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Consumer 
Intelligence Series
モバイル広告：
消費者は何を求めているのか
各国の比較

PwCのConsumer Intelligence Seriesでは、
メディアとテクノロジーの構造が急速に
変化する中、消費者の態度と行動の動向
について考察する
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スマートフォンのデータ利用は、音声利用のペース
を上回り続けている。携帯電話やタブレットは、利用
者が生活に取り入れられる新しい方法を次々と提示し
て「信頼の輪の中核」に食い込んだ数少ない端末の一
つとなった。これらの端末には利用者の所在地や好み、
考え方など、広告業者が活用できる無数のデータポイ
ントが搭載されており、マーケティング担当者にとっ
ては宝の山である。アプリケーションやモバイルプラッ
トフォーム自体が、顧客の嗜好について莫大なデータ
を収集している。携帯端末はまた、マーケティング業
者が個人に直接ターゲット広告を送信することを可能
にする強力な広告配信メカニズムでもある。この点は、
広告の妥当性や効果の向上が定かでない一般大衆向け
の配信とは異なっている。多くの消費者は、広告業者
に適切な広告の提供だけではなく、広告の性質や頻度
に関する要求を満たすことを求めている。できればバ
ナー広告で一週間のうち適切な曜日の適切な時間に、
クーポン付きの広告が配信されることを望んでいる。
広告業者がこうした要求を満たすには、乗り越えなけ
ればならない多くの障害が存在する。携帯端末上の広
告は依然として新たなフロンティアだが、モバイル広
告はユニークな潜在能力を持っている。このため、マー
ケティング業者や広告業者は、消費者のモバイル広告
受信に対する許容範囲内でこのメディアを活用する最
善の方法を速やかに学ばなければならない。

PwCの Consumer Intelligence Series では、メディア
とテクノロジーの構造が急速に変化する中、消費者の
態度と行動の動向について考察する。本レポートでは、
「モバイル広告」に関連した消費者の態度と行動につい
て、2013 年 10 月から 11月にかけて 4カ国（ブラジル、

中国、英国、米国）、3,800 人を対象に行った調査の主
な結果をまとめた。調査の具体的な目的は、以下に関
する調査対象者の要求や姿勢を理解し、探究すること
である。

• 携帯端末で受信する広告に関する消費者の現在の態
度や行動の背後にある理由

• モバイル広告をクリックするか否かの意思決定に影
響する重要要素

• 広告の妥当性とモバイル広告への関心／反応の関係

• 広告の費用／頻度と個人情報共有意思の関係

• クーポンやバナー広告選択の動機

• ターゲット広告やトラッキングに関する消費者態度

シリーズの概要と
研究目的
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ブラジル 中国 英国 米国

回答者に占める割合：
61%： 男性
39%： 女性

年齢層：
25%： 18 ～ 24
38%： 25 ～ 34
28%： 35 ～ 49
 7%： 50 ～ 59
 2%： 60 以上

回答者に占める割合：
52%： 男性
48%： 女性

年齢層：
20%： 18 ～ 24
35%： 25 ～ 34
35%： 35 ～ 49
10%： 50 ～ 59
 0%： 60 以上

回答者に占める割合：
60%： 男性
40%： 女性

年齢層：
10%： 18 ～ 24
25%： 25 ～ 34
40%： 35 ～ 49
20%： 50 ～ 59
 5%： 60 以上

回答者に占める割合：
40%： 男性
60%： 女性

年齢層：
11%： 18 ～ 24
34%： 25 ～ 34
35%： 35 ～ 49
15%： 50 ～ 59
 5%： 60 以上

調査対象者の内訳
本調査には 3,800 人の回答者が参加した。
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携帯端末の概要

 スマートフォンとタブレットについてみると、先進
国（英米）ではスマートフォン（18 ～ 34 歳の若年
層に偏り）、タブレット所有とも Apple が独占的地位
にあり、途上国（中国とブラジル）ではアンドロイ
ド所有率が高い。

 Windows 端末は全 4カ国とも利用頻度が低いが、ス
マートフォンではブラジルで最も高く、タブレット
では中国で最も高くなっている。

 Blackberry 端末は全 4カ国とも利用頻度が非常に低
く、スマートフォンで利用率が最も高いのは英国、タ
ブレットでの利用は全ての国で実質ゼロであった。

調査対象者の内訳

ブラジル
スマートフォン タブレット
24% Apple 35% Apple
56% Google ／アンドロイド（25～49歳がけん引：58%） 51% Google ／アンドロイド
12% Windows  9% Windows
 2% Blackberry、6％　その他  4% 不明、1％　Blackberry

中国
スマートフォン タブレット
28% Apple 26% Apple
65% Google ／アンドロイド（18～24歳がけん引：71%） 50% Google ／アンドロイド
 4% Windows 11% Windows
 1% Blackberry、2％　その他 10% 不明、2％　その他、1％　Blackberry

英国
スマートフォン タブレット
54% Apple（18～34歳がけん引：60%） 68% Apple
34% Google ／アンドロイド（50歳以上に偏り：41%） 25% Google ／アンドロイド
 7% Blackberry  4% 不明
 4% Windows、1％　その他  2% その他、1％　Windows、1％　Blackberry

米国
スマートフォン タブレット
57% Apple（18～24歳がけん引：71%） 60% Apple
39% Google ／アンドロイド（50歳以上に偏り：44%） 31% Google ／アンドロイド（50歳以上に偏り：38%）

 2% Windows  4% 不明
 1% Blackberry、1％　その他  3% その他、2％　Windows
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１．消費者が携帯端末で少なくとも 
週 1回以上行っている活動は何か？
その活動は非常に多岐にわたる。

主な調査結果 活動 ブラジル 中国 英国 米国

ニュース、天気予報、スポーツ
をチェック 87% 95% 95% 97%

アプリで場所を確認 81% 81% 74% 87%
ソーシャルネットワーク
（Facebook など）にアクセス 95% 88% 79% 87%

ゲーム 90% 86% 66% 77%
衛星利用測位システム（GPS）
を利用 80% 65% 63% 73%

ビデオウェブサイト
（YouTube など）にアクセス 93% 80% 56% 79%

銀行取引、料金支払い 77% 67% 67% 67%
アプリを使ってビジネスネット
ワーク（LinkedInなど）にアクセス 77% 59% 44% 40%

ウェブサイトから商品を購入 59% 71% 43% 32%
テレビ番組をダウンロード／
ストリーミング 68% 69% 25% 25%

映画をダウンロード／
ストリーミング 73% 71% 17% 21%

映画、劇場のチケットを購入 51% 32% 11% 7%
レストランの予約 48% 37% 15% 13%
ライブ、スポーツ観戦の
チケットを購入 45% 22% 7% 5%

ホテルまたはフライトの予約 40% 23% 10% 10%
フライトのチェックイン 40% 21% 10% 12%
オンラインで旅行（航空券、
ホテル、鉄道、レンタカー）
関連の支払い

38% 31% 15% 8%

株式売買 36% 35% 7% 5%
その他の購入 6% 5% 3% 2%

4 カ国中の最高値 4カ国中の最低値
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 米国や英国と比較した場合、全体的にブラジルと中
国の方がモバイル活動を日常生活に完全に組み込ん
でいる。

 ブラジルの回答者は、他のいずれの国よりも全般に
活発にモバイル活動を行っている。

• 19 種類の活動（「その他」を含む）のうち、ブラジ
ルの回答者は 15種類の活動を行っている割合が最
も高かった。

 中国の回答者は、ウェブサイトからの商品購入とテ
レビ番組のダウンロード／ストリーミング（ブラジ
ルと実質的に同等）の割合が他のいずれの国よりも
高かった。

 米国の回答者は、アプリを使った場所の確認とニュー
ス、天気予報、スポーツのチェックの割合が最も高い。

 あらゆるモバイル活動のうち、ブラジルを除く全て
の国々においてニュース、天気予報、スポーツの
チェックが最も頻度の高い活動であり、ブラジルで
はソーシャルネットワークへのアクセスが第 1位と
なった。

 上記の全活動（「その他」を除く）のうち、米国と英
国は 7種類の活動の頻度が共に最も低い。国別の差
が最大となった項目は、映画のダウンロード／スト
リーミングについての英国とブラジルの回答（56%
の差）であった。

• アプリ関連活動は、4カ国全てで行われる割合が高
い（ゲーム、天気予報、GPS、ソーシャル／ビジネ
スネットワークなど）。ブラジルと中国はエンタテ
インメント（映画・テレビ番組のダウンロード／ス
トリーミングなど）、購入、ホテル・フライト予約、
金融関連取引（株式売買など）の「日常的」なオン
ラインのモバイルを使った活動をする割合が英米を
上回っている。

• おそらく、ブラジルと中国の消費者は携帯端末の使
用時間が長いと推定して差し支えないだろう。

主な調査結果
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２．モバイルアプリ行動： 
消費者のモバイルアプリの利用状況
はどのようになっているのか？

ダウンロードした 
アプリ数 ブラジル 中国 英国 米国

過去 1年間 35.6 41.7 23.4 20.0
過去 6カ月間 20.1 23.7 11.9 11.0
過去 3カ月間 9.9 12.0 5.9 7
今後 1～ 2カ月の
ダウンロード予定 16.3 11.8 6.9 11.8

全て18～24歳に偏り 全て25～34歳に偏り 25～34歳に偏り 全て18～24歳に偏り

アプリダウンロード 
行動 ブラジル 中国 英国 米国

過去 60日間にダウンロード
した無料アプリの割合（%） 73 89 88 91

料金支払いの意思は、以下に
依存する： 
コンテンツの価値 67 80 72 69
利用頻度 62 55 62 68
有料版との内容の違い 47 54 43 49
広告なしで
アプリを利用できる 46 34 40 38

独自性 37 41 26 27
第三者との使用履歴共有を
希望しない 25 28 28 26

アプリ開発業者を支援したい 20 9 12 13
上のいずれでもない 5 6 13 15

主な調査結果

4 カ国中の最高値

4カ国中の最低値

 調査対象 4カ国中、1年間にダウンロードしたアプリ
数が最も多いのは中国、最も少ないのは米国であった。

 一方、今後 1～ 2カ月にダウンロード予定のアプリ
数が最も多いのはブラジル、最も少ないのは英国で
あった。

 ダウンロードしたアプリ数が最も多いのは 18 ～ 34
歳の年齢層で、これは全ての国に共通している。

• 英国でダウンロード予定が最も高かったのは 35～
49 歳の年齢層だが、この層は過去 1年間のアプリ
ダウンロード数が最も少なかった。
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 ダウンロードされるアプリは、年齢層や国にかかわ
らず、無料版である場合が多く、米国にその傾向が
多く見られた。米国で過去 60日間にダウンロードさ
れたアプリの 91%が無料版であった。

～「無数のアプリが存在し、その大半が無料
で入手可能なので、ほとんどの場合、アプ
リに対価を支払う意味を感じていない。」
（米国消費者フォーカスグループ／ニュー
ヨーク、21～ 35歳）

 4 カ国中、有料アプリのダウンロード率が最も高かっ
たのはブラジルの回答者であった（27%）。

 また、全ての国々で消費者が支払う金額は「コンテ
ンツの価値」と「ダウンロード頻度」によって決定
される。

• 中国の消費者が料金を支払う意思は、「有料版との
内容の違い」と「独自性」に影響を受ける割合が他
の国々よりも高い。

• ブラジルの消費者にとっては、「広告なしでアプリ
を利用できる」と「アプリ開発業者を支援したい」
という要因が影響力を持つ。

• 米国の消費者は、他の国よりも「利用頻度」を重視
する。

 興味深いことに、全 4カ国でプライバシー問題（「第
三者との使用履歴共有」）は他の選択肢よりも有料ア
プリ購入についての影響力が低かった（「アプリ開発
業者を支援したい」と「上のいずれでもない」を除く）。

主な調査結果
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３．モバイル広告： 
消費者態度と行動：

モバイル広告に対する消費者の態度や行動と、個人
情報開示への柔軟性について、英米と中国・ブラジル
の間に差異がみられた。中国とブラジルは、モバイル
広告に対してはるかに寛容な姿勢を示している。

ブラジルの回答者は、モバイル広告に反応する割合
が高く、モバイル広告を無視したりうっかりクリック
したりするよりも、進んでモバイル広告に反応する意
向が強い。

 米国と比較すると、ブラジルと中国の消費者は無料
アプリや広告数減少と引き換えに個人情報を共有す
る意向がはるかに強い。英国は、両者の中間にあるが、
米国よりもブラジルと中国の姿勢により近い。

• 米国では、個人情報を「とても、あるいは極めて」
共有したくないという回答者が、共有したいという
回答者よりも多い。

 同様に、英米の消費者と比べると、ブラジルと中国
の消費者はコンテンツが自分に関係あれば広告をク
リックする可能性がはるかに高い。これは英米の消
費者の一部がモバイル広告に根深い嫌悪感を持って
おり、ブラジルや中国の消費者は内容に関連性があ
ればモバイル広告に関心を示すことを示唆している。

• 英米のモバイル広告嫌いは、両国の消費者が膨大な
数の広告を目にしている現状に起因しているのかも
しれない。

• ブラジルと中国の消費者が目にする広告は、英米よ
りも少ないのではないか？

 過去 1カ月間の広告クリック数について、ブラジル
の消費者は広告をクリックして意図的に当該ブラン
ドとやり取りをした割合が 4カ国中最も高い。

• また、クリックして意図的にやりとりをする確率が、
「うっかりクリックした」「クリックしたが、やり取
りはしなかった」「全くクリックしなかった」とい
う場合よりも高い。

 英米については、消費者の行動は態度を反映している。

• 4 カ国中、英国の消費者は過去 1カ月間に全く広告
をクリックしなかったとする回答が最も多く、意図
的にクリックしてやり取りをした広告はわずか 7%
にすぎない。

• 米国の消費者の 50% 近くがうっかり広告をクリッ
クしたと回答しており（ブラジルはわずか 25%）、
意図的にクリックしてやりとりをした広告はわずか
6%となっている。

姿勢と行動 ブラジル 中国 英国 米国
個人情報を共有する意向：
無料アプリ獲得のため（極めて
／とても／どちらかといえば） 68 58 28 30

広告数を減少させるため 72 59 27 26
（極めて／とても／どちらかと
いえば）
モバイル広告をクリックする：
コンテンツが関係あれば
クリックする可能性あり

82／はい
18／いいえ

78／はい
22／いいえ

33／はい
67／いいえ

29／はい
71／いいえ

過去 1カ月間にモバイル広告を
クリックした理由：
クリックしなかった 20 34 44 37
意図的にクリックし、
ブランドとやりとりをした 32 20 7 6

意図的にクリックしたが、
やりとりはしなかった 23 20 10 9

うっかりクリックした 25 26 39 49

主な調査結果

4 カ国中の最高値 4カ国中の最低値
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４．モバイル広告：最も好まれる形態は
何か？

モバイル広告／好まれる形式̶ 
主な結論：

 米国の携帯端末所有者にとっては、モバイルクーポ
ンとバナー広告が最も好まれるモバイル広告の形式
である。

• 米国のフォーカスグループの消費者は、クーポンは
支出の節約を意味するので、この種の広告は最も許
容されると説明している。

• バナー広告の選好については、同グループはこれが
小さく、邪魔にならず、携帯端末で行っている他の
活動に最も支障がないと示唆している。

• これに対して、ブラジルと英国の消費者はモバイル
クーポンを好む度合いがはるかに低い。

 ブラジルの回答者は、ビデオ広告を選好する割合が
圧倒的に高い（55%）。これはビデオ広告の選好度が
はるかに低い英国や米国とは対照的だ（それぞれ
20%と 12%）。

• 米国のフォーカスグループで消費者は、ビデオ広告
は長すぎ、時間がかかりすぎることが多いと述べて
いる。 

 中国の携帯端末所有者にとっては、ビデオ広告とモ
バイルクーポンが最も好まれるモバイル広告の形式
だった。

 英国の携帯端末所有者にとっては、バナー広告が最
も好まれるモバイル広告の形式となった。

 全 4 カ国において、最も好まれないモバイル広告の
形式は音声メッセージだった。検索やテキスト広告
も選好度が低かった。

モバイル広告の形態： 
第 1位に選ばれた割合（%） ブラジル 中国 英国 米国

モバイルクーポン 11 33 13 27
バナー 12 9 28 25
ビデオ 55 36 20 12
検索 5 7 12 10
テキスト 6 4 11 10
アプリ内活動後の広告表示 5 8 9 8
音声 2 2 1 1
その他 3 1 7 7

主な調査結果

国内で最も多く選ばれた広告形態
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５．モバイル広告：最も重要な要素は 
何か？

 全 4カ国において、「広告コンテンツの妥当性」がモ
バイル広告の最も重要な要素となった。

• モバイル広告の「ルール」は他の効果的な広告の場
合と同じであるため、これは驚くには値しない事実
である。従って、モバイル広告への反応を促進する
ためには、広告のコンテンツが視聴者にとって興味
深く、適切なものでなければならないことは明白で
ある。

• 米国のフォーカスグループの結論は、広告が消費者
の関心に沿っているだけではなく、広告を見た時点
で消費者が何をしているのか、どこにいるのか、に
も適切に関連していなければならないことを示唆し
ている。

 英米では、「広告の長さとサイズ」が「広告コンテン
ツの妥当性」とほぼ同率で最重要視されている。

• 米国のフォーカスグループの消費者は、広告の長さ
が許容可能であるほど広告を受け入れられる（主に
ビデオについて）と説明している。回答者のほとん
どは、その長さは 15 秒程度としている。2分間も
続くような広告は「長すぎる」と判断された。

• さらに米国の消費者は、広告が画面の大半を占めて
モバイル活動を妨害するようなことがあってはなら
ないと述べている。

モバイル広告：重要度 ブラジル 中国 英国 米国
広告コンテンツの妥当性 86 77 59 56
無料サンプルをもらえる 78 68 36 40
自分の所在地に限定される製品
／サービス 76 62 46 51

広告の長さ／サイズ 74 63 58 57
期間限定の商品提供 67 64 26 23
広告形式 62 47 21 16
個人にあてられたものか
（自分の名前の使用） 54 35 9 5

主な調査結果

国内で最も重要な要素

 「無料サンプルをもらえる」は、ブラジルと中国の市
場ではモバイル広告の 2番目に重要な要素だが、英
米の消費者にとっては比較的重要度が低い。

• 米国のフォーカスグループは「無料サンプル」はあ
まりにも多くのクリックを要するので、時間がとら
れてしまったり、多くの情報を開示しなければなら
なかったりするので、通常無料とはいえないと述べ
ている。

 広告について重要視するか否かの国別の差が最も大
きく開いたのは、広告が「個人にあてられたものか
／自分の名前が使われているか」ということだった。
実際、これを非常に重要視するブラジルや中国とほ
とんど重要視しない英米で順位が二極化した。

• 米国のフォーカスグループの消費者は、このような
広告は今日標準化しているものの、とりわけ「個人
的」勧誘の増加との関連で「世間に存在を知られる」
ことを好まないと述べている。

 また、「広告形式」と「期間限定の商品提供」の重要
度についても国別の差が大きかった。ここでもブラ
ジルと中国の反応が共通しており、英米の消費者よ
りもこれらをはるかに重視する。

• 「広告形式」について、（英米との比較で）ブラジル
の回答者は 3倍、中国の回答者は 2倍重視している。

• 「期間限定の商品提供」については、ブラジルと中
国が少なくとも 2倍重視している。

 「自分の現時点の所在地に限定される製品」の広告は、
ブラジル、中国、米国で英国の消費者よりも重視さ
れる。

• 米国のフォーカスグループは、この種の広告は「サー
ビス」とみなされ、有益で自分に適した情報である
ため許容度が大きく高まり、歓迎されることすらあ
ると述べている。 
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ターゲット広告の選好頻度 ブラジル 中国 英国 米国
1 時間ごと 9 4 0 0

毎日 44 47 10 10
週次 27 34 24 22
月次 10 8 14 12
全く受けない 9 7 52 56

６．モバイル広告：消費者がモバイルの
ターゲット広告を受信したい頻度
は？

 ターゲット広告の望ましい頻度についても、ブラジ
ルや中国の消費者と英米の消費者の間には明確な格
差がみられた。

• ブラジルと中国では、毎日ターゲット広告を受信す
ることが選好された。

• 英米の消費者が最適と見なすターゲット広告の頻度
は、「全く受けない」であった。

－米国のフォーカスグループは、ターゲット
広告は一般的に迷惑でいらだたしく、携帯
端末で行っている他の活動を中断させ、気
が散ることが多いと述べている。理想的な
環境としては、全く邪魔されないことを望
んでいるのである。

主な調査結果

国内で最も選好されたターゲット広告の頻度
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許容可能なターゲット広告の 
基準 ブラジル 中国 英国 米国

関心に沿ったもの 74 76 54 54
オンライン購買履歴に応じたもの 37 50 35 25
現在の所在地に応じたもの 44 40 41 44
携帯電話で利用したサイトの種類
に応じたもの 28 36 20 24

PCまたはタブレットで利用した
サイトの種類に応じたもの 25 30 23 19

過去のオフライン購買履歴に応じ
たもの 13 20 6 5

通勤経路に応じたもの 19 18 7 5
電子メールで使用したキーワード
を使ったもの 15 16 3 1

SMSで使用したキーワードを使っ
たもの 15 14 1 2

個人名を使ったもの 41 14 9 5
通話で使用したキーワードを使っ
たもの 12 12 1 1

７．モバイル広告：ターゲット広告の
最善の基準は何か？

 全 4カ国で、消費者が第 1位に挙げた基準は、関心
に沿ったターゲット広告であった。英米の消費者は
同程度重視し、ブラジルや中国の消費者はさらに重
要視している。

 ブラジル、米国、英国で消費者が第 2位に挙げた基
準は、現在の所在地に応じたターゲット広告であっ
た。中国では、オンライン購買履歴に応じたターゲッ
ト広告が第 2位となり、英米ではこれが第 3位の基
準となった。

 ブラジルは個人名を使ったターゲット広告を第 3位
の基準に挙げた点が目立っている。

 全 4カ国の回答者にとって、最も許容されない基準
は自分の SMS や電子メール、通話内容にアクセスし
て得たキーワードを使ったターゲット広告であった。

• これら三つの基準について、英米の消費者の順位付
けは中国とブラジルを大きく下回っている。

• 米国のフォーカスグループは、これは過度に個人的
な情報であり、プライバシー侵害がはなはだしいと
述べている。消費者は、「個人的な」SMS メッセー
ジや通話の内容を全て監視され、知られることを望
まない。そのような方法は「絶対に間違っている」
または、「より侵害された」と感じる。プッシュ通
知は「直接的対話ではない」ため、選好されやすい。

 通勤中のターゲット広告があまり許容されないのは
米国（5%）と英国（7%）で、ブラジル（19%）と中
国（18%）の消費者はこれに対する許容度がはるかに
大きい。

主な調査結果

国内で第 1位だった回答 国内で第 2～ 3位だった回答
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ターゲット広告受信に最適な 
時間帯（順位） ブラジル 中国 英国 米国

朝目覚めた時点 33 10 8 10
通勤中 14 29 12 4
勤務中 10 8 5 8
夕食前 13 8 10 6
外出中 3 3 4 7
就寝前 6 10 2 5
就寝中 3 3 11 13
週末 11 24 16 16
上のいずれでもない 7 5 32 31

８．モバイル広告：ターゲット広告受信
に最も適した時間帯は？

モバイル広告：ターゲット広告受信に最も適した
時間帯―主な結論：

 英米の消費者にとって、モバイルのターゲット広告
を受信する最適な時間帯などというものはあり得な
いようだ。回答者の大半が、「上のいずれでもない」
を選択している。

 ブラジルの回答者は、朝目覚めた時点でモバイル広
告を見ることを選好している。

 中国では、通勤中か週末に広告を見たいとの回答が
多かった。

 全 4 カ国に共通したのは、世界各地でほとんどの消
費者が以下の時間帯についてモバイル広告を見るこ
とを望まないという点である。

• 外出中
• 勤務中
• 就寝前

 米国のフォーカスグループは、広告を見るにせよ、ク
リックするにせよ、無視するにせよ、普段より時間
がある余暇中（週末など）に広告を受信した場合に、
受信者は良い印象を得る可能性が高いと述べた。一
般的に、余暇中であれば、アクションを起こす時間
的な余裕が普段よりもあるため、広告受信はさほど
迷惑と見なされない。事実、これらの時間帯に消費
者は広告を無視するよりもこれに反応する可能性が
高くなる。

主な調査結果

国内で最も回答数が多かったもの
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ブラジル

30％ 数が多すぎる

20％ 個人の領域に踏み込んでくる

18％ ライフスタイルへの立ち入り

16％ 止められないこと

10％ 不適切

中国

30％ ライフスタイルへの立ち入り

22％ 個人の領域に踏み込んでくる

20％ 止められないこと

13％ 数が多すぎる

 8％ 不適切

英国

29％ 個人の領域に踏み込んでくる

24％ 止められないこと

23％ ライフスタイルへの立ち入り

15％ 数が多すぎる

 7％ 不適切

米国

30％ 個人の領域に踏み込んでくる

24％ 止められないこと

18％ ライフスタイルへの立ち入り

18％ 数が多すぎる

 6％ 不適切

 全 4カ国を通じて上位 2位に含まれたのが、「個人の
領域への踏み込み」であった。

 英米では、これを最も懸念する回答者の数が最多と
なった。

 ブラジルの回答者は、モバイル広告が多すぎること
を懸念する割合が最も高かった。

 中国では、モバイル広告がライフスタイルに「立ち
入る」ことを懸念する割合が最も高かった。

• 米国のフォーカスグループは、「立ち入り」と「個
人の領域への踏み込み」の違いについて、「ライフ
スタイルへの立ち入り」とは日常の活動が中断され
ることであり、その時点で行おうとしている重要な
こと（道順の確認、ゲームなど）が中断されるため、
モバイル広告が迷惑でいらだたしいと感じられる部
分だと述べている。

• 「個人の領域への踏み込み」とは、SMS や電子メー
ルのトラッキングや、SMS での広告受信といった
ようなプライバシー問題に関するものである。この
ような活動は「間違っている」と見なされ、結果と
して消費者は「侵害された」と感じる。

 興味深いことに、モバイル広告に関する懸念の順位
は英国と米国で完全に一致している。これは調査を
通じて両国間にみられた類似点を反映している。

９．モバイル広告：最大の懸念は何か？

主な調査結果

数、個人の領域の侵害 差し出がましい、個人の領域の侵害 上位 5位の懸念は同じ順番：個人の領域の侵害、コントロールできない
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所在地に応じたクーポン / 
アラートのシナリオ（上位 2位） ブラジル 中国 英国 米国

カフェ 80 72 59 58
ショッピングモール／エアジョーダン 67 54 21 22
牛乳購入のリマインダー 65 58 30 24
受動的トラッキングによるアラーム 64 51 19 21
食料品店のスープ売り場 63 55 34 37
競合のカフェ 61 46 20 14

10．モバイル広告：所在地に応じた 
クーポン／アラートのシナリオの
うち、最も魅力的なものは？

 回答者には、所在地に応じたクーポンか、自分が興
味のある／自分に関連のあるモバイルアラートのい
ずれかを含む六つのシナリオが与えられた。

所在地に応じたシナリオ：
カフェ／期間限定クーポン：あなたが、あるカフェの
前を通りかかると、10 分以内にそのカフェでドリン
クを買うと割引を受けられるというクーポンが携帯電
話に届く。

競合のカフェ／期間限定クーポン：あるカフェに入っ
たところ、10 分以内に競合する別のカフェでドリン
クを購入すれば割引を受けられるというクーポンが携
帯電話に届く。

スープ売り場／新商品の広告：あなたが食料品店の
スープ売り場にいると、今週セールの対象となってい
るキャンベルスープの新フレーバーを試してみるよう
勧める広告が携帯電話に届く。

マイケル・ジョーダンの靴についてのアラート：あな
たの携帯電話は、あなたがマイケル・ジョーダンのファ
ンだということを知っている。ショッピングモールを
歩いていると、エアジョーダンの新モデルを販売する
靴屋からアラートが届く。

牛乳購入のリマインダー／最寄りの食料品店の案内：
あなたは 7日前に牛乳を購入した。退社時に、携帯電
話（店のポイントカードからデータを受信）が、牛乳
がなくなりそうだと知らせ、帰宅経路上の最寄りスー
パーへの道順を示した。通勤経路については、受動的
にトラッキングしていた。

受動的トラッキングによるアラーム：受動的トラッキ
ングにより、あなたの携帯電話は、あなたが毎朝通勤
のため午前 7時 30 分に自宅を出ることを知っている。
平日の午前 7時 30 分に携帯電話がまだ自宅にいるこ
とを察知し、寝過ごしているかもしれないと携帯電話
がアラームを鳴らした。アラームは広告を見るまで鳴
りやまない。

主な調査結果

国内で最も人気のあったもの 国内で最も人気がなかったもの

 六つのシナリオのうち、全 4カ国で最も人気が高かっ
たのは「カフェ」のシナリオだった。このシナリオ
の人気は、25 ～ 34 歳の年齢層に偏りがみられたブ
ラジルを除き、18～ 24歳の年齢層に偏っていた。

 興味深いのは、全ての国々で「競合のカフェ」のシ
ナリオの人気が最も低かった点である。クーポンは、
消費者にとって便利な場合にのみ意義があるのかも
しれない。このシナリオでは、消費者は時間内に今
いる場所を離れて別の場所まで行かなければならな
い。
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1．世界的に、モバイル媒体は影響が及ぶ範囲とターゲッ
ト広告という側面から、広告業者の需要が旺盛な状況
が継続するであろう。消費者は自分にとって有益・便
利なことや、サービスの受領、生活の簡便化などのた
めに携帯端末を頻繁に利用している。消費者は、広告
のコンテンツとメッセージにも同じことを求めている。

2．全般的に、ブラジルや中国と英米はモバイル広告に
対する姿勢や行動が一致している。とりわけ英米につ
いては、将来的研究に応じてある程度規模の経済が得
られよう。ブラジルと中国については、モバイル広告
の影響や事業機会について理解を深めるために、文化、
政治、社会経済、エンタテインメント、ライフスタイ
ルなどの指標に関する両国の類似性をよりよく理解す
る機会が存在する。

3．消費者に最も許容されるターゲット広告は、全 4カ
国を通じて「関心に沿ったもの」に続き「現在の所在
地に応じたもの」の順となった。これらは今後も効果
的なターゲット広告の手段となろう。SMS、電子メール、
通話のトラッキングで得たキーワードに応じたター
ゲット広告は最も許容度が低く、消費者に迷惑視され
るだけではなく、ブランドに対するマイナスの影響を
与える可能性がある。

• 全 4カ国を通じてモバイル広告に対する懸念の上位
2位に「個人の領域の侵害」が挙げられていること
を考えれば、SMS、電子メール、通話のキーワード
のトラッキングは、モバイル広告に顧客をいかに巻
き込まないかを示す好例である。

4．ブラジルと中国はエンタテインメントなどの「日常
的」なオンラインモバイル活動（映画・テレビ番組の
ダウンロード／ストリーミングなど）、商品購入、ホテ
ル・フライト予約、金融関連取引（株式売買など）で
英米を大きく上回っていることから、ブラジルと中国
の消費者は多くの時間を携帯端末の利用に費やしてお
り、広告メッセージを受け入れる可能性が高いと推定
して差し支えなかろう。これらの国々については、モ
バイル広告に充てる広告費用配分を増加させる機会が
存在する。

5．全 4カ国を通じて、アプリケーションのダウンロー
ド行動は 18～ 34 歳の年齢層で最も高く、中国はダウ
ンロードするアプリの数が最も多かった。これは、と
りわけ中国の広告業者にとって、この年齢層を対象と
した無料アプリを使ったモバイル広告が最も効率的な
ことを示唆している。

6．消費者はモバイルアプリに対価を支払わない（ブラ
ジルは有料アプリのダウンロード数が最も多かった）
ことから、「無料」アプリを広告視聴のインセンティブ
に用いることは不適切である。

7．有料アプリに支払っても良いと感じる金額は、主に
コンテンツの価値（中国の回答者が比較的重視）とア
プリの利用頻度（米国の回答者が比較的重視）に関係
しており、これは提供されるサービス全体がどの程度
価値あるものであるかに関係している。それが広告許
容における「迷惑感」の大きさと、料金支払いの価値
があるか否かの決定要因となる。各国の消費者が「コ
ンテンツの価値」と「利用頻度」をどのように定義し、
何がこれを構成するのかを理解することが重要となる。

8．中国とブラジルの消費者は無料アプリや広告数減少
と引き換えに個人情報を提供する意向が強いため（と
りわけ米国との比較で）、両国においてはこれらを消費
者の個人データ獲得のインセンティブとして使用する
機会が存在する。

サマリー
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サマリー

9．ブラジルと中国の消費者はコンテンツが個人的な需
要にマッチしていれば広告をクリックする可能性が高
く（英米との比較で）、モバイル広告への積極的な関心
と全般的な許容姿勢を示唆している。とりわけブラジ
ルの消費者はモバイル広告に反応する割合が高く、モ
バイル広告を無視したり、うっかりクリックしたりす
るのではなく、むしろこれに反応する意向が他の国々
と比べて強い。

• ブラジルの広告業者には、この媒体に多くの資金を
投入することで消費者の関心やモバイル広告に反応
する意向を活用する機会が存在する。

10．モバイル広告に対する姿勢の一致と同様に、ブラ
ジルと中国は英米よりも、頻繁な（例えば毎日でも）ター
ゲット広告に対して寛容である。しかし、ブラジルは「広
告が多すぎる」ことを懸念事項の筆頭に挙げており、
不可解な結果となった。とはいうものの、中国とブラ
ジルについては、広告の頻度に関する受容性を活用す
る機会が存在する。

11．英米の消費者と比較すると「無料サンプルの獲得」
はブラジルと中国の消費者により重要視されているた
め、両国の広告業者はモバイル広告への反応のインセ
ンティブとして無料サンプルを提供することを検討す
るべきである。

12．消費者の個人名をモバイル広告に使用することは、
ブラジル（特に）と中国の方が、米国と英国よりも有
効となろう。

13．選好される広告形式については、各国間に一致は
ほとんどみられなかった。しかし、ブラジルが圧倒的
にビデオ広告を選好し、しかも広告形式を重視するこ
とから、ブラジルの広告業者はビデオ広告についてよ
り多くの媒体支援を行うことを検討するべきである。

14．ターゲット広告に最適な時間帯は国によって異な
る。英米の消費者はあらゆる時間帯について受容度が
低かった（モバイル広告全般について受容度が低い）。
ブラジルの消費者は「目覚めた時」に広告を見ること
が最も受け入れられ、中国では「通勤中」が選好された。

• 消費者がモバイル広告受信に最も寛容であると述べ
た時間帯に広告を配信する機会が存在する。

15．所在地に応じたクーポンは、利便性に応じて魅力
的とみなされる。所在地に応じたシナリオのうち最も
人気が高かったのが全 4カ国を通じて「カフェ」のシ
ナリオであり、各国で 18～ 34 歳の年齢層にけん引さ
れたことは、以下を示唆する。

• ブランドやサービスとのやりとりが行われている最
中にクーポンを受信することは、即座に満足感が得
られ、最も利便性が高いため、最も効果的である。

• 18 ～ 34 歳の年齢層は、即時の所在地に応じたクー
ポンについてより受容度が高い。

• しかし、全 4カ国の消費者が時間内に現在の所在地
を離れ別の場所に移動しなければならない「競合の
カフェ」のシナリオを最も魅力が低いと判断したこ
とからも、支出節約型クーポンの利便性の魅力には
限界があるようである。
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