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あらまし：広告のメディア・プランニングの疑似体験を通して、メディア・リテラシーについて学ぶ、大学生向け

の学習プログラムを開発し、検証授業を通じて評価を行った。メディア･リテラシーの構成要素とされる、「メディ

ア特性」に関する理解と、「メディアに対する批判的思考」を実践前後で調査した結果、両者ともに実践後に得点

の上昇が確認できた。これにより、学習プログラムの効果が示唆された。 
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1 はじめに 

 メディア・リテラシーの構成要素には、「主体的態度」

「メディア操作スキル」「メディア特性の理解」「批判

的思考」の 4 つがあるとされる（後藤 2007[1]）。本研

究は、このうち、「メディア特性の理解」と「批判的思

考」の育成を目的に、「広告」を題材とした学習プログ

ラムを開発し、検証授業を行って評価を行うものであ

る。「メディア特性の理解」と「批判的思考」の間には、

「メディア特性の理解」が「メディアに対する批判的

思考」に影響を及ぼすという関係性があることがすで

に示されている（後藤 2007[1]）。そこで本研究では、「メ

ディア特性の理解」を目指す学習プログラムを開発す

ることで、「メディア特性の理解」「批判的思考」両者

の育成につながるのではないかと考え、プログラムの

設計を行うこととした。 

 メディア･リテラシー教育において、「メディア特性

の理解」を目指す学習プログラムは珍しいものではな

い。例えば、小学校 5 年生の社会科の教科書には、テ

レビ、ラジオ、新聞などの特性の比較が載っており、

「メディアの特ちょうを見つけよう」という課題も掲

載されている（北他 2014[2]）。「メディア特性の理解」

の学習方法としては、「学習の文脈において幾つかのメ

ディアを比較せざるを得ない場面を捉え，話し合うなどが

考えられる」（後藤 2006[3]）とされている。 

 広告は、テレビ、新聞、雑誌等様々なメディアの特

性を比較しながら出稿計画を立てるものであり、「メデ

ィア特性」を学ぶ題材として非常に有効だと考えられ

る。広告業界で実際に行われているこの作業は、メデ

ィア・プランニングと呼ばれ、「限られた広告予算の中

で、いかに効果的かつ効率的に広告をターゲットに到

達（リーチ）させるか、そのためにどのような媒体の

組み合わせや選択が考えられるのかを決定するプロセ

ス」（『基本マーケティング用語辞典［新版］』[4]）と定

義されている。世界で初めてメディア・リテラシーを

公教育に取り入れたカナダ・オンタリオ州では、教育

省が、「広告会社の経営者に扮し、特定の商品の広告キ

ャンペーンを企画する」といった学習プログラムの提

案もしている（カナダ・オンタリオ州教育省編、FCT

市民のテレビの会訳 1992[5]）。 

 しかし、日本における「広告」を題材としたメディ

ア・リテラシーの実践報告をみると、特定の広告を読

み解いたり、CM 作りをしながら広告における情報の

選ばれ方について学習するものが多く（例えば、堀田

2006[6]、石川 2001[7]、池内 2000[8]、上杉 2014[9]、崔

2003[10]、村松 1997[11]）、広告が掲載されているテレ

ビ、新聞、雑誌などのメディア特性を比較するものは

見られない。初等中等教育でメディア・リテラシーを

多く扱ってきた国語教育において、「広告」が言語活動

の一部として位置づけられている（瀧口 2014[12]）こ

とも理由の一つであろう。 

 そこで本研究では、「広告」のメディア・プランニン

グの疑似体験を通して、メディアを比較しながら「メ

ディア特性」について応用的に学ぶ学習プログラムを

開発し、検証授業を行って評価を行うこととした。 

  

2 学習プログラムの概要 

 本研究では、オンタリオ州教育省が提案をしている

「広告会社の経営者に扮し、特定の商品の広告キャン
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ペーンを企画する」という枠組みを元に、広告のメデ

ィア・プランニングを疑似体験するという学習プログ

ラムをデザインした。具体的には、「広告会社の担当者

になったつもりで大学生をターゲットにした新発売の

野菜ジュースのメディア・プランニングを考える」と

いう課題を出し、表 1 のように、広告を出す期間、予

算など条件を提示した。その上で、この期間のうちの

いつ、どのメディアに広告を出稿するかというプラン

を立てるという課題を出した。この課題に関して、段

階を踏んで学べるよう、90 分授業 5 回の学習プログラ

ムを設計した（表 2）。 

表 1 課題 

［課題］広告会社の担当者になったつもりで  

広告のメディア・プランニングを考えてください  

広告する商品 2017 年 4 月 1 日新発売の 

野菜ジュース （※詳細は別途説明） 

発売エリア 全国（スーパー、コンビニ等）  

広告目的  新発売のジュースに対する  

購入意欲を持ってもらうこと  

商品ターゲット  大学生（詳細は考えて下さい）  

広告を出す期間  2017 年 4～6 月（発売から 3 か月間）  

媒体費予算 3 億円  

表 2 学習プログラムの流れ 

授業回 授業内容 

1 時間目 広告とは何かを理解する 
ターゲッティングについて理解する 

2 時間目 身の回りのメディアを意識化する 
効果的な広告メディアを選ぶ 

3 時間目 メディア特性を基に出稿プランを立てる 

4 時間目 各媒体の接触者数と広告料金を知る 

5 時間目 総括 

 

 1 時間目は、広告とは何かについて、アメリカ・マ

ーケテイング協会の定義[13]を元に説明し、「自社HP」

や「テレビ番組での紹介」などとは異なり、料金を払

ってメディアの枠を買って情報を出すものであること

を横山（2010）[14]を元に説明した。その上で、教材と

して示した商品のターゲット像を絞り、キャッチコピ

ーを考える作業を行いながら、ターゲッティングに関

する理解を目指した。 

 2 時間目は、設定したターゲットの平日の典型的な

行動パターンと接触メディアを書き出し、寺田（2003）

[15]を元に、ターゲットがその商品を最も欲しくなる時

間帯（モチベーションピーク）を考える作業を行った。

その上で、ターゲットがモチベーションピークの時間

帯に接触するメディアを確認し、それらのメディアに

広告を出すのが効果的であることを確認した。この一

連の作業は、広告のメディア・プランニングの作業の

一つであるが、受講学生が自分の身の回りのメディア

とのつながりを意識することにも役立つと考えた。 

 3 時間目は、テレビ CM、新聞広告、雑誌広告、ウェ

ブ広告、スマホサイト広告、屋外広告、車内広告、店

頭広告の 8 つの広告媒体の中から、広告を出す 3 つの

メディアを選ぶ作業を行った。その上で、各メディア

の特性を考えながら、3 か月の広告期間の中で、いつ

どのくらいの期間（回数）広告を出すのが効果的かを

考えた。広告を出す時期や期間の選択は、R.H.コーレ

イのDAGMAR（Defining Advertising Goals for Measured 

Advertising Results）における「コミュニケーション・

スペクトラム（CSP）」に基づいて行った。これは広告

の受け手の心理変容過程を、「未知」「認知」「理解」「確

信」「行為」の 5 段階からなるものと捉えるものであり

（亀井、疋田 2005:42[16])、各段階で効果的なメディア

を考えながらプランニングを行った。 

 4 時間目は、各学生が作ったプランで広告を出稿す

ることで、届く可能性がある人数や広告料金を調べ、

計算をした。これらを知ることは、各メディアの影響

力や経済的な背景を知ることにもつながると考えた。 

 

3 評価 

3.1 手続き 

 開発した学習プログラムを評価するために、都内 A

大学の「若者とメディア」の授業で実証授業を行った。

授業期間は、2016 年 11 月～12 月（90 分授業 5 回）、

受講登録者は、大学 2～4 年生の男女 68 名。そのうち、

前後調査に共に回答をした 49 名のデータを分析対象

とした。 

 

3.2 調査方法 

 学習者を対象に、検証授業の前後で「メディア特性

に関するテスト」と「広告に関する批判的思考調査」

を行った。 

 「メディア特性に関するテスト」は、学習プログラ

ムの内容に合わせて独自に作成した（表3）。設問 1 は、

メディア･プランニングにおけるメディア特性の利用

方法に関する理解を問うものである。設問 2 と 3 は、

オンタリオ州教育省が広告の学習目標として掲げてい

る「莫大な制作費」「社会に与えるインパクトの強さ」

に関する理解を問うものである。設問 4 は、同じくオ

ンタリオ州教育省が掲げる「社会に与えるインパクト

の強さ」をお金の流れとの関係性で問うものである。
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このテストを検証授業の前後で実施し、結果を比較し

た。設問 1 は小問 1 つにつき、メディア名 2 つ、理由

2 つを書けて 4 点とし、12 点満点で採点した。設問 2、

3 は、1 問 1 点として採点した。設問 4 は、「影響力」

「効果」「接触人数」等の言葉が回答に入っているかど

うかを確認して得点化し、4 点満点で採点した。その

上で、テストの得点に関して、事前・事後で対応のあ

るサンプルによる t 検定を行った。 

 「広告に関する批判的思考調査」は、後藤 2007[1]の

「Web 情報に対する CVS（傾向性）尺度」を、本学習

プログラムが対象とする広告に関する項目に修正して

作成した。この調査を検証授業の前後で実施し、結果

を比較した。結果は、「とても気になる」を 4 点、「少

し気になる」を 3 点、「あまり気にならない」を 2 点、

「まったく気にならない」を 1 点として得点化した。

その上で、調査結果に関して、事前・事後で対応のあ

るサンプルによる t 検定を行った。 

 また調査票には、「授業を通して気づいた事や変化」

に関して自由に記述できる欄も設けた。 

 

3.3 結果 

 「メディア特性の理解に関するテスト」では、0.1％ 

表 3メディア特性の理解に関するテスト、広告に関する批判的思考調査 

メディア特性の理解に関するテスト 

 

1 以下に該当すると思うメディアをそれぞれ下の四角の中

から思いつくだけ選び、番号と理由を書いてください。 

①テレビCM  ②新聞広告  ③雑誌広告   

④ウェブ広告  ⑤スマホサイト広告  

⑥屋外広告   ⑦車内広告  ⑧店頭広告 

 

1.商品の存在を知ってもらうために有効だと思うメディア 

2.商品の特徴をよく理解してもらうために有効だと思うメ

ディア 

3. 商品の購入の最後のひと押しをするのに有効だと思うメ

ディア 

 

2 以下に示す各メディアに接触する人のおおよその人数を

示す数字で、正しいと思うもの 1 つに○をつけて下さい。 

 （選択肢：①1 万未満 ②1 万以上 100 万未満 ③100 万

以上1000万未満 ④1000万以上 ※問ごとに単位は変え

ている） 

 

1.視聴率全国平均 10％の番組の視聴世帯数計（全国計） 

2.日本で最も部数の多い新聞（全国紙）の朝刊の販売部数 

3.最も人気のある若者向けファッション雑誌の発行部数 

4.Yahoo!JAPAN のトップページが 1 日に表示される回数

（PV) 

5.スマートフォン版 Yahoo!JAPAN の全ページが 1 日に表示

される合計回数（PV) 

6.渋谷ハチ公前交差点を 1 日に通行する人の平均人数 

7.山手線に乗る人の 1 日当たりの平均人数 

8.全国のファミリーマートの 1 日当たりのレジ通過人数（合

計） 

 

3 以下に示す広告のおおよその料金で正しいと思うもの 1

つに○をつけて下さい。 

（選択肢：①1 万円未満 ②1 万円以上 10 万円未満 

③10 万円以上 100 万円未満 ④100 万円以上） 

 

1.視聴率 10％の番組で 15 秒CM を 1 回放送（関東のみ） 

2.日本で最も部数の多い新聞（全国紙）の朝刊全国面に全面

広告を 1 回掲載（白黒） 

3.最も人気のある若者向けファッション雑誌に全面広告

を 1 回掲載（カラー） 

4.Yahoo!JAPANのPC版トップページにバナー広告を出す

（静止画，1 回表示当たりの金額）  

5.Yahoo!JAPAN のスマートフォン版トップページにバナ

ー広告を出す（静止画，1 回表示当たりの金額）  

6.渋谷ハチ公前 4 面マルチ大型ビジョンで 15 秒ＣＭを放

映（1 日に 30 回，1 日間） 

7.山手線の車内に中づり広告（B3 サイズ，800 枚，1 日当

たりの料金） 

8.ファミリーマート全店舗で以下の広告を出す（1 日当た

りの料金） 

・レジ液晶に広告（12 秒間の静止画，1 日に 120 回)  

・店内放送広告（15 秒×1 日に 72 回） 

 

4 各メディア企業や広告代理店が、各メディアの広告料

金を決めるために指標にしているのは何だと思います

か？(自由回答） 

 

広告に関する批判的思考調査 

 

Q．あなたは普段広告を見ていて、以下のことがどの程度

気になりますか。当てはまるものに一つだけ○をつけて

ください。 

（選択肢：④とても気になる ③少し気になる  

 ②あまり気にならない ①全く気にならない） 

 

1.その広告のターゲットは誰か。 

2.企業はその広告を掲載（放送）することで受け手に何を

期待しているのか（商品を知ってもらうこと、特徴を理

解してもらうこと、買いたいと思ってもらうこと、のう

ちどれかなど） 

3.その広告が何人くらいの人に届いているのか。 

4.その広告を掲載（放送）するのにいくらくらいかかって

いるのか。 

5.その広告が掲載（放送）されているメディア（テレビ、

新聞、雑誌、ウェブ等）の特性。 

6.企業はその広告を掲載（放送）するのに、なぜそのメデ

ィア（テレビ、新聞、雑誌、ウェブ等）を選んだのか。 
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水準で有意差が確認された（表4、t (49)=11.10，p<.001) 。

「批判的思考調査」では、1％水準で有意差が確認された

（表4、t (49)=2.79，p<.01)。このことから、「メディア特

性の理解」「広告に対する批判的思考」ともに、本学習プ

ログラムの前後で得点の上昇が確認できた。 

 「授業を通して気づいた事や変化」に関する自由記述

では、「広告によって何人に届くかは本当に違くて驚きま

した」「広告が掲載されるメディアによって、存在を知っ

てもらうために有効なものなど、違うことに気付いた」

など、「メディア特性」に関する学びの記述のほか、「広

告は今まで当たり前のように毎日見てきましたが、その1

つ 1 つの特性を理解したことで、見え方が変わってきま

した」「今までは広告を何も気にせずに見ていただけれど、

そのメディアを選んだ理由などを前よりは広告を見て考

えるようになった」など、広告を批判的に見る姿勢が身

についたという主旨の記述をしている学生が多く、「メデ

ィア特性の理解に関するテスト」「批判的思考調査」の結

果を裏づける形となった。 

表 4 対応のある t検定（N =49) 

  平均値 標準偏差 t値 

メディア 

特性 

事前 14.57 3.30 
11.10*** 

事後 20.60 4.57 

批判的 

思考 

事前 16.86 3.96 
2.79** 

事後 18.53 3.17 

**p<.01, ***p<.001 

4 まとめ 

 本研究では、メディア・リテラシー育成を目標とした、

広告のメディア・プランニングを疑似体験する学習プロ

グラムの開発を行い、検証授業を通じて評価を行った。

その結果、本学習プログラムの一定の効果が確認できた。  

 しかし、授業で行っているという性質上、実験群、統

制群の比較ができていない。また、この結果は授業のど

の内容からの学びが反映されたのかについての検証が不

十分である。これらについては、今後の課題としたい。 
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