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1. ネット広告とe マーケティング1 

• ネット広告の状況

• ネット広告会社

• ロングテール（ネット販売の特色)

• 購買行動のモデル（従来とネットでは異なる）

• マーケッティング理論での4P

• ネット広告の種類

検索エンジン広告(検索連動型広告、SEO)

バナー広告、アフィリエット、メール広告
2

1.1 ネット広告の長所

• 能動的に使われる

利用目的に適合した広告を出せれば効果が高い

• 高度なターゲッティングが可能

個人や時間などのターゲットを絞り易い

• 広告効果が測定し易い

• ネット広告の種類は多数
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1.2 2010年媒体別日本の広告費

4電通『日本の広告費』より

1.3 メディア別広告費の推移

5電通『日本の広告費』より

1.4 メディア別広告構成比の推移

6電通『日本の広告費』より
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2. ネット広告会社

• 大手広告代理店の系列のメディアレップ

サイバー・コミュニケーションズ（電通とソフトバンク）

デジタル・アドバンタイジング・コンソーシアム（博報堂）

• 独立系（インターネット専業広告代理店）

サイバーエージェント、 オプト

• ターゲットを絞ったメディアレップ

D2コミュニケーションズ（ドコモと電通、ドコモのサイト）

シーエー・モバイル（携帯の勝手サイトに強い）
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2.1 ネット広告会社の位置づけ
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3. e マーケティング

• ネットでのマーケティングでは「ロングテール」
現象が重要視される

• ネットでは、リアル店舗ではほとんど売れない
「ニッチ商品」が少しずつ売れる

• ネット販売では「ニッチ商品」の販売額の合計
が、売れ筋商品の販売額合計を上回る

• 従来の「80:20の法則」(売上の80%は20%の優良顧

客が生み出すモデル)より多くの層から売上や利益
を得るビジネスモデルになる
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3.1 ロングテール

「平成18年版 通信白書」より

3.1.1 ロングテール理論の全体像
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不足の経済 豊穣の経済

流通手段
の民主化

需給と供給
結びつけ

生産手段
の民主化

主役=小数のヒット商品 主役=無数のニッチ商品

利用者は受動的 利用者は能動的

ヘッド（売れ筋の
20%)から利益

テールがのび、
テールでも利益

流通のボトルネック
流通コスト大
品ぞろえは小

ネットによる流通革命
流通コスト小
品ぞろえは大

選択肢小

探査
コスト大

選択肢増

選択肢増

探査
コスト小

3.2 購買行動のモデル

• AIDMA: 従来のマーケティングの購買行動モデル

• AISCEAS: ネットでの購買行動のモデル

• AIDOL: ケイタイショッピングでの購買行動もでる

Attention(注意), Interest(関心), Desire(欲する),

Memory(記憶), Action(行動), Search(検索),

Comparison(比較), Examination(検討),

Share(共有), Operation(操作), Login(ログイン)

12
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3.2.1 購買行動モデル(従来)

• AIDMA: マーケティングで顧客の購買行動を分析
する枠組み

Attention(注意) � Interest(関心) �

Desire(欲する) � Memory(記憶) �

Action(購入)
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3.2.2 ネット購買での変化

• Desire(欲する) :� Search(検索)

• ネットでは、すぐに購入可能なため、Memory

を介さないで、安さの比較や購入を検討

Memory(記憶) :� Comparison(比較) �

Examination(検討)

• ネットでは、購入後の意見共有が盛ん

Action(購入)後にShare(共有)を追加
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3.2.3 ネットでの購買行動のモデル(詳細)

• AISCEAS: ネットでの購買行動のモデル

Attention(注意) � Interest(関心) �

Search(検索) � Comparison(比較) �

Examination(検討) � Action(購入) �

Share(共有)
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3.2.4 ケータイショッピングの購買モデル

• AIDOLモデル

Attention(注意) � Interest(関心) �

Desire(欲する) � Operation(操作) �

Login(ログイン)

携帯： 欲しい時が買いたいとき
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3.4 クロスメディアマーケティング

• クロスメディアマーケティングとは、ネットを単独で用
いるのではなく、他のメディアと組み合わせて効果
的な広告を行う方法

• AISCEAS(ネット購買行動モデル)のどの段階でど
のメディアを活用するかがポイント

• 例として、テレビCMから「続きはネット」でや、「○○
と検索してください」とのネットへの誘導

• WCM(Web Centric Marketing)という考え方が有
効と思われる
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3.4.1 WCM(Web Center Marketing)の概要

18
「Web担当者フォーラム(インプレスR&D)2007/02/22」より
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3.5 4Pの視点

• マーケティング理論で4Pとは下記の4種類の
主要な構成要素である

• どう売るかの販売戦略を考える場合の基本
的考え方

(1) Product (製品)

(2) Price (価格)

(3) Place (流通)

(4) Promotion (販売促進)
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3.5.1 4Pの比較(ネット、リアル)
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ProductProductProductProduct PricePricePricePrice PlacePlacePlacePlace PromotionPromotionPromotionPromotion

リアル
売れそうなも
のをメーカー
が企画

店舗ごとに
同一

リアル店舗、
通販

マス広告

ネット 共同創作、
受注生産

オークション
共同購入

ネットショップ、
ネットモール

ネット広告

両者
組合
せ

ネットの売行
きで店舗の
発注量決定、
店舗で販売

店舗で受け
取れば配送
料は無料

クリック＆モ
ルタル
（マルチチャ
ネルで販売）

クロスメディア
での広告

4. ネット広告の種類

• 検索エンジン広告

(a)  SEO: ホームページの作り方最適化

SEO (Search Engine Optimization)

(b)  検索連動型広告(ペイドリスティング広告)

• バナー広告

• アフィリエイト広告

• メール広告

• 記事タイアップ広告
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4.1 ペイドリスティング広告

• 有料で検索語と対応した広告を掲載する

• 広告主は、自社製品と関係のある分野に関心があ
る人が検索するような検索語を選び登録依頼

• Google等の検索エンジンの検索結果で、「スポンサ
ーリンク」として一般の検索結果より優先掲載

• 単語ごとに入札で単価(クリックされた場合に支払う
金額)を決める

• クリック数に応じた課金で、上限(広告なし)あり

• ネット広告の約4割(米国)、約3割(日本)を占める
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4.2 「パソコン」検索結果(Google)
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4.2 「パソコン」検索結果(Yahoo!)
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4.3 「RSA暗号 GNFS」検索結果(Google)
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4.3 「RSA暗号 GNFS」検索結果(Yahoo!)
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4.4 アフィリエイト広告とは

27http://affiliate.rakuten.co.jp/より

4.4 アフィリエイト広告をするには

28https://affiliate.amazon.co.jp/より


