

なっています。さらに、リアルタイム視聴、タ

る大きな偏りもみられず、全国的に良く見られ

イムシフト視聴問わず番組を見た人を示す総

た番組だったことがわかります。

合視聴率は、関西が25.7％（同39.5％）と最も

【図1】
「半沢直樹」

リアルタイム視聴率上位10位
個人全体、10話平均

札幌 16.7%（24.2%）

総合視聴率上位10
個人全体、10話平均

青森 16.9%（25.9%）
仙台 16.5%（26.2%）
新潟 15.4%（26.4%）
長野 18.5%（28.8%）
関西 17.7%（27.7%）

関東 15.4%（24.7%）

北部九州 16.2%（25.7%）
高知 16.8%（28.0%）
鹿児島 18.2%（26.9%）

25.7 ％ (39.5%)
25.2 ％ (38.9%)

札幌

25.0 ％ (35.5%)

鹿児島

24.1 ％ (34.9%)

長野

23.9 ％ (36.7%)

高知

23.6 ％ (38.6%)

新潟

23.1 ％ (37.6%)

関東

22.9 ％ (36.4%)

沖縄

22.7 ％ (39.0%)

岡山・香川

22.6 ％ (37.3%)

集計期間：2020/7/19
（日）
～9/27
（日）（ ）
内は世帯視聴率

日本の半数以上の人が見たコンテンツ、
「半沢直樹」

「日曜劇場・半沢直樹」
（TBS 日曜21時～）が令和の時代に戻ってきま
した。今作も豪華出演者たちの熱い演技や台詞回し、主人公と敵役と

次に全国の視聴者数（全国32地区の視聴率

半沢直樹（堺雅人）と、過去の不正融資に対す

のスケールの大きい対決ぶりに注目が集まりました。SNS での盛り

から推計した視聴人数）
をみると、10話平均で

る責任から頭取を辞職したばかりの中野渡
（北

上がりも話題になり、関東地区の最終回の個人全体視聴率は21.5％

約1861.1万人、つまり、毎週日曜夜21時に、全

大路欣也）とが、互いの仕事ぶりについて語り

国で1800万超の人たちがリアルタイムで「半

合うシーンで約2743.3万人までに達しました。

沢直樹」を見ていたことになります。その中で

一方、全10話を通じて少しでも番組を視聴

番組ですが、改めてどのように見られたのかを個人視聴率から振り

も最も多くの人が視聴したのは、最終回（9月

した人は日本全国で約6658.8万人で、日本

返ります。

27日放送）の21時58分の場面です。主人公の

の人口の約半分を占めます（次頁 図2）
。初回

（世帯32.7％）
、総合視聴率は29.2％（世帯44.1％）の高視聴率で幕を
閉じました。コロナ禍での収録や放送となり、異例の編成もあった当
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沖縄 16.6%（29.2%）

関西
青森
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「半沢直樹」の強さを、視聴データで検証する

放送の約2525.7万人からスタートし、徐々に

第9話放送の少し前に、ある人気タレントが

新しく視聴者を獲得して、最終回までに初回

「半沢直樹を1回も見たことがない」と発言した

の2.6倍もの人に拡がっていったことがわかり

ことがインターネットニュースに取り上げら

ます。

れていましたが、その時には、リアルタイムで

更にタイムシフト視聴も加味した総合視聴

約6042.5万人に、またタイムシフト視聴も加

人数でみると全話累積到達人数は約7408.0万

味すると6800万人を超える人に既に見られて

人。リアルタイム、タイムシフト問わず、日本

いた番組でした。これだけ視聴の拡がりがあ

の半数以上の人が「半沢直樹」というコンテン

る中で、逆に見ていないことが話題となるのも

ツに触れていたことになります。

頷けます。

【図3】
「半沢直樹」の視聴者構成割合（関東地区）
0%
半沢直樹（全10話平均）

7〜9月放送の
夜間ドラマ25番組平均＊

10%

3 4

4

3 3 3

20%

30%

11

40%

50%

30

7

60%
5

27

5

70%

80%

10

90%

100%

33

10

43

■男女4〜12才 ■男女13〜19才 ■男性20〜34才 ■男性35〜49才 ■男性50才以上 ■女性20〜34才 ■女性35〜49才 ■女性50才以上
＊2020/6/29（月）～9/27（日）の20時～23時台に3回以上放送された、民放5局＋ NHK 総合のレギュラードラマ番組（特別編など除く）

最終回は期待が高まり、視聴率が急上昇
【図2】
「半沢直樹」累積推計到達人数の推移（全国32地区）

次に、各回の視聴率がどのように推移したのか、
7408.0

8000万人

関東地区のデータから確認します
（図4）
。
リアルタイム
到達人数

6828.0

6000万人

総合到達人数

4000万人

6658.8

6042.5
2000万人
2525.7
1話

ドラマ開始から中盤まで上昇を続け、中盤以降は

どの層も初回視聴率に対して、回を追うごとに

50才以上女性と男性35才～49才の盛り上がりが

高まっていますが、その中でも第9話から最終回

みられます。

への上昇が顕著です。

3444.2

0万人

リアルタイム視聴率では、50才以上の男性が、

集計期間：

3話

4話

5話

6話

7話

8話

9話

これは、すべての年代で言えることで、視聴者

2020/7/19
（日）
～9/27
（日）

の割合が多い50才以上層だけでなく、若い年代も

全国32地区

非常に高い関心を集めていたことがわかります。

視聴判定：1分以上

2話

総合視聴率でみると、男女35～49才が特にリ

10話

注）集計期間中にローテーションのなかったサンプルで算出した到達率より推計した到達人数。

アルタイムより高くなっており、タイムシフトで
しっかりフォローしていた様子がうかがえます。

【図4】
「半沢直樹」各回番組平均視聴率と総合視聴率（関東地区）
〈視聴率（リアルタイム）〉

〈総合視聴率〉

放送回ごとに、日ごとのサンプルで算出した結果は異なる。

男性層を取り込むことにも成功したドラマ
このように、視聴者数に拡がりがみられた

50才以上が3割程度と多いですが、男性中年層

「半沢直樹」ですが、どのような人たちが見てた

（35〜49才）
の割合も相対的に多いのが特徴的

のか、関東地区のデータから確認します
（図3）
。
視聴者構成割合を同じ時間帯（夜間）のドラ

018

です。普段、ドラマの視聴者として少ない層を
取り込むことに成功しています。

マ枠と比べてみると、
「半沢直樹」は男性がよ

このように男女それぞれ、中年層まで広く支

く見ており、その結果、男女の割合が同レベル

持されたことが高視聴率に結び付いたとみら

■

までになっています。年代でみると、男女とも

れます。

集計期間：2020/7/19（日）～9/27（日） 関東地区で集計
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1話 2話 3話 4話 5話 6話 7話 8話 9話 10話

1話 2話 3話 4話 5話 6話 7話 8話 9話 10話
男女4〜12才

男女13〜19才

■

男性20〜34才

■

男性35〜49才

■

男性50才以上

■

女性20〜34才

■

女性35〜49才

■

女性50才以上

■

019

「半沢直樹」の強さを、視聴データで検証する

最終回の盛り上がりをみると、タイムシフト

でいたものの、次第に引き込まれて放送が待ちき

で見ていた一部の視聴者が、リアルタイムで視聴

れなかった人たちや、そんな人たちに影響されて

したと考えられます。

最後は見たという人がどの年代でも存在してい

各年代それぞれが自分に合った方法で楽しん

たということを強く感じさせられる結果でした。

“ 日曜の夜の気持ちに寄り添う ” ことが支持された

TOPIC

「生放送！半沢直樹の恩返し」で新規視聴者を獲得
コロナ禍で、2020年度の春・夏ドラマは開始時

見てみようと、視聴の促進に一役買ったことを示

期が遅れたり、途中で別のドラマに変わったり、過

しています。また同時に、興味のなかった人たち

去の番組を編集した特別編などイレギュラーな

にとって、何らかの刺激となり、その魅力が伝わ

形で放送されていました。
「半沢直樹」も、第7話

れば視聴者になることの表れでもあります。

これまでみてきたとおり、
「半沢直樹」は幅広

常を生きる視聴者にとって「よくぞ、やってく

まで進んだ時点で第8話放送が延期、代わりにド

連続ドラマの途中放送回を、生放送のトーク

い年代に視聴され、回を重ねるごとに視聴者層

れた」とヒーローのように感じられたのではな

ラマ出演者による生放送トーク番組「半沢直樹の

番組に置き換えた果敢な挑戦が功を奏した結果

を拡げた結果、最終回の高視聴率に結び付いた

いでしょうか。
「半沢直樹」を見ることで、現実

恩返し」を放送するといった影響を受けました。

といえます。

ことがわかりました。

世界の我慢や不安が多い生活の溜飲が下る感

前作のヒットで事前の期待感はあったとし

覚が得られ、加えて、月曜を控えた日曜夜とい

ても、初回放送
（7月19日）
の21時台 PUT
（個人

う時間帯も相まって、明日からの活力につなげ

全体の全局視聴率）
が、前四週平均の同時間よ

たい生活者の気持ちと気分に合っていたのか

り2ポイントアップ
（関東）
しており、テレビ視

もしれません。

聴全体を底上げするほどの影響があったと考
えられます。

インターネットを使えば、いつでも、自分の

その前代未聞の番組が「半沢直樹」の視聴に

いつもの視聴者以外への新規獲得につなげる

どう影響を及ぼしたのかを全国の視聴の重なり

アプローチのひとつとして、違う企画や内容とす

から調べてみました。

るのも有効といえるのでないでしょうか。

第8話は、第7話から2週間後の放送になりまし
たが、結果からいうと、視聴の継続率は全く低下
せず、視聴者はしっかりと続きを待っていました。
ドラマ全10話と「恩返し」を合わせると、リア

見たいものが検索して見られる環境でも、日曜

ルタイムで全国の約6,948.8万人が番組に触れた

の夜「また一週間、頑張らなければ」という気持

ことになります。その中でも番組１本ずつの推定

ちを後押しするような番組、それを送り出せる

到達人数
（少しでも見た人の総人数）
をみると、実

#1〜7

テレビ放送の力を改めて感じたドラマでした。

のところ、
「恩返し」の方が、最終回を除いた、ド

いずれかを視聴

現実ではなかなか言えないことでも、真っすぐ

今後もこうした、生活者の気持ち、タイミン

ラマ各話
（#1～9）
の人数より多いのです。いつも

に相手の目を見て言い放ちます。また、あきら

グに寄り添った内容を放送し、気持ちを満たす

は見ていない人たちも視聴していたことがうか

めるしかないと思うような絶体絶命という中

時間を作る役割もテレビは担っていくのだと

であきらめることなく、時には敵をも味方にし

感じました。

なぜこれほどまでに視聴者に支持されたの
でしょうか。
主人公は、不条理の極みのような世界の中で、

ながら信念を貫く姿に、思い通りにいかない日

がわれます。
この“いつもは見ていない人”たちは、その後
どうなったのでしょうか。
視聴の重なりごとの到達人数を確認してみる
と、まず「恩返し」を見た人は全国で約2,767.4万
人
（Ⓐ）
、その多くは「半沢直樹」#1～7までの視聴
経験者
（Ⓑ）
で、#1〜7の非視聴者は約447.1万人
（Ⓓ）
いました。そのうちの約145.0万人
（Ⓔ）
は、後
のドラマ#8～最終回のいずれかを視聴しており、
「恩返し」がその後のドラマ新規視聴者獲得に少
なからず貢献していたことがわかります。これは、
これまで見ていなかったドラマを、終盤からでも
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「半沢直樹」と「生放送！半沢直樹の恩返し」

重複視聴状況（リアルタイム）
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「ドラマ#1〜10」
・
「恩返し」
いずれかを視聴 全体で約6948.8万人

#8〜10
1667.7
万人

約5812.8万人
362.5
万人

Ⓑ
Ⓐ

1969.8
万人

いずれかを視聴
約4471.4万人

Ⓔ

145.0万人

Ⓒ「恩返し」のみ視聴者
302.1万人

Ⓓ

Ⓐ：
「恩返し」
視聴者
（Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ） 約2767.4万人
Ⓑ：#1〜7を見て
「恩返し」
も見た 約2332.3万人
Ⓒ：
「恩返し」
のみ視聴者 302.1万人
Ⓓ：#1〜7を見ていないが
「恩返し」
は見た 約447.1万人
Ⓔ：
「恩返し」
きっかけの新規視聴者 145.0万人
集計期間：2020/7/19（日）～9/27（日）
全国32地区で集計

視聴判定：1分以上

この視聴の重なりの分析は、この10月より新しく加わった
集計メニューです。全国32地区を串ざしにして全国レベル
での重複視聴を確認することができます。
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Solution

「VR FACE」による調査データを用いたプロフィールエンリッチメント

自社ユーザーのプロフィールが分からない…

「VR FACE」
による調査データを用いた
プロフィールエンリッチメント

「VR FACE」開発の背景
企業が効率的なマーケティングを実施しよ

ケースはどの程度あるのでしょうか。

うと考えた場合、顧客ごとの特性に合わせて施

実際には、そのような微細な情報を保持して

策を打つということが一般的に行われていま

いるケースは稀であり、企業が単独で保有する

す。例えば「ライフスタイル…年収500万」
「メ

情報は限定的であることが一般的と考えられ

ディア接触…ドラマ好き」
「意識・行動…口コミ

ます。

重視派」という顧客特性が事前に判っていれ

このように限定的な情報しか保有できない

ば、それに合わせた商品をレコメンドし、また

企業へのマーケティング支援の方策として、

適切なキャンペーンを打つといったことが可

データフュージョンと呼ばれる手法を用いて

能となるでしょう。

不足しているデータ項目を疑似的に作り出し、

しかし「年収500万」
「ドラマ好き」
「口コミ重
視派」という顧客情報を企業が保持している

新たに作成されたデータ項目
（プロフィール情
報）
を活用するということが行われています。

顧客データベースに新たな属性・情報を付与
ACR/exサンプル a
女性

PMサンプル A
女性

33歳

その他
デモグラフィック特性

28歳

テレビ視聴パターン

ACR/exサンプル b
女性

37歳

月 火 水 木 金 土 日

テレビ視聴パターン

その他
デモグラフィック特性

その他
デモグラフィック特性

テレビ視聴パターン

ACR/exサンプル c
女性
※ひとりのACR/exサンプルが複数の
PMサンプルに紐付く場合もあります。

35歳

（例えば）プロフィール情報
「ドラマ好き」
「腰痛の悩みの有無」…付与
顧客
No.

性
別

年代

未既婚

ドラマ
好き

腰痛の
悩みの
有無

1

女

20代

未婚

好き

無

2

男

30代

未婚

好き

有

3

女

30代

既婚

嫌い

無

…

↓

↓

↓

↓

↓

その他
デモグラフィック特性

テレビ視聴パターン

「もしも自社ユーザーのプロフィールをもっと把握できていれ
しかし、このようなマーケティング手法が

ば効率的な施策が打てるのに…」
そのようなお悩みに対し、当社の調査データを利活用してプロ

年々通用しにくくなってきているという事実

や広告 ID などといった連結キーを媒介して、

フィールをリッチにすることが可能です。

もあります。個人情報保護の観点から微細な

個人プロフィールを付加し増幅していくこと

ソリューション事業局
ソリューション開発部
データサイエンスグループ

情報のやりとりを回避する傾向があることは

も可能です。しかし、この Cookie や広告 ID 自

ご存じでしょう。スマホや PC を利用したネッ

体の取得を行わないという方向に世の中が転

田村 玄

トサービスであれば、自社が保有する顧客 ID

換しつつあるのです。

今回は、調査データと AI を活用した サービスであ る「VR
FACE」を紹介します。
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とデータ提供者が保有する顧客 ID を、Cookie
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Solution

「VR FACE」による調査データを用いたプロフィールエンリッチメント

実際、Google は2020年に入ってから「サー

つまり今後の大きな流れとして、個人単位・

これらの技術は、当社が保有する大規模生

ト、テレビ、ラジオ、雑誌等への接触状況」まで

ドパーティー Cookie を段階的に排除する」と

明細単位といった微細なレベルのデータを外

活者データベース「ACR/ex」が膨大な項目を

微細にわたる情報項目が網羅されています。こ

いう声明を出しています。同様に、Apple につ

部に開示すること自体を困難、そしてその取

持っているためにできることであり、
「ACR/

のため一般的な第三者データでは判り得ない

いても「iOS14アップデートによる IDFA オプ

得自体を止めてしまおうと考える人々が多く

ex」に存在するプロフィールであれば基本的

レベルまで事象を深掘りしていくことが可能

なっていくと考えられます。

には何でも付与することができます。これら

であり、当社が展開するサービスの奥深さの源

※

でもお伝えした
トイン化」の記事 （P.27参照）
ように、近い将来データの連携が困難になって

当社でも顧客データをお預かりし、付加情報

項目の中には「意識、性格、気質、価値観、生活

泉ともなっています。また「ACR/ex」は単に巨

くることが想定されます。このため、冒頭に挙

を紐づけた状態でデータをお返しするという

嗜好、消費行動」といったものから、
「商品、ブ

大で項目数が多いというだけではなく、長年に

げたようなマーケティングを今後も実施する

サービスを従来より行っていますが、
「データ

ランドへの接触状況、旅行等のサービスへの接

わたる蓄積とデータ整備を経て常に最新の世

のであれば、Cookie に依存しない新しい手法

を預かるという行為」を伴うサービスモデルが

触状況」
「年齢、年収、未既婚、家族構成」
「ネッ

相を映す情報源ともなっています。

を考える必要があります。

困難になる可能性があるのです。

「VR FACE」で出来ること

「VR FACE」とは

それでは、
「VR FACE」を用いるとどのよう

やり取りをせずに「腰痛の悩みの有無」という

なことが可能となるのか、例を挙げて考えてみ

新情報を付与できる点が「VR FACE」の最大の

ましょう。

特徴となります。

このような課題に対するソリューションと

「VR FACE」は、お客さまが保有する ID にプ

して、当社では「VR FACE」(Video Research

ロフィールの付与を可能にするサービスであ

Fact and AI based Character Enrichment)

り、限られた情報を元に必要な情報を最大限増

例えば リラクゼーション / ボディケア / リ

というサービスを展開しています。

幅拡大することを可能とするサービスです。

フレクソロジー を全国展開するチェーン店を

に与えると、データベース「ACR/ex」に存在す

考えてみてください。このような業界では如

るデータの中から指定された項目を利用して、

何にリピート率を増やすか、そして固定客とし

機械学習による分析と探索を実施します。
「VR

て定着させるかということがビジネスの成功

FACE」は機械学習 /AI 的なアプローチにより

の鍵となっています。このチェーン店では近

最適解を導き出そうとします。

「VR FACE」の特長
当初の発想として「顧客リストを預かること
をせずに、当社データを付与することができな
いか」というところからスタートしたサービ
スです。そのため、お客さまの Web サイトへ
のタグ設置やローデータの授受を必要とせず、
お客さまが保有している項目のラインナップ
を開示してもらうだけでプロフィールの付与
が可能です。

特許
取得

Cookie レスソリューション

「VR FACE」でできること
■当社が保有する大規模データベース「ACR/ex」に
存在するプロフィールなら何でも付与ができる
■タグ設置・ローデータの共有等を必要とせず、
貴社で保有している項目のラインナップだけで
プロフィール付与ができる

さらに Cookie などの連結キーも必要とし
ないため、個人情報の取得が忌避されている昨
今の情勢下でも、冒頭に挙げたようなマーケ
ティングが従来同様に可能となります。

貴社が保有する ID すべて

に

（注1）

プロフィールの推定付与が可能となる！
注1 貴社が保有する各 ID ごとの “ 付帯情報 ” 量により精度・
付与可否が変わります

具体的には、選定された項目を「VR FACE」

頃来店されていない顧客の中から「腰痛で悩ん

機械学習による分析を実施すると「男性かつ

でいる人」を抽出し、そういった人々に向けた

50代ならば、腰痛度合いのスコアは3.8点」な

施策を行いたいと考えています
（P.23 図参照）
。

どといった項目の組み合わせごとの「腰痛度ス

この例の場合では、最初に顧客の特定・選別

コア」を導き出す機械学習モデルが構築されま

を行うために必要な情報を当社が受け取りま

す。このモデルを利用することにより「見込顧

す。ただし、このやり取りにおいて顧客データ

客」の度合いをスコアとして指標化することが

を授受する必要はなく、
「性別」
「年代」
「未既婚」

可能となります。単純な見込顧客としての可

などといったチェーン店が保有している項目注2

能性の「有」
「無」ではなく、スコア化すること

と、
「腰痛の悩みの有無」という付与したい項

により「4点台には A という施策」
「3点台には

目を選定します。

B という施策」
「2点台には無策」といったよう

従来であれば顧客データ（個人情報）を当社
がお預かりしてデータフュージョンなどの手

にアプローチを変えて効率的なマーケティン
グを行うことが可能になります。

法で項目を付与するケースですが、そのような

0 24
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注2 保有している項目は ACR/ex に存在している項目である必要があります
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Solution

「VR FACE」による調査データを用いたプロフィールエンリッチメント

「VR FACE」で用いる機械学習手法とは

また、お客さま側で保持するデータで利用可
能な項目が多ければ多いほど、より高い精度で

次に「VR FACE」の内部で用いている機械学

の欠点は「理由がわからないため、具体的な施

習の手法「決定木分析」について、簡単に説明

策を立てにくい」という点にあります。途中経

します。この分析手法は機械学習の中でも結

過において人間の理解と判断が必要とされる

果を解釈しやすいことが利点です。昨今 AI を

状況においては、過程が理解しやすい手法であ

用いた予測にも多様な手法が登場しています

ることが大切となります。
「VR FACE」ではこ

が、なぜそのような結果に至ったのかが判らな

のように解釈可能性の高い手法を用いて作ら

いものも数多く存在します。このような手法

れたサービスです。
50歳以上か？

YES

■2つの設問で、生命保険加入意向スコアを算出
スコア高グループ

18.4%

スコア低グループ

17.3%

■生命保険加入意向あり
■生命保険加入意向なし

17.7%
0%

NO

20%

*ACR/ex を4:1に分割、前者でスコア算

40%

60%

80%

100%

出モデルを構築、後者で推定し検証

肉食中心か？
YES

NO

NO

2.7点

5.3点

スコアが高いと
加入意向者の割合が高く、
スコアが低いと

■8つの設問で、生命保険加入意向スコアを算出
スコア高グループ

3.8点

スコアの高低に関係なく、
加入意向者割合は
ほぼ同じ

17.3%

全体ベース

女性か？
YES

結果を得られるということが判っています。

20.8%

加入意向者の割合が低い

17.9%

1.6点

スコア低グループ

13.5%

■生命保険加入意向あり
■生命保険加入意向なし

全体ベース

「VR FACE」の精度

17.7%
0%

次に「VR FACE」を用いて算出した結果につ

20%

*ACR/ex を4:1に分割、前者でスコア算

40%

60%

これは「VR FACE」によるスコアが、真の値を

を行うと、
「腰痛度スコア」が高いグループの

反映しているということになります。

方が「実際に腰痛あり」の割合が高いという結

検証してみると…
■
「VR FACE」による「腰痛度スコア」に基づき、顧客リストに
アプローチした場合のシミュレーション*結果
スコアが高いグループ
の方が、“ 腰痛あり ” の
割合が高かった

20.8%
10.2%
7.7%

026
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めとするオリジナルソリューションをご用意

Cookie レス / 広告 ID レスの時代においても

しております。ご興味をお持ちの方がいらっ

お客様が保持する ID にプロフィールを付与す

しゃいましたら、ぜひお気軽に当社営業担当ま

ることが可能となります。

でお問い合わせください。

ビデオリサーチでは、今後想定される個人情
報保護強化の流れに対して「VR FACE」をはじ

テレカンでのご案内など貴社のご希望に合
わせて対応させていただきます。

■腰痛あり

3.7%

0%

出モデルを構築、後者で推定し検証

まとめ
このように「VR FACE」を利用することで、

スコア低グループ

100%

果が得られています。

いて説明します。テストデータを用いて検証

スコア高グループ

80%

*ACR/ex を4:1に分割、前者でスコア算出

20%

40%

60%

80%

100%

※「iOS14アップデートによる IDFA オプトイン化」の記事は VRDplus 掲載

モデルを構築、後者で推定し検証
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「TVCM マッチメーカーズ」はじめました

「TVCM マッチメーカーズ」とは

コンテキストのマッチングを可視化する

「TVCMマッチメーカーズ」
はじめました

「TVCM マッチメーカーズ」は、テレビ番組

として再び注目を集めています。これは WEB

や CM が持つ「コンテキスト
（文脈）
」に着目し

ページ上のテキストを解析し、コンテンツに

たサービスです。デジタル広告では、古くから

合った広告を配信できる技術です。

コンテキストターゲティングという手法が使
われていました。昨今、3rdPartyCookie の問

この考え方をテレビにも応用したものが、こ
のサービスとなります。

題等から、Cookie に依存しない広告配信手法

テレビ番組や CM などの
「コンテンツ」の「コンテキスト」に着目する意味
進んだ環境下では、コンテンツ視聴チャネルの

まなメディア、特にテレビメディアの価値を示

フラグメンテーションが進んでおり、コンテン

し、クライアントのマーケティング活動や、ビ

ツそのものの価値をどう示すかがとても重要

ジネスの成長をお手伝いしてきました。

になるからです。

しかし、昨今では、あらゆる業界のデジタラ

一般的な質的指標は、誰がどのように感じた

イゼーションが進み、テレビを中心とするマス

か、
「人」が起点になっています。例えば、F1層

メディアにおいても、様ざまなデータと、それ

が高く評価する番組と、M3層が高く評価する

を用いた価値の描き方が生まれています。

番組の傾向は、確かに異なります。もちろん今

視聴率は、すごく単純化すると、テレビを誰

後もこの視点はなくなりませんが、生活者が多

がどれくらい見たかという量的な指標です。

様になり、1人が何色もの顔を持つようになっ

この度、テレビコンテンツのコンテキストマッチングが行えるオリジナ

一方で、コンテンツの質的評価指標のニーズ

た時代に、
「人」を起点としたターゲティング

ルサービス「TVCM マッチメーカーズ」をローンチしました。本サービ

も常にあります。当社には「番組カルテ」とい

の限界や弊害が生まれてきているのではない

スでは、番組と CM、番組と番組など、コンテンツとコンテンツの相性＝

うデータがあり、番組好意度などを指標化して

か。ターゲットだけでない、
「コンテンツ」その

コンテキスト
（文脈）
のマッチ度合いを、AI や自然言語処理技術を用いて

いますが、これも質的指標の一つです。質的指

ものに着目した軸も必要と考えました。

「マッチスコア」として定量的に表現することを可能にしました。放送局・

028

ビデオリサーチは視聴率を始めとして様ざ

広告会社・広告主の皆さまのメディアプランニングやマーケティングア

企画推進局
メディアビジネス推進部

クションの精度を高めることにお役立ていただけます。

小木 真
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標や評価は、数多く研究・提供されているもの
もありますし、当社でも引き続き注力すべき

今回、サービス開発を始めるにあたり、当社
ではひとつの仮説を立てました。

領域と考えています。なぜなら、デジタル化の

029
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「TVCM マッチメーカーズ」はじめました

［ 仮説 ］このコンテンツのファンは、同じようなコンテキストであれば、この広告も好きになるのでは？
コンテンツを分解するといくつかの要素に分

それぞれのコンテンツが持つコンテキストが

けることができます。出演者、内容、使われてい

マッチしていれば、お互いの情報を受け入れや

る音楽、文字情報など、そしてそれらを複合的に

すくなる、つまりマーケティング効果も高まると

繋ぎ合わせたものがコンテンツです。この繋ぎ

考え、テレビコンテンツに応用できるようにした

合わせたものは、コンテンツのストーリーとも

ものが、ビデオリサーチのコンテキストマッチン

言えるし、文脈＝コンテキストとも言えます。

グサービス「TVCMマッチメーカーズ」です。

ビデオリサーチの新指標「マッチスコア」

やすいですが、出演者だけでなく、カフェで飲

際の印象である視聴感などの項目も含めてい

み物を飲んでいるシーンといった、テレビ番組

ます。

や CM のシーン・場面設定やそこに登場してい

これらの複雑で膨大なデータからスコアを

るものなど、様ざまな構成要素も加味して共通

算出するために、当社では、AI や自然言語処理

性を算出します。スコア算出に用いるデータ

の技術を用いた「TVCM マッチメーカーズエン

には、それぞれのコンテンツの詳細かつ大量の

ジン」
（特許取得済）
を開発しました。これによ

メタデータに加え、当社で長年蓄積してきた調

り、
「マッチスコア」を算出することが可能と

査データによるコンテンツ評価指標、視聴した

なりました。

「TVCM マッチメーカーズ」の使い方

「TVCMマッチメーカーズ」では、テレビ番組

てコンテキストがマッチしている状態とは、それ

やCMにおける「コンテキスト」をコンテンツの

らの構成要素の共通性が高い状態と定義し、そ

構成要素、例えば出演者や内容などといったいく

の度合いを定量化・指標化しました。それがこの

つかの要素による関係性と定義しています。そし

サービスで提供する新指標「マッチスコア」です。

テレビコンテンツにおける
コンテキストって？

テレビ番組やCMなど放送コンテンツの構成要素（出演者や内容など）
における関係性

コンテキストが
マッチしている状態って？

前後のコンテンツと共通する構成要素が多い状態

コンテキストが
マッチすることによる効果は？

よりマーケティング効果が高まる

本サービスは、お手元で集計が可能なサービ

主なユースケースとしては、テレビ CM を流し

スアプリの提供、個別課題での分析やレポー

たい、広告枠を売りたいといった放送局・広告

ティング、また、お使いのシステムに連携す

会社・広告主の、以下のようなシーンでの活用

るなどでもご利用いただくことが可能です。

を想定しています。

主なユースケース

「マッチスコア」
として指標化

*次々項参照

・TVCM のメディアプランニングやバイイングの一指標に
・タイムセールスのアタックリスト作成に
・放送局のキャッチアップ広告での商品開発に
・放送局の番組宣伝のプランニングに

サービスの使い方
（CMから番組を選ぶ場合）
INPUT

ENGINE

OUTPUT

CM情報をインプット

コンテキストを解析

CMにマッチする番組をアウトプット

特許取得済み

番組メタデータ
● CMメタデータ
● 番組カルテ
● クリエイティブカルテ
●

商品カテゴリ
● 出演者
● 内容メタデータ
●

ID

番組名

マッチスコア

1

A

72

2

B

67

3

C

64

「マッチスコア」は、偏差値化していますので、50・平均 / 60以上・高い / 70以上・非常に高い、ことを表します。

030

コンテキストがマッチしている具体例とし

出ていて、その後に流れる CM に同じ A さんが

て、例えばテレビ番組に A というタレントが

出演しているといった例は誰が見ても分かり
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広告会社や広告主の方を想定したユースケース
例えば、放送したい CM にコンテキストがマッチした番組で出稿したい場合、CM 情報（出
演者や企業名、内容やシーンのテキスト）
をインプットすると、
「TVCM マッチメーカーズエン
ジン」でコンテキストを解析し、マッチする番組を抽出。

放送局の方を想定したユースケース
自局のテレビ番組にどんなコンテキストの CM がマッチしているのか、どういったクライアン
トにセールスをするとよいのかを調べたい場合、番組情報（番組名や出演者名、コーナー内容
やシーンのテキスト）
をインプットすると、その番組とコンテキストがマッチしている CM を
抽出。また、番組宣伝のプランニングをしたい場合、番組同士のマッチスコアの算出も可能。
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「TVCM マッチメーカーズ」はじめました

「マッチスコア」が高いほどマーケティング効果は高まる

テレビメディアの新しい価値証明の切り口を目指して

そもそもコンテキストがマッチしているとど

テレビメディアは、多くの生活者に圧倒的に

現在、当サービスや「マッチスコア」を広く

い価値の発見や、生活者に適切に情報が届け

のような意味があるのか、本当にマーケティン

早く同時にメッセージを届けることができる

使っていただくための各種スキームを用意し

られる一助になり、その結果、テレビビジネス

グ効果が高まるのか、当社が独自でブランドリ

メディアです。さらに、コンテキストを加味し

ています。また同時に、品質の向上を継続的に

に関わるメディア、企業の皆さまのビジネス拡

フトサーベイを実施した結果、コンテキストが

たプランニングを行うことで、マーケティング

行っています。放送局のご協力もいただきなが

大にも繋がることだと考えています。

マッチしている TVCM に接触した生活者の方

ファネルにおけるミドルファネル部分の効果を

ら、コンテンツのマッチスコアを算出する材料

そのためには、このサービスを広く使ってい

が、興味関心・購入意向といったブランド関与

高めることができるのではないかと考えます。

となるメタデータをさらに拡充し、計算ロジッ

ただくことが必要です。サービスアプリのご

クの改良を行っています。AI で出した計算結

利用はもちろん、このサービスのコアとなる

果は肌感に合わない、説明がしづらいといった

「TVCM マッチメーカーズエンジン」は、外部

指標がより高まることが確認できています。

声があがることもありますが、皆さまのフィー
マッチスコアが低いグループ
マッチスコアが高いグループ

分野

ブランド
好意度

設問

商品・ブランドを
どの程度お好きですか。

ドバックを得ながら、改良を続けています。
飲料メーカー様

外食FF様

機能性緑茶

新商品

商品A

1.31

倍

商品B

1.16

興味・関心をお持ちですか。
商品・ブランドについて
どの程度知りたいですか。

ビメディアの新しい価値を示すひとつの切り

当サービスのご利用、また当 API を活用した
サービスやアプリ開発に興味がございました
ら、ぜひお気軽にお問合せください。

口となって、これまで気づいていなかった新し
デモアプリがご覧になれる「TVCM マッチメーカーズ」ポータルサイトを準備中です。
（11月中旬予定）

倍

VR Digest plus

商品・ブランドにどの程度、
興味・関心

ただ最も大事なのは、このサービスが、テレ

のサービサーとの API 連携も可能です。

1.12

1.23

1.23

1.24

倍

倍

https://www.videor.co.jp/digestplus

＊こちらにも当サービスのコラムや関連記事を
随時アップしていきます。ぜひご覧ください。

次回購入／利用する際に、
以下にあげる
購入意向

商品・ブランドをどの程度
購入／利用したいと

倍

倍

思いますか。
* 2020/1/16~1/31に放送された CM10素材について、ブランドに関する調査を実施。有効回答数 (N)=2,446s。
** 回答者が CM に接触した時点のマッチ度を期間内で平均し、回答者の CM 接触マッチ度を算出。平均 +1σを閾値と
して高低を判定。
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生活行動を
変えるほどの番組
現在、ドラマ台本の執筆中です。テレビ朝日

をしていたものの、この時代に、リアルタイム

したね。TVer で視聴された数はもちろん、ト

で見させよう ! という根性が凄い。

レンドの上位に入っている言葉とかみると、ド
ラマを見たくなります。

僕の知り合いで20代の IT 企業の社長がいて、

く、バラエティーも。
もしかしたら地上波バラエティーにもシー
ズン制を導入していけば、とんでもなく熱の高

その会社は全員20代で、社長は友達と一緒に

いものが生まれるのかもしれない。1シーズン

住んでいる。そんな人たちが半沢直樹見たさに、

10本。評判が良かったものだけ、シーズン2以
降を作っていく。

で放送中の「先生を消す方程式。
」というドラ

僕のドラマはテレビ朝日で土曜23時台。な

マで田中圭君主演です。東大進学率が結構高

ので、もちろん視聴率が低いのは嫌ですが、そ

テレビを買ったというんですから。毎回「面白

い高校があり、僕の知り合いの A 君はそんな学

れ以上に、どれだけ話題にするかが勝負かなと

くて仕方ない」というんです。

校に通っていました。こういう学校の生徒は

思っています。話題になれば、そのあとの TVer

彼らがこんなにまでテレビに熱狂すること

初からゴールを作りバラエティーを作ってい

先生より勉強が出来てしまうので、先生を追い

でも視聴されるし、結果的にリアルタイムに

はなかったはずなんです。この時代にそれを

けば、今の時代に、怯えることなくもっと大振

込むようなケースもあるらしいんです。授業

戻ってくるだろうと。

させたというのは、素晴らしい功績だなと思っ

りしたバラエティーが増えるのかもしれない。

中、間違いを指摘したり、授業を聞かなかった

今回、7年ぶりに「半沢直樹」の新作が放送さ

り。それで心が病んでしまい、辞めていく先生

れましたが、あの頃とはテレビを取り巻く状況

がいたと。そんな学校を舞台にした教師モノ

が大きく変わっています。日本では Netflix も

今、現在ドラマの脚本を書いている自分と

がおもしろいなと。田中圭君がそんな学校に

まだ始まっていなかった。YouTube もこんな

しては、中途半端な作品を作りたくないなと。

赴任してくるところから始まる物語。

ブームになっていなかった。テレビを視聴す

バットを長く持ち、ホームランかとんでもない

る人ももっと多かったはず。その中で、視聴率

空振り。空振りだとしても、その空振りの仕方

言ってしまえば「先生モノ」なんですが、全

を買ってまでも見るんだなと。

はもちろんですが、放送中から毎回トレンドを

で話題になるような空振りを ! それを合言葉

て。テレビ朝日も、田中圭君側も、よく OK し

独占していました。

にして作っています。

テレビドラマ、沢山作られていますが、いよ
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ゴールがないからバラエティー。だけど最

ています。と同時に、超面白かったら、テレビ

部の物語を通して、ある仕掛けを作っていまし
てくれたなと思います。

034

いよ視聴率だけが評価の対象ではなくなりま

そしてすごいのは、見逃し配信をしてこな

テレビを買ってまで見たくなる作品を作る

かったところ。最終回直前に全話見逃し配信

ことは出来るんだと。そしてドラマだけでな

毎月更新
今回紹介した「鈴木おさむ の WHAT’S ON TV ?」は
Webメディア「Synapse
（シナプス）
」でも
掲載されています。
ぜひあわせてお読みください。
https://synapse-magazine.jp/
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リサーチボーイたちがリサーチデータをお届け

# 001

「コワ～イ、
ホラー映画が
好きな人ってこんな人！」
の巻

日本に住む統計学専攻の

キツツキ型 AIロボであり、リサー

こまれた特派員。派遣先は

女子大生。卒業後はアイ

チボーイの相棒。データ管理を

地球を含む銀河7丁目と呼ば

ドルになることを夢見て

得意とする。怪我をしていると

れた地域である。マシント
ラブルの影響で地球に落下
した。お調子者で頭は良く
ないが、悪い奴ではない。

いるが、歌唱力・リズム感
は皆無。

ころをリサーチボーイに拾われ
て、それを恩義に感じているの
で、おバカなリサーチボーイを
むげに出来ないでいる。

データ紹介 その2
ホラー映画好きを比較すると、くら
しに関する意識では「好きなことは
とことん追求する」
「結婚にとらわれ

おやおや、リサーチボーイたちが何やら盛り上がっていますね。

個人全体

個人全体つまり一般的なスコアと、
くらし意識

ここでは ACR/ex データを中心に、当社保有のマーケティングデータの一部を紹介します。

惑星マーベラスからおくり

ない生き方に共感」や、ファッション
意識だと「人と違う格好をしてみた
い」といった項目が特徴的なんだ。ホ

家で過ごすのも飽きてきちゃった…。さっちんは何してるの？

ラー映画好きな人は、趣味やライフ
スタイルにこだわりを持って自分の

私は家でホラー映画を見てる ! 秋の夜長におすすめよ。

感性を大事にしている人が多いよう
にみえるね。

さっちんって “ ホラ女 ” なんだ、意外～。

ファッション意識

最近、肌寒くなってますます家にこもりきりだなぁ。

ホラー
映画好き

（%）
差分
±5pt 以上

好きなことは
とことん追求する

60.0

69.2

9.2

結婚にとらわれない
生き方に共感

40.6

49.7

9.1

今までとは違った
生き方をしたい

39.1

47.7

8.6

人と違う格好を
してみたい

28.9

40.0

11.1

新しいことを
やってみるのが好き

36.6

44.9

8.3

ファッションの好みは
はっきりしている

56.9

63.7

6.8

データソース：ACR/ex 2019 4-6月 , 全国7地区

ホラー映画って男性、特に “ 働き世代 ” に人気があるんだよ。

それにホラー映画にはストレス解消の効果もありそうなんだ。

データ紹介 その1
ホラー映画に関心がある人、いいか
えるとホラー映画が好きな人のプロ

（%）

「ホラー映画に関心アリ」プロフィール
■ 男性

40.0

19.3

16.7

いんだ。年代としては男性35～49歳

14.9

5.8

11.9

いかな。

〜

12

歳

19

そんなぁ !!

9.1

4.1

のF1層の占める割合も多いから、働き
世代に好まれているといえるんじゃな

リサーチボーイにイラッとしたときに見ることが多いかも～

〈 男女比 〉

18.2

いわゆる M2層に人気があるんだね。
男性ほどではないけど、女性20～34歳

見終わったときにはスッキリした気分になれるの。そういえば

60.0

■ 女性

フィールをみると、女性より男性が多

たしかに！私もホラー映画を見ているときはすっごく怖いけど、

〜

20

歳

34

〜

35

歳

49

歳

19

歳

34

歳

49

〜
〜
〜
12
20
35
〈 性・年齢構成比 〉

〜

50

歳

69

〜

50

歳

69

今回のデータは「VR Digest+」に掲載された記事の一部です。
ぜひあわせてお読みください。

（%）

「恐怖を楽しむ『ホラ男・ホラ女』の深層心理」
https://www.videor.co.jp/digestplus/media/2020/08/39652.html

データソース：ACR/ex 2019 4-6月 , 全国7地区
©Video Research Ltd.

へぇ～みんなすごい ! ぼくは怖くて最後まで見られないよ…

編集後記

“ ウィズコロナ ” も、早10か月が経過しました。緊急事態宣言以降、劇的な環境変化を経て、新しい生活様
式に移行しつつある方も多いかもしれません。11月に入り、朝晩冷える日も増えてきました。気を張り詰

ホラー映画が好きな人はリサーチボーイとちょっとタイプが違うかもね。

めて過ごした疲れが出る時期ですから、体を休めて秋の味覚で元気を取り戻したいものですね。

実は、考え方にもおもしろい特徴があるんだよ。

本号で紹介した「VRFORUM 2020」ですが、オンライン開催でも例年以上に有益な時間となるよう、多く
の方々にご参加頂けるよう準備を進めております。ご期待ください。
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