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はじめに 

「JIAA ネイティブ広告部会」は、2014 年 8 月に、「ネイティブアド研究会」とし

て発足。メディア、インターネット事業社、広告会社、調査会社の垣根を越えた推進

メンバーの活動の下で 2015 年 3 月、「インターネット広告倫理綱領及び掲載基準ガ

イドライン」の改訂版、及び「ネイティブ広告に関する推奨規定」を発表した。いわ

ゆる「JIAA ガイドライン」と呼ばれ、業界全体へ広く浸透するとともに、ステルス

マーケティングへのアンチテーゼとして、世論をよぶきっかけとなった。同年 7 月、

現在の名称に変更、現在に至るまで、計 10 回の主催セミナーを実施し、そこでは先進

の理論やケーススタディが共有された。延べ参加者数は 2000 名を超えたが、その顔

触れとしてはネイティブ広告のサプライサイドのみならず、広告主も多く含まれてお

り、いずれも高い関心が寄せられた。 

ネイティブ広告とそのビジネスに興味が寄せられる理由としては、国内インター

ネット広告市場 20 年という、ターニングポイントにおける、新たな期待が込められて

いるといえる。時同じくして、スマートデバイスにおけるインターネットアクセスが

PC のそれを超え、高度なターゲティング技術による広告が台頭している。広告がよ

りパーソナライズされるがゆえに、それを生活者が回避する術も現れている。ネイ

ティブ広告はその名の由来にあるとおり、メディアとその読者に寄り添い、新たな広

告体験を提供しうる手法である。本部会の活動は、国内におけるネイティブ広告のあ

るべき姿の策定と啓発から始まり、それは今後も継続していく。それと両輪で取り組

んでいるのが、広告効果の証明であり、それが市場の期待に応え、ビジネスを拡大し

ていくものと信じている。 

2 年余りの活動の中では、ネイティブ広告に関するグローバルスタンダードと、国

内事情との照合が繰り返し行われてきた。それは各プレイヤーのリソースとビジネス

のスケーラビリティを考慮しながら、推進していくためである。そこで、本書では改

めて、ネイティブ広告の主体を汎用性が高い「広告枠」と規定させていただいた。そ

のうえで、コンテンツの役割や類型についてもふれている。そして、ネイティブ広告

の正しい運用についての提言はその両者をカバーするものとする。 

最後にこの場をお借りして、本部会の活動集大成ともいえる「ネイティブ広告ハン

ドブック」を発行するにあたり、そのイニシアティブを執られた高広伯彦リーダー、

セミナーの運営指揮を執られた太田滋リーダー、そして、各推進メンバー、協力企

業・関連団体各位に厚く御礼申し上げたい。 

ネイティブ広告のこれからが、広告主、メディア、生活者をともに豊かにするもの

と祈念して。 

ネイティブ広告部会 座長 

長崎 亘宏  
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Ⅰ. 「ネイティブ広告」とは何か？ なぜ注目されるの

だろうか？ 

マス広告と比べて格段に新しい広告の世界であるネット広告の世界は、新陳代謝が

激しい世界でもあることを我々は目の当たりにしている。世界で初めてのスパムは

1978 年の 3 月に生まれ、80 年代には「パソコン通信」におけるポータル画面の中に

クリックすることがまだできない“画像広告”が誕生している。当時は企業各社が

“ホームページ”なるものを持っていない時代だったから、「クリッカブル」という仕

様は必要がなかった。1993 年、米国の Global Network Navigator というポータルがと

ある弁護士事務所へ提供した広告が、世界で最初のサイトへリンクする「クリックで

きる広告」だと言われる。そして翌 1994 年には HotWired という米国のメディアが

“バナー広告”という名前で AT&T に対して広告枠を販売した。アドサーバーは 1996

年に急速に普及期に入り、そして同じタイミングでバナー広告枠のサイズの標準化

（のちの「IAB スタンダード」）が進む。日本では、ほぼ同様の時期にポータルサイ

トが次々と立ち上がり、広告会社各社がメディアレップを作り、そして国内のネット

広告市場が拡大していく。日本のデジタル広告業界の始まりはこうした動きが次々と

起きた 1996 年であると言われており、2016 年にはちょうど 20 年の歳月が経ったこ

とになる。 

この 20 年の間に、様々なネット広告の仕組みが出現してきた。最も原始的なところ

でいえば、“バナー広告”の時間帯別配信から始まり、デモグラフィックなターゲティ

ングという広告配信に関わるもの。次に、Flash や JavaScript がもたらした“リッチメ

ディア”と呼ばれた動的なネット広告などの広告フォーマットに関するもの。そして検

索連動広告やソーシャルアドのようなユーザーが利用するプラットフォームそのもの

が新しく、そしてそれらの仕様にあった形で掲出される広告形態。そして PC から

フィーチャーフォンからスマートフォン／タブレットに至るモバイルまで、デバイス

の多様化によるネット広告の多様化。RTB やプログラマティック、PMP といった言

葉で語られる広告取引の変化。すでにネット広告の歴史は相当のページ数を持って書

けるくらいになってきている。 

そして「ネイティブ広告」。業界関係者であっても、「また新語の登場か」という

反応もあれば、「それは今までの記事体広告やタイアップと同じじゃないのか？」と

いう懐疑的な見方も多い。例えば後者であれば、「そもそも記事体広告やタイアップ

というのは米国などではなかった広告慣習だから、日本のほうが先を行っている」と
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いう誤った認識まで拡がっている。実際は、「ネイティブ広告」の主体は「広告枠」

であって、記事体広告やタイアップのこと自体を指しているのではない。上述したよ

うなネット広告の歴史変遷の中で、「ネイティブ広告」ほどその実態が理解されにく

いものはないのではないだろうか。 

その背景には、そもそも「ネイティブ」という言葉が日本人にはピンと来ない単語

であるということもあるかもしれない。「native」を英語辞書で引くと、「土着の」

だとか「その土地固有の」、「その土地で育った」といった意味が出てくる。「ネイ

ティブスピーカー」というのはすでにひとつの言葉として日本語化しているようなも

のではあるが、「ネイティブ」が「広告」に結びつく言葉になると「？」となってし

まう。では、「ネイティブ」という言葉の反対はどういった言葉か？ それは「エイリ

アン」がそれにあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

「ネイティブ」と「エイリアン」は対になる言葉で、より具体的に説明すると、

「native species」と「alien species」というような使い方をされる。前者は生物でいう

「固有種」、後者は「外来種」である。つまり、その地域にそもそも居なかったはず

の、アメリカザリガニやカミツキガメ、ブラックバス、チュウゴクオオサンショウウ

オ、ライギョ、などの外から来た生物を指す。この概念を当てはめて考えてみれば、

「ネイティブ広告」という言葉を理解する前に、従来の広告は「エイリアン広告」で

あった、という風に考えることもできる。つまり、その「土地」（＝ユーザーが訪れ

たメディア、コンテンツ）に対して、広告は「エイリアン」すなわち邪魔者として機

能していたのかもしれない。 

もともと「広告」は嫌われものであるという考え方は、古くからあっただろう。む

しろ「広告」は視聴者が見ているテレビ番組や読者が読んでいる新聞や雑誌記事の合

間にお邪魔している存在として、先達の広告人たちは考えていた。それゆえに「広告

ネイティブ エイリアン

その場所に根ざした 外来のもの・異物

「ネイティブ広告」は、媒体のユーザー体験に合わせた広告

という意味から…



JIAA ネイティブ広告ハンドブック 2017 

5 

は文化でなければいけない」ということや、「見てもらうための広告」ということを

日夜考え、「コンテンツとしての広告」は進化してきた。またネット広告は、ユー

ザーの興味関心のタイミングすらもターゲティングができるので、その興味関心に合

わせて広告を出そうという仕組みもある。これらは、「嫌われないようにする為にど

うするか？」、「嫌われないタイミングはいつか？」を考えて企画されたが、最近の

ネット広告は、オーディエンスターゲティングの進化でターゲットユーザーへのリー

チは獲得しやすくなってきているものの、ともするとユーザーに嫌われる危険性を大

いに孕んでいると言える。 

そうしたネット広告業界の動向に対して、ユーザーは情報行動を変化させ、デバイ

スを持ち替え、広告を忌避する行動にも出だしている。米国の調査によると、1996 年

には“バナー広告”の平均でクリック率は 2％以上あったが、2012 年以降は 0.04％を

切るようになっているという。ネット広告においては、クリック率とは当該広告への

ユーザーの興味を表す指標だと考えることもできる。つまりこの数字の劇的な低下は、

そもそもネット広告はユーザーの関心を引かなくなってきているということを指して

いるのだ、と認識しなければならない。 

その背景を理解するものとして 2 点挙げておきたい。まず 1 つ目は、ユーザーの

ネット利用環境は急激にモバイル、とりわけスマートフォンへのシフトが進んでいる

こと。このことが従来型のネット広告において困難な状況をもたらしている。今まで

フィーチャーフォンやスマートフォン向けに提供されてきた広告は、PC の広告の世

界で提供されてきたものを、それぞれのモバイル環境用に転換したものである。もと

もと PC の広告は、“IAB”（米国に本拠地を置くインタラクティブ広告業界団体の

Interactive Advertising Bureau）がネット広告の取引が行いやすいようにバナー広告の

サイズなどのフォーマットを「IAB スタンダード」として標準化している。この

フォーマットは PC 用の仕様なので、デバイスの画面サイズの小ささや通信環境から

するとスマートフォン向けとはいえない。2 つ目は、ユーザーの広告忌避の問題。こ

れはスマートフォンの世界で増える「アドブロッカー」として現れてきているが、

ユーザーが画面のどこを見ているかを調べるヒートマップ調査においても、記事部分

は読むけれども広告設置箇所は見事に避けられているという結果があちこちで出てき

ている。つまり、積極的な広告忌避行動と無意識的な広告忌避行動の 2 つがすでに起

きてしまっているのである。 

ウェブサイト上の広告を強制的に排除するツール（アドブロックツール）を利用す

るインターネットユーザーが海外を中心に増えていると言われる。こうした状況が生
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まれた背景のひとつとして、とりわけ欧米において大量の広告をやみくもに表示させ

るウェブサイトが増加していたことが指摘されている。実際に、インターネット広告

市場は年々拡大の一途を遂げ、広告の絶対数も著しく増加した。各々の広告がイン

ターネットユーザーから注目を集めようと熾烈な競争をしている今日、インターネッ

トユーザーのオンライン活動を直接的に邪魔してでも広告に触れさせようとする考え

方が一部のウェブサイトで採用されているのは事実であろう。そして、そうしたアプ

ローチへの嫌悪感がアドブロックツールの利用を拡大させている。 

一方で、従来広告が目指してきた方向性は上記の考え方とは全く異なる。受け手に

とって快適な形式で有用な情報を提供することで、企業のマーケティング課題を解決

する。新しい製品やサービスが生活者の日々の暮らしをより豊かにできるよう、企業

と生活者の間の情報のやり取りを促進する。機会があるごとに新しい表現技法を開

発・提案することで、生活者目線での社会的風景に新しい色を添える。チャリティ広

告や意見広告などを通じて社会への建設的提言を行うための公的な空間を創り出す。

こうした広告の方向性はインターネット時代にも何ら変わるものではなく、とくに昨

今のモバイルデバイスへのシフトはインターネット広告に対するそういった要請をむ

しろ強めていると言える。デスクトップの大型ディスプレイを前提とした広告の仕

様・設計がモバイルデバイスにも転用された結果、比較的小さなスマートフォンの画

面が広告に占有され、表示速度も遅くなるなど、ユーザーのオンライン体験を大きく

阻害するケースが発生しやすくなった。スマートフォンの高機能化に伴い、モバイル

デバイス向けの広告に期待される役割や重要性が飛躍的に高まった。モバイルデバイ

スに最適化された新しい広告のあり方が過去に無いほど強く求められる時代に入った

のだ。 

そうした時代にネイティブ広告という概念が生まれたことはある意味で必然と言え

るだろう。ユーザーのオンライン活動を阻害するのではなくむしろ促進させながら、

より自然な様式で広告メッセージを伝える姿勢をネイティブと捉えるなら、モバイル

時代における最適な広告フォーマットの探求こそがネイティブ広告のあり方とも言え

る。 

このような進化を目指す広告業界での動きとしては、幾つかの広告および広告関連

企業やアプリ開発企業によって構成される「受け入れられる広告宣言」（Acceptable 

Ads Manifesto https://acceptableads.com/ ）や、IAB による「LEAN」と呼ばれる取

り組みが展開されていることは注目に値するであろう。IAB の「LEAN」は、Light

（軽い）、Encrypted（暗号化されている）、Ad choices support（広告を見る見ない

https://acceptableads.com/
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やターゲティングに関するユーザー側の選択権）、 Non-invasive/Non-disruptive

（ユーザー体験を邪魔しない）の略で、米国の業界団体が積極的にユーザー主義を打

ち出した広告指針である。たとえばウェブサイトのコンテンツを広告で隠さないこと

や、クリエイティブにおける動的要素の制限、プライバシーの保護など、広告がコン

テンツと共存するための具体的な要件が詳細に定義されている。これら「Acceptable 

Ads Manifesto」も「LEAN」もユーザーからの支持を広告はどのように取り付けるべ

きなのか、という業界内運動といえる。 

ユーザーによる広告忌避や広告効果の低下という向かい風はすでに起きている。そ

れに対して、広告主、媒体社、広告会社、アドテクノロジー企業、そしてそれに関連

する企業を含む広告業界はどう立ち向かうべきなのか？ いかにしてユーザー主義で

ユーザーの体験を妨げないことと広告効果を両立させることができるのか？ そのひと

つの答えが「ネイティブ広告」なのだ。 

従来型の広告について、先人たちはいかに「広告をコンテンツにするのか」に努力

してきたと述べた。今度は我々が、ユーザーの広告忌避という逆境の中、彼／彼女ら

に嫌われないように、いかに「コンテンツを広告にするのか」という発想の転換を行

い、努力していかねばならない。「ネイティブ広告」とは、単純に新しい広告フォー

マットなだけでなく、広告に関わる全員に対して、「ユーザーに嫌われない広告とは

何か？」を考えさせる機会と、そして結果としての高い広告効果を我々に与えてくれ

る（嫌われている広告、見られない広告では効果が出なくて当然である）。いわば、

「ネイティブ広告」というのは、真の意味でユーザーファーストな広告であり、「業

界」としての要請の結果出てきたものではなく、「時代」の要請として出現した広告

のひとつだと理解し、関係者が総出でこの普及を進めることが求められる。 

業界とユーザーとの Win-Win、高い広告効果の提供による、媒体社と広告主の

Win-Win など、ポジティブな要素が「ネイティブ広告」には満載だ。それらを示すた

めに、ネイティブ広告の類型、効果への考え方、効果仮説など、次章以降で触れてい

くが、ネイティブ広告をより実務的に理解し、現場で利用してもらえるような知識と

知恵を提供することをこのハンドブックでは目論んでいる。 

本ハンドブックは、媒体社、広告会社、メディアレップ、アドテクノロジー企業な

どの広告サービス提供者側はもとより、実際に広告キャンペーンを実施する主体者に

なる広告主も含め、幅広い読者を対象にして広告に絡むあらゆる人々に「ネイティブ

広告」を享受していただくために作成した。ぜひ活用いただきたく思う。 
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Ⅱ. ネイティブ広告の取引モデル 

A. 「ネイティブ広告」という「広告枠」 

本書で最初に明確にしておきたいのは、「ネイティブ広告」の主体は「広告枠」

であるということ。それも、従来の広告枠のように、サイトのデザイン上、「編集

記事エリア」と「広告エリア」が明確に分断された状態になっているようなもので

はなく、「編集記事エリア」も「広告エリア」も融合しているような「広告枠」を

指すということ。このことが、「ネイティブ広告とは、サイトのデザインになじん

だ広告」と言われる所以である。 

また、日本においても「ネイティブ広告」の主流となっているインフィード広告

やレコメンドウィジェットは、基本的には「コンテンツに誘導する広告枠」である

（ただし、アプリ紹介サイトでアプリインストールにつながる広告、レストランガ

イドでレストランの紹介が出てくるなど、そのサイトやアプリが与えるユーザー体

験がコンテンツでない場合、コンテンツ以外に誘導されるネイティブ広告もあるが、

やはりユーザーにとって期待されるメディア体験と広告が同様なものとなってい

る）。しかし先述したように、日本では「ネイティブ広告」と「記事体広告／タイ

アップ」が混同されており、「ネイティブ広告」の主体が「広告枠」であるという

理解がまだ定着していない。 

「ネイティブ広告」の世界では、制作元やホスティングなどの違いによって誘導

先のコンテンツの種類を、（１）「スポンサードコンテンツ」という媒体制作のコ

ンテンツと、（２）「ブランドコンテンツ（ブランデッドコンテンツ）」（以下、

ブランドコンテンツ）という広告主制作のコンテンツの 2 つに分けて説明すること

ができる。 

（１）は、媒体社側の制作チームが広告主企業の提供を受けて作ったコンテンツ

であり、媒体社のサイト（メディア）の中に設置される。従来の「記事体広告／タ

イアップ広告」と違うのは、それらが企業が広告をしたい商品やサービスを詳しく

説明する話法になっているのに対し、「スポンサードコンテンツ」は（媒体社が作

るからこそ読者のことを考えた）よりコンテンツとしての「読み物」的な要素が強

くなっている傾向がある。一方、（２）「ブランドコンテンツ」とは、広告主企業

が自ら制作しているコンテンツを指す。例としては、企業ブログの記事、ソーシャ

ルメディアの公式アカウントに投稿される記事や写真・動画、動画共有サイトの公

式チャンネルにアップされた動画などのコンテンツがそれにあたる。一般的に「ブ
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ランドコンテンツ」の掲出先は、自社のオウンドメディアや各種ソーシャルメディ

アの公式アカウントや動画共有プラットフォームの公式チャンネルとなっているが、

こうした「ブランドコンテンツ」を見てもらうないしは読んでもらうためには、広

告主は SEO やユーザーの自発的なソーシャルメディア上での共有に頼ってきた。し

かしながらこれらは、ユーザーの手に委ねられる部分も多いため、広告主として積

極的にかつ充分な人数をコンテンツへと誘導することは難しい。広告主が「ブラン

ドコンテンツ」に誘導したいのは、自社の見込み客であるとともにコンテンツを読

む（見る）モードに入っている人々である。これが、日々オーディエンスを集め、

維持している媒体に対して、広告主が「ブランドコンテンツ」への集客を見込んで

「ネイティブ広告」を出稿する理由である。つまり、オーディエンスとしての質の

高さを見込んで広告主は「ネイティブ広告」を使うということであり、このことが

媒体社にとっては自社の媒体価値を正当に販売することにつながるのだ。とりわけ、

コンテンツマーケティングやオウンドメディアマーケティングという言葉の普及と

ともに、企業がネット上で公開している「ブランドコンテンツ」を増やしているこ

とは、媒体側にとっても追い風だろう。例えば次のように考えるとより理解が進み

やすいかもしれない。媒体社は広告主に対し、自社の媒体に対して「見出しを掲出

する権利」を提供し、そのリンク先が「ブランドコンテンツ」となっていると。 

以下に、「スポンサードコンテンツ」と「ブランドコンテンツ」の、ネイティブ

広告取引における関係を図示して見た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像

DAILY NEWS

BRAND

DAILY NEWS

Sponsored BY BRAND

スポンサードコンテンツ

ブランドコンテンツ“ネイティブ広告”

（図）ネイティブ広告とコンテンツの関係

広告掲載媒体

コンテンツが、広告掲載媒体内、
ないしは関連する場所に
ホスティングされているものは
「スポンサードコンテンツ」
という。

コンテンツが、
広告主企業側が管理する場所に
ホスティングされてるものは、
「ブランドコンテンツ」
という。
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各媒体は編集記事やそれに準ずるものをサイト内にリストのように表示している。

それらはサムネイル画像とテキストの組み合わせで「見出し」として提供され、

ユーザーはその中から読みたい記事を選んで、クリックして飛び、読む。「ネイ

ティブ広告」とは「スポンサードコンテンツ」や「ブランドコンテンツ」といった

ものへの有償の「見出し」として、編集記事の「見出し」と同様に機能するものと

して期待される。このように、「コンテンツ」へ誘導する「サイトのデザインに

あった広告枠」が「ネイティブ広告」なのであり、その「コンテンツ」には企業自

身が制作・管理する「ブランドコンテンツ」と、媒体社が広告主に代わり制作・管

理する「スポンサードコンテンツ」があるということは、ネイティブ広告を理解す

る上で第一に重要な整理である。 

さて、「ネイティブ広告」という概念が日本に導入されて間もない頃、「それは

日本に昔からあるタイアップとか記事体広告と同じだから、日本では昔からやって

いること」という意見が多数見られた。この「誤解」の背景には、これまで日本の

広告業界の商慣習として、「広告主依頼の媒体社制作のコンテンツを媒体に掲載す

る」というものに対して、「（コンテンツマーケティングの流れを受けて）広告主

制作のコンテンツを媒体の中に編集コンテンツと並べて掲載する」という新しい潮

流が理解されてこなかったことが 1 つ。そして、後のⅣ章「ネイティブ広告の定義

と類型」に出てくる「カスタム型」の解釈が正しくなされていなかったことに起因

する。この「カスタム型」とは、「一般的かつ標準的などの媒体でも持っている共

通フォーマットの広告枠」ではなく、「その媒体が持っている形式や機能に合った

ユニークな広告枠」を指す。つまり、媒体社独自という意味での「カスタム」なの

だが、それが「広告主向けにカスタムメイドした広告物」のことをネイティブ広告

における「カスタム型」である、と誤って理解されたことに起因している。実際に

は、IAB の類型では、日本でいうタイアップや記事体広告のようなものは「カスタ

ム型のネイティブ広告」という位置づけはなされておらず、例えばインフィード型

のネイティブ広告の飛び先として、「スポンサードコンテンツ」が紹介されている。 

なお、米国では「スポンサードコンテンツ」を、媒体のメインページの見出し

（編集記事の見出しと同じ体裁の誘導枠）とのユニットとしてネイティブ広告と呼

ぶことや、ネイティブ広告枠からのリンク先の意味合いでネイティブ広告（ネイ

ティブ広告コンテンツ）と言うこともある。この場合も、媒体の編集記事と並んだ

「見出し」や「広告枠」と一体のものとしてネイティブ広告と言われるのであって、

単体の「スポンサードコンテンツ」のみを指して言うのではない。 
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また、例えば編集記事コンテンツが並ぶサイトにおける「ネイティブ広告」とは、

飛び先が「コンテンツ」である場合は「ネイティブ広告」だが、そうでない場合に

は、与えるユーザー体験の違いから、厳密にはネイティブ広告とは言わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 「ネイティブ広告」の取引形態 

次に「ネイティブ広告」の一般的な取引形態を紹介したい。先にも述べたように

「ネイティブ広告」の主体は「広告枠」であるが、その「広告枠」の取引が、「広

告枠」だけの売買なのか、それとも「広告枠」と「コンテンツ」の制作までをパッ

ケージにして取引するのか、この有り様によって大きく３つの取引形態に分けられ

る。 

まず 1 つ目に紹介する取引形態は、これまでディスプレイ広告の世界で「純広」

と呼ばれてきたようなものと近しい。従来のディスプレイ広告の売買でも、広告主

サイトへ誘導するための広告枠を買い付けるというのは最も初期からあり、そして

最も普及している広告形態だ。ただしネイティブ広告の場合は、広告枠からの誘導

先が広告主コンテンツであることと、「広告素材」として入稿されるものは、これ

までのような「バナー」のような素材ではなく、誘導先のコンテンツの「見出し」

や「概要」や、そのコンテンツで使われているサムネイル画像である部分が特徴で

ある。 

媒体によって販売の仕方は違うが、広告掲出期間による販売、CPM による販売、

CPC による販売などがある。 

掲出された「広告」が、

他の編集記事の見出しと同じ見た目を持った「広告」であっても

厳密には

ネイティブ広告とは

言えない

本当の意味での

ネイティブ広告

資料申し込みページや、

商品購入ページに

飛ぶような広告の場合は、

与えるユーザー体験が違うと考え、

他の記事の見出し同様

なんらかのコンテンツに飛ぶ場合、

ユーザー体験が同じと考え、
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「コンテンツマーケティング」や「オウンドメディア」という言葉が出てくる以

前には、広告主側が継続的にユーザー向けコンテンツを配信するということは一般

的ではなかった。それゆえ、必要であれば媒体社は新聞や雑誌で行われてきたよう

な「記事体広告」や「タイアップ広告」という広告主コンテンツの制作代行を行っ

てきた。ネイティブ広告の世界で言われる「スポンサードコンテンツ」とそれらの

違いは、前者が広告主の商品やサービスを前面に押し出したものであるのに対し、

後者はどちらかと言えば、ユーザーにとって有益だったり満足度が高かったりする

コンテンツを指す。実際の運用は、広告主のマーケティング目的・広告目的によっ

て多様なので、ネイティブ広告がらみで媒体社がコンテンツを制作するケースでは、

「記事体広告」や「タイアップ広告」、「スポンサードコンテンツ」のどちらも存

在する。ただし、「記事体広告」や「タイアップ広告」というのは紙媒体の場合と

違って、「広告」とついているものの、実際には「枠」ではなく「制作物」を指す

ことが多く、いわば「コンテンツ」そのものである。 

いずれにせよ、広告主がコンテンツを持っていない場合、媒体社がコンテンツを

制作し、そしてホスティングし、そこへの誘導枠（＝ネイティブ広告枠）もパッ

ケージにした場合、それがネイティブ広告の取引形態の 2 つ目となる。 

この形態では、ネイティブ広告枠の枠の料金とコンテンツ制作費、管理費用（ホ

スティング費用など）がパッケージングされ取引されるが、これは主に大手媒体を

中心に、広告主向けコンテンツ制作機能を社内に持つか、あるいは編集プロダク

広告主

オウンドメディア

コンテンツ

ネイティブ広告枠

媒体
プラットフォーム

ユーザー

①広告主がコンテンツを制作・管理しているケース

広告主がコンテンツを
制作・運営している。

媒体がネイティブ広告枠を
提供する。
ネイティブ広告枠に表示
されるのは、企業制作の
コンテンツの見出しなど。

ユーザーは、
コンテンツの一体験として、
ネイティブ広告から飛んで
企業コンテンツを体験する。

ソーシャルメディア

コンテンツ
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ションなどのコンテンツ制作会社に外注できるところに採用されている。海外から

入ってくるニュースで、メジャーな媒体がネイティブ広告事業で売上げを伸ばして

いると言われるケースの多くはこの取引形態であり、社内に Brand Studio といった

広告主向けコンテンツの制作チームを持つことがほとんどである。興味深いことに、

海外の媒体では、日本のように誘導枠に関する広告費と制作費というような分け方

をせず、例えば広告枠のみだと CPM 10＄であれば、コンテンツ制作込みだと CPM 

30＄といったように、媒体料金の中に制作費を含めるようなケースもある。この場

合、出稿金額が多くなればなるほど制作コンテンツの本数が増える形になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 つの目の形態は、アドネットワークによる取引、ないしはプログラマティック

取引によるネイティブ広告枠取引である。この場合は、アドネットワーク、ないし

はアドエクスチェンジ／マーケットプレイスに拠出された媒体社のネイティブ広告

枠をプログラマティックに買い付け、ネイティブ広告に出稿するというパターンで

ある。最近では、クリック詐欺や不適切な場所への広告掲出を懸念するようなブラ

ンド広告主の間では不透明な（ブラインド）アドネットワークは敬遠される傾向が

ある。それに対して、媒体社がある程度ないしは確実に特定されるプログラマ

ティック取引の場合は、ネイティブ広告のようなブランドリフトに貢献しやすい広

告手法が今後増えるように考えられる。 

 

 

広告主
広告代理店

スポンサード

コンテンツ
ネイティブ広告枠

媒体
プラットフォーム

ユーザー

②コンテンツ制作と管理を媒体社へ委託するケース

媒体がコンテンツ制作から、
ネイティブ広告枠の提供まで
すべて行う。

従来の、記事体広告や
タイアップ広告と運用は近い。

ユーザーは、媒体の中で、
スポンサードコンテンツとして
コンテンツを読む。

依頼
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コンテンツ
Native Ads

Exchange

ネイティブ広告枠

③アドエクスチェンジ／アドネットワーク型

ネイティブ広告枠

ネイティブ広告枠

ネイティブ広告プラットフォームを通じて、
複数媒体のネイティブ広告枠を買い付けて、
ネイティブ広告を出稿するパターン。
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Ⅲ. ネイティブ広告におけるコンテンツの重要性 

一方的な「広告」から読まれる「コンテンツ」へ 

 ～ ネイティブ広告が注目される理由 

インターネットユーザーへの一方的な「広告」に対し「コンテンツマーケティン

グ」という手法が注目されている。 

「コンテンツマーケティング」とは企業からインターネットユーザーに有益なコ

ンテンツを提供することにより長期的に良い関係を構築することを目指す手法であ

る。この手法自体は新しいものではなく調味料メーカーが自社の調味料を使ったレ

シピをサイトに載せることは既に一般的になっているが、これはユーザーのレシピ

に関する課題を解決するために有益なコンテンツを提供している例と言える。 

これまでのウェブマーケティングの中心であった「広告」は効率を求め購買プロ

セス後半の購買に強みがあり、ユーザーとの関係構築（ブランド認知）はテレビな

どのマスメディアに遅れを取ってしまっていた。 

先ほどの例でいくと、調味料を使ったレシピをインターネットユーザーに提供す

ることで自社の商品・ブランドの認知を促進できる。もし作ってみたいと思わせる

ことができれば、それを読んだユーザーがスーパーで実際に商品を手に取る可能性

は高くなる。 

良質なコンテンツの提供を続け「役立つ情報だ」と評価してもらえれば情報提供

元であるブランドに対する関係値は自然と良くなるだろう。 

また広告・コンテンツを届ける方法として「ネイティブ広告」が注目されている

が、これは「コンテンツマーケティング」に適した手法でもありユーザーは違和感

なくコンテンツから情報を得ることができる。 

その背景にはタイムライン型のニュースサイトやサービスが増えユーザーがその

インターフェイスに慣れ、「ネイティブ広告」もそのインターフェイスに合わせる

ことでユーザーに受け入れられている。 

その「ネイティブ広告」にもいくつかの種類がある。詳細は次章に譲るが、コン

テンツに誘導する広告枠として代表的なものを挙げる。 
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「インフィード広告」 

タイムライン型のサイトに掲載される広告。記事と同じ体裁のためユーザーへ

自然なかたちでアプローチができる。 

「レコメンドウィジェット」 

コンテンツレコメンデーションのシステムを活用した広告。記事ページにユー

ザーに関連したコンテンツが表示されるため、ユーザーとの親和性が高くなる。 

「レコメンドウィジェット」は編集コンテンツに表示されることも多くコンテン

ツが価値ある情報であることは必須となってくる。 

どちらも重要な事は、広告表記をきちんと行いユーザーに示すことである。その

理由は、第Ⅶ章で詳しく述べる。 

※ネイティブ広告に関する推奨規定 

http://www.jiaa.org/download/JIAA_nativead_rule.pdf 

 

  

http://www.jiaa.org/download/JIAA_nativead_rule.pdf


JIAA ネイティブ広告ハンドブック 2017 

17 

Ⅳ. ネイティブ広告の定義と類型 

この章では、改めて「ネイティブ広告」の定義と類型について説明する。 

A. ネイティブ広告の定義 

ネイティブ広告は「概念」であり、「デザイン、内容、フォーマットが、媒体社

が編集する記事・コンテンツの形式や提供するサービスの機能と同様でそれらと一

体化しており、ユーザーの情報利用体験を妨げない広告を指す」（2015 年 3 月 18

日に JIAA が発表した定義）。 

※ネイティブ広告の定義と用語解説 

http://www.jiaa.org/download/150318_nativead_words.pdf 

なお、米国 IAB では、ネイティブ広告とは、「形式 form」と「機能 function」が、

広告が掲出される場所に合ったものとされている。 

 

 

 

 

 

B. ネイティブ広告の類型 

本書では、ネイティブ広告の主体を「インフィード広告」や「レコメンドウィ

ジェット」といった「コンテンツに誘導する広告枠」として解説しているが、以下

の IAB の解説書をもとにした類型には、必ずしも誘導先がコンテンツでないもの、

例えば、検索結果と同じ体裁の「ペイドサーチ」（日本では検索連動広告と呼ぶ）

や「プロモートリスティング」といったペイドリスティングも含まれる。 

また、媒体社の制作チームが関与して制作した編集記事ページと同じ体裁のスポ

ンサードコンテンツ（JIAA の用語解説ではタイアップのひとつ）が、編集記事と並

んだ見出しとのユニットとして、あるいはネイティブ広告枠のリンク先という意味

合いでネイティブ広告と呼ばれることもあるが、本項では IAB の類型にならい、特

に言及しない。 

形式
広告の見た目のデザインが

広告が表示される媒体などの

通常記事のデザインと一体化。

機能
広告がもたらす体験が、

その広告が表示される媒体での

通常記事が与えるものと同じ。

出典 http://www.sharethrough.com/nativeadvertising/

http://www.jiaa.org/download/150318_nativead_words.pdf
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1. インフィード型 

インフィード型広告とは、ウェブサイトやアプリ内でフィードされてくるコン

テンツと同じ表示形式で掲出される広告。インフィード型広告は実装において、

どんな「フォーマット」がどの「フィード」上に掲載されるかで分類が可能。 

期待される効果としては、何れのケースも、基本はコンテンツと同じような形

式で掲出されるため、ユーザーの目にとまり易く、クリック（送客）という面で

は高い効果が期待できる。 

＜主なフォーマットとフィードの種類＞ 

「フォーマット」は大きく次の 4 種類に分類される。 

・Story AD 

・Video AD 

・App AD 

・Product AD 

「フィード」は 3 種類に分類される。 

（1）コンテンツフィード 

ニュースサイトを始めとした媒体で、 

記事やコンテンツが表示される。 

 

 

 

 

 

 

  

※Yahoo! JAPAN の 

インフィード広告 
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（2）ソーシャルフィード 

ソーシャルネットワーク上で、ユーザー

や企業が記事や画像などを投稿。 

 

 

 

 

 

 

（3）プロダクトフィード 

EC サイトやクチコミサイトで、ユー

ザーに価格等の製品情報を提供。 

 

 

 

 

2．ペイドサーチ型 

検索エンジンで検索結果の上部に、検索

結果と同じような形式で掲載される広告。 

期待される効果は、今まさにそのキー

ワードで検索しているユーザーを捕まえら

れるため、コンバージョンに繋がり易い。 

 

  

検索車買取

車買取に関連した広告

最大１１社で車買取一括査定 | sateiikkatsuhikaku.com

車 買取／最大１０社から最高額 | car-pew.co.jp

車 買取 40秒でわかる最高額 | c-satei.com

×

※画像はイメージ

広告

￥●,●●●

フライパン 検索

※Twitter の 

プロモツイート 
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3．レコメンドウィジェット型 

ニュースサイトを始めとした媒体で、コンテンツの

周囲にある、コンテンツのレコメンデーションウィ

ジェットと同じ領域に配信される広告。 

期待される効果は、閲覧しているユーザーの興味関

心の高いスポンサードコンテンツ、ないしはブランド

コンテンツへの誘導枠を掲出するため、該当ユーザー

との親和性が高く、この形式でコンテンツに誘導した

ユーザーは質が高い（例えば、ブランドリフトが起こ

りやすい、資料請求や商品購入をするなど、結果に繋

がり易い）可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．プロモートリスティング型 

主に EC サイトやバーティカルサイト、店舗

検索サイト等でそのサイト上で取り扱いのある

商品・サービス・店舗紹介と同じ形式・体裁で

表示される広告。 

期待される効果は、ユーザーはその商材、及

びサービスに対して興味関心が高まった状態で

ある前提で、類似商品・サービスとして表示さ

れる広告であるため、高いコンバージョンが期

待できる。 

※画像はイメージ

フライパン 検索

スポンサープロダクト スポンサープロダクト

※Outbrain の 

プロモーテッド ディスカバリー 
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おつかれ！
飲みに行こうよー

OK!
もうすぐ終わるよ！

じゃあ後ほど

既読
20：00

20：05

BEER

既読
20：10

既読
20：10

5．カスタム型 

上記にて紹介してきた型に当てはまらない広告

がこれに該当し、そのサイト、プラットフォーム

でしかできない広告表現のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他に、IAB スタンダードが出すインアド型などがある。 
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Ⅴ. ネイティブ広告で想定される効果 

A. ネイティブ広告を理解する上で重要な 3 つの「Engagement」 

ここまで、デジタル広告を取り巻く環境の変化、そして、それらが顕在化させた

デジタル広告の課題、さらに、ネイティブ広告についての説明とその可能性につい

て議論してきた。この章以降では、そのネイティブ広告に関する論考をさらに深め、

ネイティブ広告が、マーケティングのデジタルの領域だけではなく、その全体にお

いて重要な役割を果たすであろう、その根拠について説明していきたい。 

まず、前章で様々なネイティブ広告について説明してきたが、それは果たして

マーケティングにおいてどのような効果を発揮するのであろうか？ それを考えるに

はまず、「Engagement」を理解する必要がある。 

「Engagement」とは何か。一言でいうと、「媒体・広告・ブランドに対する、な

んらかのインタラクションの総称」であり、「それぞれに対する態度や行動、心的

なものを含む」と言える。たとえば、ついつい新しい号が出るとチェックしてしま

う雑誌。ついつい見入ってしまったテレビ CM。ついつい新商品が出ると買ってし

ま う ア イ ス ク リ ー ム 。 そ れ ら す べ て 、 媒 体 ・ 広 告 ・ ブ ラ ン ド と 生 活 者 と の

「Engagement」の高い状態なのだ。そして、生活者と「Engagement」の高い状態

をどう作りだしていくかが、マーケティングにおいては重要な要素だといえる。 

ではなぜ、ネイティブ広告を理解する上で、「Engagement」が重要なのか？ そ

れは、ネイティブ広告がブランドリフトの領域に最も寄与する可能性の高い施策で

あるからだ。これについては次章で詳しく述べることになるが、購買ファネルで言

えば中間の、ブランドリフトに寄与する度合いの高いネイティブ広告において、ど

のような媒体で、どのようなネイティブ広告に接触するかで、どのような種類の

「態度変容」を起こすことができるかが大きく変わってくる。そのような意味で、

ネイティブ広告を語る上で、「Engagement」は欠かせない指標なのである。 

では、「Engagement」とは何なのか？ 「Engagement」は媒体・広告・ブランド

に対する、なんらかのインタラクションの総称、という説明をしたが、その説明の

通 り 、 「 Engagement 」 に は 、 大 き く 分 け て 「 Media Engagement 」 「 Ad 

Engagement」「Brand Engagement」の 3 つがある。それらを以降の項で説明して

いきたい。 
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1. 広告の態度変容への影響因子としての Media Engagement 

まずは「Media Engagement」であるが、これはメディアと生活者の結びつきの

度合いを指している。先ほどの雑誌の例や、ついつい見てしまうウェブサイト、

もしくは、このメディアの情報はある程度信頼している、など、メディアと生活

者がどう結びついているのかが、Media Engagement である。 

デジタル広告で言うと、これまでこの Media Engagement はかなり軽視されて

きた。というよりむしろ、無視されてきたといってもいいかもしれない。なぜ

か？ その答えは明白だ。これまでのデジタル広告はより効率的にコンバージョン

させることを目的として、そのような「ユーザー」をどうとらえるか、を重視し

てきたからである。まさに「面から人へ」という流れによって、メディアは軽視

され、ターゲティングテクノロジーが重宝されてきた。 

ただ、ネイティブ広告はそうではない。むしろ、そこには「人から面へ」とい

う流れも存在している。おそらく、ネイティブ広告の普及によって、マーケッ

ターはメディアを軽視できなくなるだろう。なぜなら、ブランドリフトにおいて、

どのようなメディアで見られたかということは、そのブランドリフトの質に大き

く関与するからである。同じ記事体広告であったとしても、信頼度の高い新聞系

メディア上で見られたのか？ ラグジュアリーファッション系メディアで見られた

のか？ 芸能ゴシップ系メディアで見られたのか？ それぞれで、発信したコンテン

ツの印象は大きく変わる。この「質の違い」がマーケティングにおけるブランド

リフトのフェーズにとって非常に大事なのである。 

この Media Engagement が、このあとに述べる Ad Engagement に大きく関与し

ている。Media Engagement の高さが、Ad Engagement を押し上げるのである。

そうなると、Media Engagement の高いメディアに出稿すべきなのであるが、今

後の課題としては、Media Engagement の指標づくりが重要になってくるであろ

う。 

３つのエンゲージメント

MEDIA
ENGAGEMENT

メディア自身の
エンゲージメント

AD
ENGAGEMENT

広告キャンペーンでの
エンゲージメント

BRAND
ENGAGEMENT

ブランドの
エンゲージメント

ネイティブ広告の広告効果を考える上での3つのエンゲージメント
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2. 広告へのインタラクションが指標となる Ad Engagement 

次に、「Ad Engagement」についてである。Media Engagement がメディアと

の結びつきなのであれば、Ad Engagement は広告との結びつきである。その広告

を見て、どのような態度・行動をとったのかという、広告との直接的なインタラ

クションを意味する。Ad Engagement には様々な指標が存在するが、ここですで

にネイティブ広告プラットフォームが提示している Engagement の指標について

見ていこう。 

＜ネイティブ広告プラットフォームが提示する Engagement 指標の例＞ 

・Impression ： 広告の表示回数 

・Viewable Imp ： 広告の表示回数のうち、実際に画面に表示された回数 

・Clicks ： 広告のクリック数 

・CTR ： 広告のクリック率 

・Viewable CTR ： 実際に広告が画面に表示された際のクリック率 

・Shares ： 広告のソーシャルシェア数 

・VTR ： 動画広告の視聴率 

・CPM ： 広告の 1000 表示あたりのコスト 

・CPV ： 動画広告の 1 視聴あたりのコスト 
 

ネイティブ広告では、すでに多くの指標が提示されているが、この指標はあく

までも一例である。 

ネイティブ広告は、Media Engagement が非常に重要である、という指摘は前

項でも述べたが、この Ad Engagement も重要な指標になる。なぜなら、ネイティ

ブ広告はこれまでのディスプレイ広告などと異なり、コンテンツとの関連性が高

いからだ。生活者が、どのネイティブ広告に触れ、そして、その先のどのような

コンテンツに接触したのか、また、その接触によって、どのような態度変容が起

こり、どのような行動を起こしたかが重要なのである。また、ネイティブ広告が

コンテンツとの結びつきの強い枠であるがゆえに、ネイティブ広告の Ad 

Engagement の指標だけでなく、コンテンツ自体の閲読データなどと組み合わせ

ることにより、様々な示唆を得ることができるようになる。 

マーケッターは自らのゴールに対して、どの Ad Engagement 指標とコンテンツ

のデータを組み合わせて、それらをチューニングしながら、ファネルの下部へと

続くストーリーを作ることが重要である。 
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3. ブランドとの関わりあいの指標としての Brand Engagement 

最後に、「Brand Engagement」である。これまでの Engagement と同じように、

ブランドとの結びつき、を意味する。これまでの Engagement との関係性を明示

するのであれば、「高い Media Engagement によって、Ad Engagement が高まる

ことで、ファネルが下がり、Brand Engagement が高まる」と言える。Media 

Engagement を重視した適切なメディアの選択と、Ad Engagement を重視したプ

ラットフォーム／コンテンツの選択によって得られた認知は、質の高い認知とし

て、よりファネルの下部へと進めやすいものとなるであろう。そのような「良質

な認知」の連続が、Brand Engagement を高め、「Consideration」「Action」そ

して、「Loyalty」とつながっていくのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つのエンゲージメント

MEDIA
ENGAGEMENT

AD
ENGAGEMENT

BRAND
ENGAGEMENT

メディアと

その読者・視聴者との

関わり合い（方）

広告と

その広告への接触者との

関わり合い（方）

ブランドと

その見込み客や顧客との

関わり合い（方）

例えば、

・媒体へのロイヤリティ

・媒体のコンテンツへの信頼度

・媒体体験への慣れ度合い etc

例えば、

・広告の読了率

・広告コンテンツのシェア率

・広告への視聴時間 etc

例えば、

・ブランドへの好意度

・ブランドの広告への注目度

・購買への意向 etc

動画広告は動画を多数載せているサイトのほうが再生率が高く視聴時間が長い

メディアとブランドの親和性が高い広告コンテンツは読まれる率が高くなる（CTR／Attention Minutes／読了率 etc）

想定される仮説

読まれている広告コンテンツはブランドへの好意度や購買意向を上げる

媒体側の価値・資産に関す

る指標

・Page Views

・UU

・Media Engagement指標

‐Avg # of page / user

‐Avg CTR of Headline

‐Avg time spend / content

→PVに代わる指標として重要では？

・

・

etc

広告・キャンペーン指標

・Ad (Serving) Impression

・Viewability

・Viewable Rate

・Clicks

・CTR

・Content Completion

・Ad Engagement

‐Shares

‐Playback

・

・

etc

ブランディング指標

・Brand Lift

‐Awareness

‐Understandings

‐Favorability/ Affinity

・Purchase Intention

・

・

etc

媒体の提供価値・広告による効果・ブランドへの効果を切り分け、

かつ相互に最適化できるように上記のように分けて考えるべき
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B. ネイティブ広告キャンペーンに関連する指標 

これまで、ネイティブ広告の Engagement 指標について語ってきたが、第Ⅰ章、

第Ⅱ章でも指摘があるように、「ネイティブ広告」とは基本的には「コンテンツに

誘導する広告枠」であるがゆえに、ネイティブ広告キャンペーン（ネイティブ広告

とその先の誘導されたコンテンツも含んだ概念）全体としてどのような指標がある

かを認識しておくことも重要である。ネイティブ広告の指標と、その先のコンテン

ツの指標を組み合わせることによって、キャンペーンとして、態度変容を起こし得

たかということを確認することができるようになるであろう。 

＜誘導先コンテンツの Engagement 指標の例＞ 

・PV 数 ： コンテンツページの閲覧数 

・UU 数 ： コンテンツページに訪れたユーザー数 

・滞在時間 ： コンテンツページに滞在した時間 

・離脱率 ： コンテンツページに来たユーザーがそのページから離脱した割合 

・遷移率 ： コンテンツページに来たユーザーがそのサイトの他のページに遷

移した割合 

・閲読率 ： コンテンツがどれくらい読まれたかの割合 

＜ネイティブ広告キャンペーンの指標設定の例＞ 

・ブランドコンテンツの例：オウンドメディア 

企業が立ち上げたオウンドメディアに誘導するキャンペーンの場合、例えば、

ネイティブ広告の CTR とコンテンツページの新規 UU 数を組み合わせること

によって、新規ユーザーの効率的な獲得、つまり新しい認知の指標とすること

ができる。どのような広告クリエイティブとコンテンツの組み合わせがもっと

も新規 UU 数を獲得できるのか、また、それによって効率的な新規認知の方法

をより明確にすることが可能になる。さらに、そこに再訪率を組み合わせると、

ネイティブ広告キャンペーンを継続することによって、オウンドメディアの

Engagement がどのように変化したのかという指標として設定することもでき

る。そのことは、コストに対してどれくらいの新規認知と再訪が起こったのか

という、ブランドリフトの LTV をトラッキングしていくことも可能になるであ

ろう。  
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・スポンサードコンテンツの例 

媒体社のサイト（メディア）の中に設置されたスポンサードコンテンツの場合

は、例えば、ソーシャルシェア数と閲読率を組み合わせると興味深いデータが

得られる。ソーシャルシェア数が多いからといって、必ずしも、そのコンテン

ツの閲読率が高いとは限らない場合がある。そのため、ソーシャルシェア数＝

広告のインプレッションの増加を目指すのか、コンテンツの閲読率を目指すの

かは、分けて考える必要がある。また、さらに、メディア側の編集コンテンツ

の閲読データを組み合わせて、スポンサードコンテンツの閲読状況を比較する

ことによって、ネイティブ広告によって来訪したユーザーの質を検証すること

も可能になるであろう。 

C. その他 

1. 従来の広告との比較 

では、ネイティブ広告は従来の広告とどう違うのか？ それは、Engagement と

ファネルという観点から紐解くと、比較がより鮮明になってくる。そして、その

比較はこれまでのデジタル施策との比較だけではなく、TV、新聞、雑誌、ラジオ、

屋外広告などとの比較も可能になる。 

まず、従来のデジタル広告との比較であるが、第Ⅱ章、第Ⅲ章でも話題になっ

た、広告ブロック問題や、広告からコンテンツ、という流れを見ても分かるよう

に、読者をターゲットと言い換えて、マーケッターサイドからのみのテクノロ

ジーの進化を進めた結果、ウェブサイトにおける「有害なもの＝エイリアン」と

認識されるようになってしまうといったことが、これまでのデジタル広告には

あった。しかし、ネイティブ広告はその反省を踏まえ、読者とマーケッター両方

にとって「有益な」広告とは何かを考えた結果、よりウェブサイトになじむ自然

なフォーマットや、そこからリンクする先を読者にとって有益なコンテンツにす

るなど、より読者にとって読みたい気持ちを喚起させる努力がそこには存在する。

つまり、「広告」が読者のことを真剣に考えた結果が、より「Engagement」を強

くするデジタル広告＝ネイティブ広告を生み出したのである。そして、そのこと

によって、既存客を追跡する広告から、需要を生み出す、０から１を生み出すこ

とができるようになったのである。 

そういった意味で、ネイティブ広告は、テレビや新聞などの「マス広告」に近

い存在と言えるかもしれない。広告は「広く告げる」ことであるとすれば、デジ
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タルにおける「広告」とは、ネイティブ広告がよりその意味を引き継いでいると

もいえる。デジタルの接触時間が長くなっていることは前章でも述べたが、ネイ

ティブ広告が日本でも整備、普及されつつある今、デジタルにおける認知・ブラ

ンディング施策を実施できるフェーズになってきている。 

2. ニューロサイエンス観点からのファインディング 

米国でのニューロサイエンス的観点からのネイティブ広告効果の調査レポート

によると、1) ネイティブ広告はディスプレイ広告よりも目が行きやすい(=Visual 

Focus)、2) ブランド想起率が高い、といわれている。1) については、ネイティブ

広告はディスプレイ広告に比べて２倍も注目されやすいという結果が出ており、

結果としてクリック率の向上やブランドリフトにつながると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

また、Web ページにおける目線の動きを調べる「ヒートマップ」調査によると、

記事や記事見出しと一体化したデザインを持つネイティブ広告は、それらと離れ

た場所に設置された「広告スペース」に掲出されるディスプレイ広告のように、

「広告を見ることが避けられる」ということが少なく、「より視線を集めやすい

傾向がある」という結果が出ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://www.sharethrough.com/neuroscience/ 
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昨今話題の「Viewable Rate（可視化率）」は広告がブラウザ上でユーザーが

「見ることができる」状態で適切に表示されている割合を指すが、ネイティブ広

告については、「見ることができる」状態でさらに実際に「見ている」可能性が

高いと言える。 

加えて、ネイティブ広告のクリエイティブでの文字とビジュアルの組み合わせ

がブランド想起率を高めるということも言われており、ネイティブ広告が単にデ

ザインがサイトに馴染んでいるというだけでなく、それらによって高い効果を可

能にしていることが理解できるだろう。 
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Ⅵ. ネイティブ広告はマーケティングのミッシング 

リンクを埋める新たな広告 

A. デジタル広告と購買ファネル 

どのような広告手法であっても、それが企業のマーケティング活動のどの部分に

貢献できるのか？ ということが明確でなければ、適切な活用はなされないだろう。

この章では、ネイティブ広告の活用方法についてのヒントを提供したい。 

ネイティブ広告が他の広告と違うもっとも大きな特徴は、それがコンテンツを活

用した広告であることだ。従来のネット広告では、広告の先は企業のカタログ的な

商品紹介ページや、あるいはランディングページと呼ばれる資料請求やショッピン

グカートなどへの誘引を目的としている（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

一方で広告枠としてのネイティブ広告は、それが掲出されるサイトのデザインや

レイアウトにマッチしたものとして露出するだけなく、リンクした先のページが単

なる商品紹介ページやランディングページではなく、クリックした人にとって有益

な情報や、場合によっては読み物的なコンテンツであることが理想的であると考え

られている。 

 

 

 

 

 

（図１）従来のネット広告キャンペーン

広告 企業の商品サイト

資料請求ページ

商品購入ページ

ネイティブ広告 コンテンツ 企業の商品サイト

資料請求ページ

商品購入ページ

コンテンツがあることが

これまでのネット広告と

どのように違う効果を

もたらすのか？

（図２）ネイティブ広告キャンペーン
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これは、ユーザーが各サイトを訪れた場合、そこに並んだ記事の見出しをクリッ

クした先に読み物が期待されるのと同様に、ネイティブ広告は広告であったとして

も「読み物（＝コンテンツ）的な何か」をユーザーは期待しているという考え方に

よる。ネイティブ広告キャンペーンでは、この「コンテンツがある」ということに

よって、マーケティング施策のどのような位置付けになるのか、それが従来のネッ

ト広告のキャンペーンとどのように違うのかを理解する必要がある。コンテンツを

使ったマーケティング施策は、この数年、「オウンドメディアマーケティング」や

「コンテンツマーケティング」という言葉で知られている。また、「ソーシャルメ

ディアマーケティング」も継続的にコンテンツを投稿しているという点において、

コンテンツを活用したマーケティングの一種と言えるだろう。このように企業自身

が読み手を想定した「ブランドコンテンツ」を制作し、ネット上に配信する機会が

増えている。これらコンテンツを活用したマーケティングは、いわゆるコンバー

ジョンを狙うというものよりも、エンゲージメントやブランド理解のために使われ

ることが多く、期待される効果としては「態度変容」や「理解促進」、「購買意向

の向上」であり、「購買」の前段階、つまり「ブランドリフト」を狙ったものと

なっている。しかしながら、こうした企業のコンテンツ施策には課題もある。それ

は自社の努力によって、自社の「オウンドメディア」などのコンテンツ設置場所に

人を呼び込む必要があることで、広告主企業はすなわちメディア企業ではないので、

人をゼロから集めるのはなかなか難しいことと言える。 

ネイティブ広告の意義の 1 つには、そのように自社でコンテンツを生み出してい

る広告主に対し、各媒体が持つ読者層に対して、それぞれの企業のブランドコンテ

ンツの「見出し」を「広告枠」として掲出し、企業のコンテンツが読まれる機会を

増やすことにある。また、広告主が自らコンテンツを制作していなくとも、媒体社

が、広告主のスポンサーシップによって、（従来の商品よりのタイアップ広告より

も）読者志向のコンテンツである「スポンサードコンテンツ」を作るというケース

もあり、これらはネイティブ広告枠とセットで提供され、広告からのリンク先が広

告主の管理しているページなのか、媒体社が管理しているページなのかの違いはあ

れども、どちらも「コンテンツ」があることによって、ブランドリフトを得るため

に実施される広告と考えることができる。 

ここで、２つの図を使って、現在の日本のネット広告の主流とネイティブ広告と

の違いを説明しておこう。（もともとはそうでない部分もあったが）日本ではネッ

ト広告といえば、購買に近しい人を獲得できて、コンバージョン（資料請求や購買）
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に貢献できるものと考えることが主流で、その影響で本来は「広告認知」や「ブラ

ンド認知」などを指標とするネット広告キャンペーンにおいても、コンバージョン

のキャンペーンと同様の広告効果指標（クリック率やコンバージョン率）を重視す

る傾向にある。また、最近のターゲティング精度の向上から、よりコンバージョン

の可能性が高い人へと広告を露出することが可能になってきているが、これらは実

際には「広告によって興味を持った」というよりも、「広告されている商品につい

てすでに興味関心度が高い人」へリーチできるようになったということである。 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、本来、広告の役割としては従来のマス広告がそうであったように、

潜在顧客の「態度変容」を促し、ブランドへの距離感を縮め、商品の購買意向・

サービスの利用意向を高めるというものもあったはず。しかしながら最近のネット

広告の世界では、このような役割を担うものがあまりなかった。そして、この役割

を担うのが、「コンテンツ」があるから態度変容を起こすことが可能だと考えられ

るネイティブ広告キャンペーンなのである。 

 

 

 

 

 

 

 

従来の
ネット広告

購買
購買
意向

従来のネット広告の傾向

＝購買意向の高い人に対してリーチし、購買へ結びつけるもの

すでに購買意向が高い人への

ターゲティング

（図３）従来のネット広告＝コンバージョンを重視したもの

ネイティブ
広告

購買
購買
意向

従来のネット広告の傾向

＝購買意向の高い人に対してリーチし、購買へ結びつけるもの

潜在顧客層への

リーチ

態度
変容

（図４）ネイティブ広告＝購買意向へとつながる態度変容を促すもの
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このように考えると、ネイティブ広告の、企業のマーケティング活動上の位置づ

けは、次の図 5 のように、認知の促進と購買の間、つまり、上位ファネル（アッ

パーファネル）と下位ファネル（ローワーファネル）の間、中位ファネル（ミドル

ファネル）を担うものだと言える。 

マス広告や最近普及してきた動画広告も、上位ファネルに貢献する広告である。

また検索連動が広告や高度に進んだターゲティング技術によって配信されるディス

プレイ広告は下位ファネルに貢献している。しかしながら、その上位・下位のファ

ネルを繋ぐ、ブランドへの理解を高める、好意度をあげる、購入意向をあげると

いった中位ファネル、すなわちパーセプションの変化やブランドリフトへと貢献す

るネット広告はあまりみられなかった。ネイティブ広告というのはコンテンツとの

連携があるからこそ、このパーセプションの変化やブランドリフトを促す広告とし

て利用可能なのであり、中位ファネルとして位置づけることが可能だからこそ、こ

れまで無かった、上位ファネル・下位ファネルのミッシングリンクをつなぐ役割を

担うのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（図５）ネイティブ広告は企業マーケティングのどの部分に貢献するのか？

購買

ブランド親和性、

ブランドへの理解、

購入意向向上などの

ブランドリフトの領域に

貢献

理解

好意度向上

購入意向

認知

検討
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B. ネイティブ広告キャンペーンの最適な効果計測方法～3R の視点 

ネイティブ広告キャンペーンのような「広告やコンテンツに接触することによっ

て態度変容効果を期待する」ブランディング目的のキャンペーンにおいては、「3R」

の視点での効果検証が必要だと考える。 

3R とは「Reach = 誰が広告をみているのか？」「Resonance = 見た人に態度変容

を起こさせているのか？」「Reaction = その結果売上につながったのか？」という

視点である。 

《３R の視点》 

 

 

 

 

 

 

特に「ブランディングに有効」と考えられるネイティブ広告に「Resonance = 見

た人に態度変容を起こさせているのか？」という視点は不可欠であると考える。 

そこで、 

・ネイティブ広告は態度変容に本当に効果があるメニューなのか 

・さらに、「コンテンツ」を擁するネイティブ広告は、ディスプレイ広告と比

較し態度変容により高い効果があるのか 

この 2 つの仮説検証のため、あるネイティブ広告キャンペーンで「ブランドリフ

ト*」を計測する調査を実施した。 

*ブランドリフト 

Brand lift is a RESONANCE metric that helps you to understand if your advertising is working. 
 

《JIAA ネイティブ広告効果測定調査について》 

◆調査概要 

・名称：「ネイティブ広告キャンペーンのブランドリフト効果に関する調査」 

・仮説： 1） 「ネイティブ広告」は態度変容への効果が高い 
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 2） さらに、ネイティブ広告はディスプレイ広告と比較し、態度変容に

より高い効果がある 

・広告キャンペーンの目的：番組視聴意向の向上 

・広告主：Netflix 

・広告配信媒体社：6 社（順不同） 

朝日新聞社／インプレス／講談社／産経デジタル／小学館／毎日新聞社 

・調査方法 

プレポストで視聴意向に関するアンケートを 1 問配信。 

‐ネイティブ広告…LP であるコンテンツにアンケートを配信 

‐ディスプレイ広告…枠からの LP に視聴案内ページを設置、アンケートを配信 

・仮説検証方法 

ネイティブ広告、ディスプレイ広告のそれぞれのブランドリフトを計測、さ

らに 2 つの値を比較することにより、仮説を検証する。 

◆調査結果 

 

 

 

 

 

 

ネイティブ広告キャンペーンについては、295％のブランドリフトが見られ、

態度変容に大きな効果があることが証明された。一方、同様の手法で実施した

ディスプレイ広告におけるブランドリフトは 153％であった。 
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2 つのブランドリフトを比較すると、ネイティブ広告のリフトはディスプレイ

広告の 1.9 倍であり、ネイティブ広告はオーディエンスの態度変容により高い効

果があることも証明された。その理由のひとつとして、ダイレクトに商品ページ

や資料請求ページに遷移するディスプレイ広告に対し、ネイティブ広告にはその

商品やブランド理解を深める「コンテンツ」があり、コンテンツへの接触がオー

ディエンスの興味関心度をより引き上げた可能性が考えられる。 

これらの結果からも、ネイティブ広告は、オーディエンスが商品やブランドに

対する興味関心やより深い理解を得るのに効果的なメニューである、といえるだ

ろう。であれば、なおのこと「Resonance = 見た人に態度変容を起こさせている

のか？」という視点は重要であり、「ブランドリフト」という指標での効果計測

が不可欠といえるのではないだろうか。 

※ネイティブ広告キャンペーンのブランドリフト効果に関する調査 

http://www.jiaa.org/download/JIAA_nativead_research.pdf 

《ブランドリフトを構成要素ごとにみる重要性》 

ブランドリフトはキャンペーン全体でみるだけでなく、出稿媒体、クリエイティ

ブ、コンテンツなどその構成される要素ごとにも見ていく必要がある。例えば、Ⅴ

章で取り上げられた Media Engagement がブランドリフトに与える影響は大きい。 

見ていく切り口の例として、次のような指標がある。 

①媒体別 ②枠別 

 

 

 

 

 

③クリエイティブ別 ④フリークエンシー 

 

 

 

 

http://www.jiaa.org/download/JIAA_nativead_research.pdf
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以上のように細分化することで、どの要素がブランドリフト向上に貢献している

かを可視化できる。また、これをもとに広告キャンペーン期間中に、ブランドリフ

トの低い部分への配信を控え、高い部分に配信を寄せる、といった最適化を行うな

ど、効果最大化に向けたアクションをとることも可能だ。 

広告主、媒体社、広告会社のいずれにとっても、「どの媒体」の「どの枠」に

「どのようなクリエイティブやコンテンツ」を掲載することがネイティブ広告キャ

ンペーンのブランドリフト最大化につながるか、といった知見の所有は、自社に

とっての強みになることは間違いないのではないだろうか。 

 

C. キャンペーンプランニングにおけるネイティブ広告の活用 

デジタル領域からのブランディング手法において、ネイティブ広告が上位ファネ

ルに貢献する可能性についても触れておきたい。 

キャンペーンのフレームを考える際、まず整理しておきたいのはコンテンツの情

報流通経路を整理することである。以下に、動画コンテンツの一例を紹介する。 
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ここでは大きく 5 つの Phase に分けて整理している。ここに組み込むネイティブ

広告は、情報の流通量が消費量をはるかに上回り、マス広告や動画広告の出稿だけ

では認知を獲得することが難しくなってきている中で、上位ファネルにも貢献でき

るものとなる。 

Phase①の段階では、まず動画の公開をしっかりとニュース化するために、プレス

リリースのタイミングで、マス広告に加えてリーチ力のあるディスプレイ広告を組

み合わせたメディアプロモートを行う。 

続く Phase②では、記事が掲載されるタイミングで消費者の認知をさまざまなポ

イントからとるために、ポータルサイトを中心としたネイティブ広告を組み、公開

段階のニュース化をより強くブーストすることを目的としている。 

Phase③、④では、公開タイミングを経て、次は話題化させることを目的としてい

る。WOM マーケティングを狙ったバイラルメディア群をここで組み合わせている。

さらにキュレーションメディアのネイティブ広告も加えることで、興味を持った消

費者に限りなく自然に情報摂取してもらえる環境を作る。 

そして Phase⑤では、公開→話題というステップを経て背景という新たな情報価

値が生まれるので、マスメディアのプロモートに入る。Web からテレビへ、という

流れもこうして消費者の認知から理解までの段階にしっかりネイティブ広告を組み

合わせることで、ディスプレイ広告だけでは伸ばせない、話題化・拡散といったと

ころまで届くようになる。 

これはあくまで一例だが、CTR の高低でユーザーリアクションを見るだけではな

く、キャンペーンの各ステップにネイティブ広告を組み合わせることで、様々な効

果指標を持つことができる。 

それは、読了率（記事を最後まで読んだ人の割合）であったり、滞在時間（その

記事ページにどれだけ滞在したか）であったり、ソーシャルアクション数（シェア、

いいね、コメントなどの数）といった、そのブランド（キャンペーン）に対して

とった行動を少しでも定量化できるポイントともいえる。ネイティブ広告をキャン

ペーンに組み込むことで、従来に加えた新しい KPI を示唆することができ、より

「ブランディングができた」と企業側で判別できるようになる。 
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Ⅶ. ネイティブ広告におけるディスクロージャーの 

重要性について 

これまで述べてきたように、ネイティブ広告は、メディア、広告枠、コンテンツの

組み合わせで実施される。メディアの記事と広告枠のエリアが融合していることに

よって、広告が違和感なく受け入れられやすく、自然に広告からコンテンツへ誘導す

ることができる。 

では、メディアを訪れたユーザーの情報体験を妨げないというネイティブ広告の利

点を、あえて打ち消すかのように一見思える「広告であることの明確なディスクロー

ジャー」がなぜ必要なのだろうか。 

本章では、ユーザーが広告であると識別できないことよってどのような不利益が起こ

り得るのか、その不利益を避けるために広告関係者が留意すべきディスクロー 

ジャーの重要性について、法的な面から、また、広告の責任と信頼の面から整理したい。 

A. 望まない広告体験による不信感を与えないためのディスクロージャー 

まず、広告の責任と信頼の問題について考えてみたい。 

ネイティブ広告は、多くの場合、記事と混在する形で掲出される。また、イン

ターネットの特性として、媒体社が制作したスポンサードコンテンツが他社のサイ

トに転載されることもあり得るが、その場合に転載先のフォーマットに統一される

ことも多い。また、さらにそのコンテンツがソーシャルメディアに載って拡散して

いくこともある。これらのネイティブ広告の特徴から、第Ⅰ章で述べた「ユーザー

に嫌われない広告とは何か？」を、ユーザーの視点に立って、改めて考えてみる必

要があるのではないだろうか。 

例えば、記事と誤認して広告枠（見出し）をクリックし、「記事だと思って読ん

だら広告だった」という体験は、「騙された」というネガティブな感情を引き起こ

すかもしれない。また、出所があいまいなコンテンツに接した場合に、「実は広告

（いわゆるステマ）ではないか」という疑念が湧くかもしれない。故意かそうでな

いかにかかわらず、このような広告体験によってメディアへの不信感、広告への不

快感を生じさせることになれば、本来意図した広告効果が得られないばかりか、ひ

いてはブランドへの悪印象となりかねない。 

こうしたメディア、広告、ブランドの価値の毀損を引き起こさないためにも、

ディスクロージャーが重要になる。 
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1. JIAA のネイティブ広告に関するガイドライン 

JIAA が 2015 年 3 月に公表したネイティブ広告に関する一連のガイドラインは、

「真の意味でのユーザーファーストな広告」のあり方を議論し、自ら守るべき業

界のルールとして会員社が合意のうえ定めたものだ。 

ディスクロージャーについては、「広告であることの明示」と「広告主体者の

明示」を規定している。この規定は、もともと従来型のバナー広告やタイアップ

広告などインターネット広告全般に適用される基準として定められていたものだ

が、改めてネイティブ広告についても同じルールを適用することを明確にした

（※1）。 

「広告であることの明示」とは、広告エリアと記事・コンテンツのエリアの区

別を明確にすることをいう。また、「広告主体者の明示」は、広告の責任の所在、

つまりメッセージの送り手である広告主を明示し、加えて媒体社が関与している

場合には広告主との関係性を明らかにすることをいう。特にネイティブ広告は、

体裁によってはユーザーから見た場合にどちらもあいまいになりやすいため、ネ

イティブ広告の事業者・サービスごとに「広告表記」と「広告主体者」の明示の

原則を個別に規定している（※2）。 

以下にネイティブ広告に関するガイドラインのポイントを記す。 

・広告であることがわかりにくい場合には、広告であることが明確にわかる表

記を行う。（ユーザーが認識しやすいように、端末の特性を考慮し、文字の

大きさ、文字や背景の色、表示する位置など、わかりやすい表示となるよう

留意する。） 

・広告主が誰であるのか、広告の主体者をわかりやすく明示する。 

・タイアップの場合は、媒体社と広告主の名称を表示して、関係性を明示する。 

・媒体社が広告主から対価を得て掲載する広告はすべてガイドラインの対象と

する。 

2. 業界の自主的な規制の意義 

JIAA のガイドライン、すなわち業界の自主的なガイドラインは、広告関係者が

専門的な見地から業界共通のルールを定め、ベストプラクティス（最良慣行）を

示すものだ。広告の倫理性など法令の及ばない領域をカバーし、補完するもので

もある。法令のような強制力や罰則はないが、ビジネスを取り巻く環境の変化に

応じて柔軟かつ機動的に対応できるメリットがある。何よりも、業界の自主的な
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取り組みにより一定の規律を課すことが、メディアや広告の自由度と信頼性を確

保し、価値を高めることにもなることを強調しておきたい。 

なお、先述のネイティブ広告に関するガイドラインは、JIAA のウェブサイトで

公開している。規定の詳細は次の各ガイドライン等を参照されたい。 

・「インターネット広告倫理綱領及び掲載基準ガイドライン」（※1） 

http://www.jiaa.org/download/JIAA_rinrikoryo_keisaikijyun.pdf 

・「ネイティブ広告に関する推奨規定」（※2） 

http://www.jiaa.org/download/JIAA_nativead_rule.pdf 

・「ネイティブ広告の定義と用語解説」 

http://www.jiaa.org/download/150318_nativead_words.pdf 

B. 消費（購買）を決定する際の判断に好ましくない影響を与えないためのディ

スクロージャー 

次に、ディスクロージャーの必要性を法的な面から整理する。 

一般に、ユーザーは、購買に至るまでに、広告やメディアの記事、プロダクトサ

イトや製品カタログ、店頭 POP や商品パッケージ、口コミ情報など、その商品や

サービスに関連するさまざまな情報に接し、それらを参考に性能や品質、価格など

を比較検討して消費を決定する。このときに、情報そのものの質（情報内容）だけ

でなく、どのメディアに掲載されているのか（情報源、情報ルート）、誰によって

もたらされているのか（情報主体）によって、その情報への信頼度やユーザーの判

断への影響度は異なると考えられる。 

広告が記事とまぎらわしい体裁であるがゆえに、ユーザーに情報源や情報主体を

誤解させ、商品やサービスを選択する場面において購入意思決定の判断を誤らせる

ような影響を与えてしまうことはないだろうか。この点について、米国の法律や日

本の国内法がどのような規制を敷いているか見ていきたい。 

1. 米国 FTC 法が禁止する欺瞞的行為 

米国では憲法によって商業広告にも表現の自由が無制約に保障されているが、

米国連邦取引委員会（Federal Trade Commission：FTC）は、従来から連邦取引

委員会法第 5 条（以下 FTC 法 5 条）によって、商業活動における「不公正また

は欺瞞的な行為や慣行」（unfair or deceptive acts or practices）を禁止している。

また、FTC は「広告に真実を」（Truth in Advertising）を原則として広告規制を

実行している。例えば、広告であることを隠すことで、あたかも中立・公正な

http://www.jiaa.org/download/JIAA_rinrikoryo_keisaikijyun.pdf
http://www.jiaa.org/download/JIAA_nativead_rule.pdf
http://www.jiaa.org/download/150318_nativead_words.pdf
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ニュースや商品レビューであるかのように見せかけて信頼を得ようとする欺瞞的

な行為は、この FTC 法 5 条によって禁止される。 

FTC は 2015 年 12 月に、ネイティブ広告に関して、FTC 法 5 条に基づくス

テートメントを発行した 1。この中で、ネイティブ広告が欺瞞的でないことを確実

にするためのポイントが次のとおり示されている。 

・広告やプロモーションメッセージは、広告でないかのような示唆や暗示をし

てはならない 

・広告であることが明らかである場合のほかは、広告であることが確実に分か

るディスクロージャーが必要である 

・ディスクロージャーが必要な場合は、ディスクロージャーは明確で目立たな

ければならない 

さらに、同時に出されたネイティブ広告の指針 2 では、ディスクロージャーの

掲載位置について細かな方針も示している。 
 

1 FTC「Enforcement Policy Statement on Deceptively Formatted Advertisements」（2015 年

12 月 22 日公表） 

2 FTC「Native Advertising: A Guide for Businesses」（2015 年 12 月 22 日公表） 

2. 日本の国内法の運用解釈 

日本では、広告であることを隠す欺瞞的な行為自体が、ただちに現行法（景品

表示法や特定商取引法、独占禁止法、不正競争防止法などの関連諸法規）に抵触

するという解釈はされていない。 

広告の一般法である景品表示法は、一般消費者を騙すような不当表示を禁止し

ている。不当表示とは、商品やサービスの内容について、実際のものや競争事業

者のものよりも、著しく優良または有利であると誤認されるような表示をいう。

つまり、その広告に、一般消費者の商品・サービスの選択を歪めるような著しく

虚偽や誇大な表示がされている場合は違反となる。広告であるかどうかが明確で

ないことだけでは違反とはならないが、この不当表示の禁止条項に FTC 法 5 条の

内容が取り入れられているとも言われている。この条項の解釈から、法的にも

ディスクロージャーの必要性があると考えられることに留意したい。 
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＜景品表示法の一般的な考え方＞ 

まず、景品表示法では、広告などの表示全体から一般消費者が受ける印象・認

識を基準に、「実際や事実と異なる表示」によって著しく優良だと誤認される表

示をしていた場合に不当表示として規制される。 

ただし、消費者庁が公表している景品表示法の考え方（参考 1）では、広告な

どの表示に少しでも誇張・誇大があってはならないとはしていない。このことは、

景表法違反事件の過去の判例（参考 2）からも明らかだ。 

つまり、明らかに広告であると認識した消費者は、商品やサービスを選択する

際に、広告に通常含まれる程度の誇張 3 を割り引いて判断するので、「実際や事

実」を多少誇張した広告表現やメッセージも社会通念上許容される、という考え

方が取られている。 

＜参考 1＞ 消費者庁「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」

（平成 26 年 3 月 28 日） 

『広告・宣伝の要素を含む表示では、表示対象である商品・役務が消費者から選択されるよう

に、ある程度の誇張がなされることもあるが、一般消費者もある程度の誇張があることを通常

認識していることから、広告・宣伝に通常含まれる程度の誇張があっても、一般消費者の適切

な選択を妨げるとは言えない。』 

 

 

＜参考 2＞ 東京高等裁判所平成 13 年（行ケ）第 454 号 

『およそ広告であって自己の商品等について大なり小なり賛辞を語らないものはほとんどな

く、広告にある程度の誇張・誇大が含まれることはやむを得ないと社会一般に受け止められて

いて、一般消費者の側も商品選択の上でそのことを考慮に入れているが、その誇張・誇大の程

度が一般に許容されている限度を超え、一般消費者に誤認を与える程度に至ると、不当に顧客

を誘引し、公正な競争を阻害するおそれが生ずる。』 

 

 

3 広告・宣伝に通常含まれる程度の誇張は、人が化粧の際に白粉をはたくことを意味する「パ

フィング（puffing）」と呼ばれ、一般消費者の適切な選択を妨げないものとして許容される

（消費者庁表示対策課公表資料より） 

＜健康増進法上の留意事項に見る法的問題点＞ 

一方、消費者庁は、健康増進法第 31 条で禁止される誇大表示の要件について、

一般消費者が明らかに広告であると認識できない場合には、「実際や事実」を多
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少誇張した程度であっても、表示と実際の効果に相違があれば「著しく」に該当

し、違反になり得るとの留意事項（参考 3）4 を示している。 

＜参考 3＞ 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」

（平成 25 年 12 月 24 日、平成 27 年 1 月 13 日一部改定、平成 28 年 6 月 30 日全部改定） 

『一般消費者は、通常、口コミサイト等の口コミ情報は中立・公正な第三者によって書き込ま

れたものと認識することから、このような口コミ情報は、ある程度の誇張がなされることが想

定されている広告よりも、一般消費者の商品選択に与える影響が一般的に大きいと考えられ

る。そのため、健康食品の販売事業者等が書き込んだ（第三者に口コミ等を書き込むように依

頼した場合を含む。）口コミ情報によって表示される健康保持増進効果等と実際の健康保持増

進効果等に相違がある場合には、通常、「著しく」に該当する。 

 

 

4 平成 28 年 6 月に口コミ情報を例とする内容に改定されたが、広告宣伝である旨を明示しな

いことによる問題点を指摘する趣旨は変わっていない。 

＜民法上の法的責任＞ 

また、民法上の不法行為責任が争われたケースでは、記事と区別がつかない体

裁で掲載された広告の内容に対する編集責任に言及し、媒体社の損害賠償責任を

肯定した判例（参考 4）５もある。 

この判例から、広告であることを認識できるレイアウトや、広告である旨の表

示、つまりディスクロージャーがなされていないことによって、媒体社が広告の

内容に対する責任を問われるおそれがあると言える。 

＜参考 4＞ 大阪高裁平成 6 年 9 月 30 日判決・判時 1516 号 87 頁 

『レイアウトや広告である旨の表示によって広告であることが判明する体裁とはなっていな

い。……[略]……編集者自らの作成に係る記事なのか、広告なのかが区別されにくいものと

なっている。……[略]……その編集責任の所在は本件広告の掲載頁の体裁、内容自体からは容

易に判明し得ないものとなっている。……[略]……一般に、大量発行部数の雑誌の出版社とし

ては、その広告を掲載する雑誌を発行する際において、記事及び広告における影響力に応じ、

その掲載態様及び内容に対応する調査をすべき注意義務を負担しているものというべきである

が……[略]……前記のような態様及びその内容に照らしてみると、本件広告の電話番号の正確

性については……[略]……本文記事に準ずるものとして、自ら電話番号を確認し、又は広告掲

載業者に対して厳重に注意を促すなどの細心の注意を払う義務があったというべきである。仮

に電話番号の正確性を確認する義務がないというのならば、明らかに広告頁と判明するような

体裁の広告でなければ掲載を認めないとの対応をとらなければならないというべきである。…

…[略]……本件広告の掲載頁を他の一般記事と区別がつかない態様とさせたままに漫然と広告
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掲載を承諾したものというべきである。この点で……[略]……過失責任は免れず……[略]……

損害を賠償すべき義務がある。』 

 

 

5 雑誌に掲載された広告内の電話番号の誤記によって損害を受けた第三者が出版社に損害賠償

を請求した事件（最高裁上告棄却）。ただし、この判例は、広告を見た消費者ではなく第三

者の損害に対する責任が争われたものであり、媒体社の広告内容に対する一般的な責任を認

めたものではない点に留意する必要がある。 

 

以上述べてきたように、米国では、消費者をミスリードする欺瞞的行為が法律で

明確に禁止されている。日本の国内法においても、明らかに広告であることが一般

消費者にわからない体裁や内容である場合、広告メッセージとして一般に許容され

る程度の誇張・誇大であっても、消費者の商品・サービスの選択に不当な影響を与

えるものとして、法的に問題となる場合があることが解釈で示されている。また、

媒体社の広告の受け手への影響力（媒体社への広告の受け手の信頼）にもとづいて

一般消費者が誤認した場合に、法的責任が問われることもあり得ると考えられる。 

なお、ディスクロージャーの有無にかかわらず、媒体社は、広告内容による消費

者の損害を予見し得た場合には注意義務があり、その義務に違反した場合には例外

的に責任を負うことがある。これに関しては、先述の JIAA の掲載基準ガイドライ

ンに実務上の指針を示しているが、ディスクロージャーの問題とは分け、別の機会

に述べることとする。 

 

ここまで整理してきたとおり、法的にも、ネイティブ広告がユーザーを誤認させ不

利益を与えることのないよう、消費者保護のルールとしてディスクロージャーは必須

だ。そして、ユーザーの視点に立ち、広告主のブランド毀損やメディアの価値低下を

招かないよう、ビジネス上のリスクを避ける意味でも、あらかじめ広告であることを

明確に示すディスクロージャーが重要であることは言うまでもないだろう。 
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Ⅷ. 「ネイティブ広告」の今後について 

まだ、日本ではスタート地点に立ったばかりだが、国外の状況を見渡すと、すでに

ネイティブ広告は次の段階に入ってきている。その幾つかを日本でも起こりうる今後

の展開として紹介しておこう。 

まず 1 つ目の展開。Native Programmatic とも呼ばれるプログラマティック取引へ

の移行。特に米国内では急速にネイティブ広告のプログラマティック取引が進んでお

り、事業者によっては実に取引の 50％以上がすでにプログラマティック取引によるも

のであり、ダイレクトセールス（つまり人的取引）によるものは年々減ってきている。

従来のオープン制のプログラマティック取引のみならず、プライベートマーケットプ

レイスによる取引も増えてきており、媒体社と広告主、広告会社とのネイティブ広告

枠の売買がスムーズかつ迅速に行われてきている状況だ。この背景には、IAB を中心

に、“RTB2.3/2.4”と呼ばれるリアルタイム広告取引のプロトコル整備が行われ、また、

その仕様の中に“Native 1.1”と呼ばれるネイティブ広告取引の仕様が盛り込まれていた

ことによる。これはその昔、ディスプレイ広告の取引をスムーズに行うために IAB が

ディスプレイ広告のサイズを標準化したのと同様、「ネイティブ広告の標準化」を行

い、業界の中での取引に混乱が生じないようにしたものである。ディスプレイ広告と

違い、ネイティブ広告は各媒体によってデザインが異なる。そのためディスプレイ広

告の標準化のように広告のサイズによって標準化することはできない。そこで、IAB

と米国の主要ネイティブ広告事業者が集まったプロジェクトにて、ネイティブ広告に

必要な“element 要素”である、サムネイル画像、見出し、概要、リンク、スポンサー

名などをワンセットにして、従来の「広告素材」にあたるようなやり取りを可能にし

ている。米国の DSP や SSP の事業者はこうした RTB2.x に対していち早く対応して

いるので、ネイティブ広告への移行が早く、かつプログラマティックな取引が可能に

なっているのである。 

ネイティブ広告は一般的に従来のディスプレイ広告より手間がかかると思われてい

るが、日本国内でも従来型の人的なセールスのみならず、プログラマティックなネイ

ティブ広告枠売買が行われることで、ネイティブ広告に対しての大きな市場が出来上

がるように考えられる。例えば、RTB2.3/2.4 や Native1.1 のようなプロトコルや仕様

に対応すれば次のようなメリットもある。国外 DSP に接続すれば、媒体社は国外から

の取引を人的な取引なしに獲得することができる。国内 DSP は海外のネイティブ広告

SSP に接続することで海外ネイティブ広告枠の買い付けが容易になる。 
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第二に、ネイティブ広告のフォーマットの拡大。特に動画領域。すでに欧米では、

「Native Video Ads ネイティブ動画広告」というものの市場が拡大しつつあり、事業

者によっては従来型のネイティブ広告の売上を超えるところもでてきている。この

「ネイティブ動画広告」というのは、従来のネイティブ広告枠に掲出された静止画像

（サムネイル）部分が動画になるもので、動画コンテンツの前に掲出される動画広告

（プリロール型）や記事途中に挟まる動画広告（インリード型）と違い、ユーザー体

験としてはこれまでのネイティブ広告の体験そのままであるということにある。その

ため、あくまでも広告枠は媒体社のサイトのデザインに合わせた「ネイティブ広告枠」

として制作され、動画広告の需要がないときには普通の（動画でない）ネイティブ広

告として利用されるので、媒体社にとっては「動画広告枠」を別途作る必要がないと

いう点でメリットがあると言われている。また広告効果としては、動画のすぐそばに

「見出し」が付くので、その動画が何に関する動画かが認知されやすく、動画が見ら

れやすいと言われているので、広告主にとってもメリットがある。また、ネイティブ

動画広告は、ユーザー体験を妨げないという「ネイティブ広告」の特性と、高い広告

効果があり、高い広告単価で取引される「動画広告」の市場性を併せ持った領域とし

て注目され、売上が伸びている。 

第三に、欧米では、ネイティブ広告がインターネットの世界のものだけではなく、

ほかメディアへの展開としても注目され始めている。例えば、テレビのようなメディ

アにおいても、「ネイティブ広告」が実験的に始まっている。そのひとつが Vice 

Media が 2016 年春にスタートさせた Viceland におけるネイティブ広告アプローチの

広告だ。Viceland では 30 秒の定形の広告枠の代わりに番組の中でブランドの商品を

シームレスに紹介するというアプローチをとっており、一方で番組そのものがスポン

サードされているというのは明示的になっている。この Viceland の手法、実は日本で

は 1960 年代に放映されていた『てなもんや三度笠』の手法とほぼ変わりがない。

『てなもんや三度笠』は前田製菓一社提供で行われており、広告であることの前にコ

ンテンツとしての成立が有り、その中に商品がストーリーにシームレスに現れる。ネ

イティブ広告の可能性は、媒体社側が生み出すコンテンツへと集まる人々、しかし

「広告」を嫌う人々に対してどのようにアプローチすることができるのか？というと

ころにあるのであり、海外の動向から国内の過去の広告の歴史という温故知新を学ぶ

ことにもなっている。 

これらのようにネイティブ広告というのは今後の展開も頼もしい、新しい広告市場

を生み出すことのできるコンセプトであると考えられる。しかしながら、ネイティブ



JIAA ネイティブ広告ハンドブック 2017 

48 

広告はその特性からも、ユーザーを騙すようなものであってはいけない、ユーザー体

験を妨げるものではあってはいけないという倫理規範も求められる。広告主、広告会

社、媒体社、広告テクノロジー企業がそれぞれそのことを自覚しながら、手を取り

合って、ユーザーも含めた、複数の Win を作って、市場を作っていくことが各自必要

だ。 

このネイティブ広告市場を長期に渡って生きながらえさせるものにするのか、それ

とも短期的なブームにしてしまうのか、それも業界関係者がこの市場をどのように扱

うかによって決まってしまうのだということも理解しておきたい。 
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