
‘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 

2016年11月4日 

一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会（JIAA） 
ネイティブ広告部会  広告効果分科会 



本日のご報告内容 

  調査の目的 
  仮説の検証方法 
  ネイティブ広告に関する海外の事例 
  広告キャンペーン概要 
  アンケートの配信方法 
  調査結果 
  調査から得られた知見 
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調査の目的 
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‘ネイティブ広告キャンペーンは 
ディスプレイ広告キャンペーンと比較して 
ブランドリフトに関しての効果が高い’ 

という仮説を検証する 



ネイティブ広告効果に関する仮説 
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●ディスプレイ広告キャンペーン ●ネイティブ広告キャンペーン 

態度変容への効果 
ディスプレイ広告 ＜ ネイティブ広告 

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 

• 枠からすぐに商品ページや 
資料請求ページなどに遷移 

• 広告が媒体のコンテクストに沿って表示 
• 枠とコンテンツがセット 



仮説検証方法 

１問アンケートを実施、 
ディスプレイ広告/ネイティブ広告それぞれの 
‘ブランドリフト’を計測し、リフト値を比較 
することにより、ネイティブ広告の効果を証明 
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ブランドリフトとは 
 
Brand lift is a RESONANCE 
metric that helps you to 
understand if your advertising is 
working. 
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• 認知度向上 
• 好意度向上 
• 購入意向向上 等 

広告に触れた人と触れてない人との間で上記の

態度変容の差がどのくらいあったか？ 
 

ブランドリフトとは 

言い換えると・・・ 

を表す指標 
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仮説検証に使用したソリューション 

Digital Brand Effect 
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MEASURE & OPTIMIZE BRAND LIFT 



Nielsen Digital Brand Effect 
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top advertisers have 
used  

Digital Brand Effect 

174 
out of 

200 

top publishers have 
used  

Digital Brand Effect 

37 
out of 

50 

グローバル規模で広告主／媒体社／広告会社が活用

しているソリューション 
常時数百キャンペーン以上計測 

2013年時点 



Nielsen Digital Brand Effect 
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パネル調査ではなく、広告キャンペーン 
                                対象者からアンケート回収 

広告枠に 
アンケートを 
表示 

⇒ パネル特有の偏りがなくなる 



Nielsen Digital Brand Effect 
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キャンペーン対象者を広告接触者と非接触者のグループに分け

インバナー形式でブランドリフトを調査 

広告
枠 

広告非接触者 

広告接触者 

広告
原稿 

広告原稿掲載15秒後に、 

調査バナーに切り替わる 

15秒後 

広告
枠 

0秒後 

ブランドリフト 
    XXX.X ％ 



海外事例① 
ネイティブ広告のブランドリフト検証事例 

Instinctiveはアメリカのコンテンツ配信プラットフォーマー。 
ネイティブ広告を含むブランドコンテンツ配信に注力している企業。 

ブランド ある家電メーカーの新製品 

キャンペーン目的 認知 

クリエイティブタイプ 
インフィードビデオを含むネイティブ広告クリエイティブ
3種類 

広告配信プラットフォーム Instinctive 

計測ソリューション Nielsen Digital Brand Effect (DBE) 

ある家電メーカーは新製品ローンチにあたり、「変化するメディア消
費習慣の中でどうしたら効率よく消費者に新商品を認知してもらえる
か」その手法を模索していた。そこで、Instinctive と協力し、態度変容に
効果が高いといわれているネイティブ広告を活用、新製品を消費者に認知させ
ることを目的としたキャンペーンを展開した 

12 



〈結果〉 

‘ネイティブ広告は、 

ブランド認知形成において効果

の高い広告手法である’ 

   

         ことが証明された 
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海外事例② 
他メニューと比較したネイティブ広告の効果検証事例 

JARRITOS（ジャリトス）はメキシコの清涼飲料ブランド。 
1950年創業のこのブランドは、ナチュラル・フレーバー清涼飲料では
メキシコでトップシェアを占めている。 

今回のキャンペーンでは、ＵＳにおいて主にヒスパニックに支持されているこのブランド
を、一般消費者に認知させ、好意度を醸成するのが目的。 

キャンペーン期間 2012年5月～10月 

ブランド JARRITOS（ジャリトス）。清涼飲料。 

キャンペーン目的 好意度 

クリエイティブタイプ 
１）プレロール（自動再生）動画。15秒、及び30秒。 
２）ネイティブ広告（ユーザー再生）動画。30秒。 

広告会社 GSD&M（US） 

広告配信プラットフォーム Sharethrough（シェアスルー） 

計測ソリューション Nielsen Digital Brand Effect (DBE) 

14 



〈結果〉 

ネイティブ広告（ユーザー再生動画）

のブランドリフトは46.2%。一方、 

プレロール（自動再生動画）は25.9%。 

ネイティブ広告の方が、1.8倍ブランド

リフトが高い。 
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Nielsen と Sharethrough は、カテゴリーや目的の異なる5つの広告キャン
ペーンにおいても同手法で調査を実施した。結果、いずれもネイティブ広
告の方が、カテゴリーやキャンペーン目的にかかわらず、プレロールよりも
リフトが高くでることがわかっている。 



広告キャンペーン概要 

〈広告主〉 

NETFLIX 
〈ブランド〉 

ハウス・オブ・カード 
 
 
 
 
 

〈広告キャンペーンの目的〉 
視聴意向の向上 16 
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〈広告配信媒体社〉  

• 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 

〈広告キャンペーン期間〉 
6/27～8/10 

 

 

〈実施デバイス〉 
スマートフォン 
 (PCにおいても同手法で実施し

たが、統計的信頼が得られるN

数に達しなかった) 



〈調査手法と期間〉 
プレポスト調査 
・ プレ調査 6/20～26 
・ ポスト調査 6/27～8/10 

〈配信アンケート文言〉 
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アンケート配信方法 

あなたはNetflixで「ハウス・オブ・カード」を観たいと 
思いますか？  
  とても思う   
  思う    
  どちらでもない   
  思わない   
  まったく思わない    

ポジティブアンサー 



〈アンケート回収N数〉 
641件 

 

〈アンケート配信〉 

「ディスプレイ広告キャンペーン」と「ネイティブ広告 
キャンペーン」を同時期に実施。 
それぞれのキャンペーンの広告（ネイティブ広告は 
コンテンツまで）の接触者に対して、アンケート 
調査を行う 
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アンケート配信方法 
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■ネイティブ広告キャンペーン       

■ディスプレイ広告キャンペーン        

「現代ビジネス」サイト 
スポンサードコンテンツ 

ネイティブ広告枠 

媒体社サイト 

媒体社サイト 

○○○○○ 

広告主サイト 

視聴申し込みページ 

ディスプレイ広告枠 

視聴案内ページ 

〈アンケート配信箇所〉 

広告主サイト 

視聴申し込みページ 
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「現代ビジネス」サイト スポンサードコンテンツ 

ネイティブ広告枠 

媒体社サイト 

ページ① ページ② 

〈ネイティブ広告枠とコンテンツ〉 



キャンペーンの目的は「視聴意向」。 
広告に触れた人の視聴意向が、触れていない

人に比べてどのくらい高いか？ 
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導き出したいアウトプット 

ブランドリフト 
    XXX.X％ 
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調査結果：ブランドリフト 

■ディスプレイ広告 

■ネイティブ広告 

ブランドリフト 
   153％ 

ブランドリフト 
   296％ 

*ブランドリフト小数点以下四捨五入 



24 

調査結果：ディスプレイ広告とネイティブ広告を比較し
たブランドリフト効果 

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1.9倍の効果があった 

x1.9 
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調査から得られた知見 

① ネイティブ広告キャンペーンは接触者の態度変容に対

し、より強い効果がある 

x1.9 



調査から得られた知見 
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② ネイティブ広告キャンペーンはファネル上部の 
ブランドリフトの領域にも効果がある 

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 

Ｚ 

購買 

理解 
好意度向上 
購入意向 

認知 

検討 



（主に媒体社の方々向け） 

 

ネイティブ広告枠の設置の仕方について 

調査から得られた示唆 
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本調査参加媒体のうち４社が、ネイティブ広告の配信について、

Sharethrough Inc.のネイティブ広告配信プラットフォームである 

Sharethrough For Publishers を採用。 

同じプラットフォームを４媒体が利用したことから、媒体社が 

ネイティブ広告枠を設置する際に役立ちそうな示唆をいくつか得られた。 

そのうち次ページ以下の３つは本キャンペーンのみならず、国内の他の例、

海外においても同様の傾向が見て取れるものである。 
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① ネイティブ広告枠は、新たな広告枠として、記事見出し

や記事の周辺に設置したほうが広告効果が高い。 

単純に従来のディスプレイ広告の設置箇所に、ネイティブ広告を設置しても必ずしも

高い効果が出ない。今回の結果では、新たにネイティブ広告枠を記事見出しないし

は記事周辺に設置した広告のほうが高い広告効果を示した。 
*またこれは今回のキャンペーンのみならず、国内の他事例、欧米の事例でも同様となっている。 
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② ネイティブ広告枠のデザインは、文字の見やすさに注意

が必要な可能性。 

今回の調査キャンペーンでは、ビジュアル

が際立ったものよりも、ビジュアルが小さく

とも、ネイティブ広告のテキストがページ内

の他のコンテンツと同じフォントサイズ、近

しいレイアウトでデザインされたもののほう

が高いCTRを示した。 

このことはビジュアル（の大きさ）のアテン

ションよりも、自然な流れでテキストが目に

入るか否かの方が、効果の高い枠作りに

重要である可能性を示唆している。 
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③ ビューワブル率との相関は、ディスプレイ広告よりもネイ

ティブ広告のほうが高い。 

Viewable Rate 

CTR 広告のビューワブル率（可視化率）

に対するCTRの関係を見てみると、

ネイティブ広告のほうが、ディスプレ

イ広告に比べて高い相関を示した。 

つまり、表示された広告について、

ユーザーの注意が集まりやすい可

能性を示唆するとともに、結果とし

てクリックされる可能性が高いとい

うことが推察される。 
ビューワブル率が高くなることによってCTRが高くな

るのはディスプレイ広告と当然同じだが、 
ネイティブ広告のほうがCTRの高さの伸びが大きい。 
 
※本図は概念図で今回の調査の数値を反映したものではありません 

31 



ネイティブ広告はディスプレイ広告より、アテンションを得やすい。 

米国でのヒートマップ調査によると、ネイティブ広告はユーザーの目線

の動きの中に入りやすいことがわかっており、結果として目にとめられ

注意を集めやすい。このことが先の①〜③に影響していると思われる。 

native display 

(c) Sharethrough Inc. 
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広告効果の高いネイティブ広告枠とは？ 

① ネイティブ広告枠は、記事見出しや記事の周辺に

新たに“なじんだ”広告として設置したほうがよい。 

 

② ネイティブ広告枠をデザインするときは、サイトの

他の見出しやコンテンツと違和感がないように文

字などの見やすさを注意する。 

 

③ ネイティブ広告枠はビューワブル率との相関がディ

スプレイ広告より高いので、ビューワブル率の高い

箇所に設置することで、広告効果が高く、広告主

満足度が高くなる可能性がある。 

の、利用から得られた 

３つのポイント 
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