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「店頭での自社製品選択に対する、広告や販促の効果を算出し評価する」 

宣伝部  
担当者 

他
社 

消費者 

 店頭でもアウトストアでも様々
な広告を使っているが、結局何が
消費者に効いているのだろうか？ 
  
 店頭でうちの製品を選ぶ事に貢
献しないと意味がないのだから、
その効果をはっきりさせた上で、
効果的なプロモーションを展開し
て欲しい。 

化粧品会社 
経営陣 

 マス4、屋外、オンライン、
ソーシャル、オウンドメディア等
様々な媒体を使っているけど、店
舗での購買行動への効果を切り分
けて評価する事なんてできるのだ
ろうか？とりあえずアンケートで
消費者に聞けばよいのかな？ 

経営層からの課題 ブランド担当者のナヤミ 

店頭販促は勿論、アウトストアでのマス4や屋外広告、オンライン広告、PRが、どう店頭での購買行動に 

効いているのか効果測定して、プロモーション展開の根拠をはっきりさせる事が求められていました。 

冊子 

次のページでは、担当者さんが具体的に何に困っているのか聞いてみます。 

背景 

他
社 

他
社 

他
社 

自
社 雑誌 

TV 什器 

POP 

OOH 
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Q2.広告効果って何？ 

クライアントから挙げられた疑問と、分析のポイント 

 

じゃあ、 購買に対する広告の

効果って、どう考えたら良い

の？認知させる力？製品を買わ

せる力？ 

 

「店頭の購買行動」には店頭販促だけでは

なく、アウトストアのマス媒体やオンライ

ン広告の影響も少なからずあるはず。それ

らも分析に含めると、どんなデータが必要

になるの？ 

消費者が購買に至るまでのプロセ

スを、各広告媒体がどれ位効率良

く促進しているか、を広告の効果

と考え推定します。 

アウトストアやオンラインの媒体との接触状

況を示すデータと、店頭での態度変容や購買

行動を示す定量データを収集します。 

Point 

ソーシャルやWeb、インスト

アやアウトストアで色々な広

告媒体を使っているけど、効

果を切り分けて算出する事は

可能なの？複雑な相乗効果み

たいなのもありそうだけど。 

最近の研究で、クロスメディアで

複数の媒体を使っていても、効果

を算出し、媒体毎に割り戻す解析

が可能となりました。その手法の

概要を説明します。 

Point 

Point 

Q4. クロスメディアの影響 

Q５.どんなデータが必要？ 

Q3.広告効果の種類？ 

 

 広告効果ってどんな種類がある

の？例えば、広告が消費者に影響

を与える時、それがどういう筋道

で影響を与えるのか知らないと、

効果測定できないよね？ 

  

基本的には直接効果と間接効果の

２つに大別されます。更に双方向

の影響やループ状の影響など、媒

体は互いに影響し合っています。 

Point 

現状、広告効果って購買者アン

ケートで「何がきっかけで買いま

したか？」と聞いて、集計してる

けどだめなの？直接消費者に聞け

ば済む事じゃないの？ 

誤用です。消費者は「自分が何に

どれ位影響を受けて、行動したの

か」正確に判断して回答する事は

できません。誤差を鑑みて、解析

的に算出する方法を紹介します。 

Point 

Q1.消費者に聞けばよい？ 
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分析の進め方と、具体的な作業内容は？ 
担当者 

次のページでは、分析アウトプットの中身を見ていきます。 

分析の 

スコープ 
＜店頭での自社製品選択に対する、広告や販促の効果を算出し評価する＞ 

モデル構成要素と 

媒体接触データ収集 

どの媒体とどれ位接触した

か、どんな購買行動を起こ

したかを示す、シングル

ソースデータを収集する 

STEP1 

媒体が直接の原因となって

行動を引き起こす効果(直接

効果)と、他の媒体を介して

行動を引き起こす効果(間接

効果)を算出する 

直接効果と間接効果 

の算出 

STEP2 

購買プロセスに対する 

各媒体の効果を算出 

自社製品の主な買われ方：

購買プロセス(※)に対する、

各使用媒体の総合的な効果

を計算する。 

STEP3 

直接効果と間接効果の和を

とり、各媒体の総合効果を

算出し、効果の比較を行う。 

各媒体の総合効果を 

比較・評価 

STEP4 

使用媒体との 

接触状況と、 

購買行動を測定 

データ収集 総合効果スコア メインプロセスに対する効果 直接効果と間接効果 
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※購買プロセスは別途解析で導出 
（クリックで説明ページへ移動） 

http://www.research-clinic.com/marketing/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%9B%A0%E6%9E%9C%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/


媒体の効果って、そもそもどう考えれば良いのだろう？ 
担当者 

媒体の効果は、大きく「直接効果」と「間接効果」の２つに大別されます。媒体毎にこの２つの効果を算出して足し上

げると、その媒体の総合的な効果を推定する事ができます。次のページでは、もう少しマクロな視点で見てみます。 

 

購買 

 

TVCM 店頭POP 

「TVCMで知った便益
を、店頭のPOPで再
認した」事による影響 

TVCMの直
接的な影響 

POPの直
接的な影響  

購買 

 

Facebookの投稿
がTwitterにも同時
に投稿され、相互
に流入が起こる。 

各ソーシャルメディ
アに張られたリンク
を介し、コンテンツ
を行き来する。 

購買 

TVCM 店頭POP 

Facebook 

Twitter 
YouTube 

ソーシャルメディア 

2 

1 3 
直接効果： 
媒体が直接の原因となって購買を起こす力 

間接効果： 
媒体が他の媒体を介して購買を起こす力 

ループ/双方向の間接効果： 
媒体が相互に影響し合って、購買を起こす力 

Web上での情報拡散の過程には、複数のソーシャルメディア

が相互に関係し合います。従って、双方向に影響しあう間接

効果や、リンクをたどり媒体を回遊するループ状の間接効果

による、購買行動への影響を算出する必要もあります。 

双方向 ループ 

Point 
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実際には使用媒体を含め、顧客接点はもっとあるわけで、その影響関係はどうなの？また、 
「購買」というフェーズに対する効果だけ見ててよいのかな？モノはいきなり買われないよね？ 

担当者 

 媒体の”総合的な効果”を算出するには、直接効果に加え、上記の様に複雑な間接効果を推定した上で、購買に至

るまでの「プロセス」に対する効果も媒体毎に切り分けて算出し、全て足し上げる事が必要となります。1つ1つ手

計算で行うと大変ですが、専用のアルゴリズムを用いて算出すると、次ページの様なアウトプットが得られます。 

6 

TVCM 
店頭 
POP 

電子POP 
新聞広告 

雑誌 

パンフレット 陳列什器 
OOH 

ポスター 

アイシャドウの店頭購買行動モデル 

0.28 0.31 0.24 

店頭接触 
イメージに 

共感 

便益に 

納得 
購買 

Point 

ソーシャル 

メディア 

実際には、非常に膨大な数の顧客

接点が間接効果を発揮し合う事で

「ブランド体験」を形成し、それ

が行動プロセスを促進しています。 

ブランド体験が、行動プロセスに影響を与える 

チラシ 
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別途解析で導出しておきます 
（クリックで説明ページへ移動） 

http://www.research-clinic.com/marketing/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%9B%A0%E6%9E%9C%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/


店頭購買に対する効果は、結局どうだったの？ 
担当者 

 店頭購買への総合的な効果をみると、電子POPが一番効いていて、次いでBC、TVCMという結果

となりました。直接効果だけ見ると、ビューティーカウンセラーの効果が一番強いですね。また、

TVCMは店頭で直接買わせる力は弱いものの、他の媒体との間接効果は一番大きい様です。 
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電子POP 

直接効果 間接効果 

総合効果 

凡例 

総合 
効果量 

ビューティー 
カウンセラー 

TVCM 

1位 

2位 

3位 

・ 
・ 
・ 

アイシャドウの店頭購買に対する、各媒体の総合的な効果スコア 

・ 
・ 
・ 
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・どんな調査に組み込んで分析するのがいいの？ 
・どんな製品カテゴリで、どんな使い方ができるの？ 

担当者 

ソーシャルメディアのブランド価値形成効果の測定

（リキュール類） コンセプト 

受容性調査 

オンラインキャンペーン、ソーシャルメディアの

Online-to-Offline集客効果測定（外食産業） 

ペイドメディアとオウンドメディアの、製品トライア

ル意向向上効果測定、比較（ビール） 

ソーシャルメディアと、従来型メディアの購買意向促

進効果の相対比較（化粧品：スキンケア） 

広告効果測定 

認知率調査 

 この分析と親和性の高い調査 

Point 

分析の適用例、拡張例 

Point 

ブランド調査 
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 分析詳細や他業界での応用イメージ、結果を使ってどうするべきなのかなど、ご興味を持って頂け
たら弊社までお問い合わせください。 御社の業界や文脈に沿った形でご紹介致します（無料）。 

お気軽にお問い合わせください 

Mail: access@collexia.co.jp / Tel: 03-5937-0137  

  クイックお問い合わせボタン 
クリックで市場調査クリニックのWeb問い合わせフォームが開きます 
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Ｑ＆Ａ方式でマーケティングの課題に
答える、分析ロジックをご紹介 

→2012年8月現在 21手法紹介中 

コレクシアの情報メディア 『市場調査クリニック』 
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連載インタビュー 

 ★朝野煕彦 （市場調査クリニック顧問） 
 「マーケティングの処方箋」 
 

 ★マーケティング・リサーチの寺子屋  

  鈴木敦詞氏 

 「変化するリサーチ業界と変わらないリサーチの基本」 

マーケター／リサーチャーが現場で使える、マーケティングサイエンス＆シミュレーション 

マーケティングの現場で”使える”情報を提供しています。 

顧問：朝野煕彦 多摩大学大学院教授 
運営・手法開発：株式会社コレクシア 

コレクシア 

のご紹介 
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既存データや、別調査のローデータから広告効果測定・費用対効果算出が可能 
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