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エグゼクティブサマリー
主要広告媒体としてデジタル動画を採用していくにつれ、世界各国のパブリッ
シャーはすべての動画を収益化するには従来のディスプレイで慣れ親しんだ
のとは異なる戦略、機能、そしてベストプラクティスが必要であることに気付き
始めました。今後、動画広告の変化に対応するため、パブリッシャーは戦術、パ
ートナー、ツールを大きく変化させてきました。このように必要な変化をさせて
きたにも関わらず、技術やスキルのギャップは大きく、パブリッシャーは今後、ク
ロスプラットフォームパートナーによるサポートが必要になってきています。 

2019年9月、PubMaticはForrester Consultingに、グローバル市場での動画
広告の収益化傾向を評価するよう委託しました。動画広告について調査する
ため、Forresterは米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のパブリッシャーおよ
びメディア企業におけるディレクター以上の営業、オペレーション、IT分野に
おける622名のプロフェッショナルに対してオンライン調査を行いました。そ
の結果、クロスプラットフォームパートナーを採用しながらさまざまな動画収
益化戦略（プログラマティックプレースメントやヘッダー入札など）を理解し
習得することが、パブリッシャーの主要商品の価値認識が無駄になるか最適
となるかの違いをもたらすことがわかりました。

主な調査結果
 ›  パブリッシャーは動画の収益化にプログラマティック広告およびヘッダー

入札を採用している: パブリッシャーは、プログラマティック動画広告とヘッ
ダー入札の両者が増加すると予想しており、広告収入の最大化（61.3%）、
フィルレートの増加（57.7%）、需要の最適化の改善（53.6%）に努めていま
す。モバイル動画広告がデスクトップ動画を超える速度で成長している一方
で、実装がモバイルにおいては難しいことから、パブリッシャーはヘッダー
入札などの主要なプログラマティック戦略の実装で遅れをとっています。

 ›  技術的ギャップの中ではクロスプラットフォームの動画パートナーがサポ
ートを提供できる: 64.2%が技術ツールの不足で全商品の最適化に苦労
している一方で、パブリッシャーはチャネル全体での動画ヘッダー入札に
おける計画的成長も報告しています。フォーマットやチャネル全体での実装
の増加は、オムニチャネルのプログラマティック専門知識を有するパートナ
ー、特にモバイルで直面する難しい実装の専門知識を有するパートナーに
対するニーズの高さを示しています。

 ›  パブリッシャーは今後、動画から利益を得るために視聴者ベースのソリュ
ーションに期待している: パブリッシャーは、一次データおよび二次データ
の収益化（58.8%）、アイデンティティソリューションや機能の提供（55.0%）、 
プラットフォームやフォーマット全体における新しいデマンドソースの提供

（44.9%）が可能なパートナーに期待しています。

パブリッシャーは、   
データを収益化し、
アイデンティティソリ
ューションを提供し、
新たなデマンドソース
を提供できるパート
ナーに期待している。
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パブリッシャーは動画の収益化にプログラ
マティック広告およびヘッダー入札を採用
している 
動画視聴率が上昇していくと、パブリッシャーには全商品を最適化する新た
な戦術を採用するという独自の機会が与えられます。世界的なデジタル動
画広告の支出は2019年に450億ドルに到達し、年間成長率18%で増加して
2021年には610億ドルを超えると予想されています。1

動画広告の機会が増すにつれ、世界各国のパブリッシャーはクロスプラット
フォームの動画商品を効果的に収益化するよう学習し、それを適応し、ヘッダ
ー入札を通じてさらにプログラマティック販売を受け入れる必要があります。
モバイル広告は、2020年には世界の広告主のデジタル広告支出の73.7%を
占めると予想されています。2 これはモバイル動画に関する機会を表すもの
ですが、パブリッシャーにとってはプラットフォームが特有の問題となります。
世界各国の広告およびメディア専門家622名の調査では、以下のようなこと
がわかりました。 

 ›  世界各国のパブリッシャーはモバイルおよびコネクテッドTV（CTV）など
のプラットフォーム全体で動画を採用している: これは全チャネルでの計
画的成長から明らかです。今日、そして今から12か月後に予想される動画
広告掲載の上位広告チャネルは、どちらもモバイルアプリ、モバイルウェ
ブ、デスクトップ、ネット配信（OTT）、コネクテッドTVの順でした。今後1年
間で、パブリッシャーはモバイルアプリ（12.1％）、モバイルウェブ（18.8%）、
デスクトップ（18.2%）での動画広告掲載を増加させていく予定です。現在
はマーケットシェアが低いものの、使用する家庭が増えていくため、OTTと
CTVは今後12か月間でそれぞれ21.0%と25.7%と最も速い成長が予想
されています（図1参照）。CTVとOTTは、かつてないほど消費の主流形態
となってきています。2018年、米国の家庭の68%はインターネット接続が
可能なテレビに接続するデバイスを所有していました。3 2012年以来、「コ
ネクテッドTVデバイスにアクセスする人の数は毎年ほぼ10％増加してお
り、1日の視聴時間は平均して毎年倍増」しています。4 このように家庭での
使用量が急増していることから、パブリッシャーはこの急成長するプラット
フォームの市場からより多くの利益を得るためにOTTおよびCTVでの広告
掲載を大きく前進させました。

 ›  パブリッシャーは、動画広告収益化戦略の一環として自動化を採用してい
る: パブリッシャーは、全商品の最適化においてプログラマティック技術が
果たす役割の重要性が上昇していることを理解しています。最大のメリット
は、より大きな広告収入（63.3%）、デマンドの最適化の改善（56.8%）、そし
てより細かな見識（55.1%）です。 

 ›  パブリッシャーは、デスクトップおよびモバイル動画の両方でプライベー
トマーケットプレイス（PMP）への投資を増やす予定にしている: 現在、オ
ープンマーケットはモバイル動画広告のトップ販売チャネルです。配信プラ
ットフォーム全体で機会が増加していく中、メディア企業やパブリッシャー
は、オープンマーケットとプライベートマーケットプレイスの両者をデスクト
ップとモバイル動画の両方において動画広告収益化構想に加えています 

（図1参照）。プライベートマーケットプレイスの使用量は、どちらのデバイ
スでもオープンマーケットより急速に成長すると予想されています。
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 › ヘッダー入札がパブリッシャーの動画広告収入の最大化を支援する:     
ヘッダー入札は、、ウォーターフォールの問題を解決し、統合的なオークシ
ョンを実現することで、入札の機会と価値を上昇させ、機会を生み出して
います。その結果、ヘッダー入札の使用はパブリッシャーの広告収入の最
大化、フィルレートの増加、デマンドの最適化の改善を支援します(図2参
照）。
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61.3% 広告収入の最大化

57.7% フィルレートの増加

53.6% デマンド最適化の改善

51.8% ユーザー体験の向上

51.6% ビッドレートの上昇



 › ヘッダー入札の実装は今やベストプラクティス: こういったメリットがある
ことから、ヘッダー入札は動画商品を収益化し、効果的に管理したいパブ
リッシャーにとって急速にベストプラクティスとなりつつあります。このよう
なメリットは、デスクトップでもモバイルでも実装の拡大を推進します。最
も人気のあるプログラマティック統合戦略はデバイスによって異なり、デス
クトップではクライアント側ヘッダー入札、モバイルではオープンリアルタ
イム入札がトップとなっています（図3参照）。

 ›  パブリッシャーは、ヘッダー入札に関する革新の拡大に合わせ、将来に向 
けて準備をしている: アプリ開発者は動画ヘッダー入札の実装という困難
に直面していますが、動画ヘッダー入札の成長に対する計画は台頭してき
ています。計画的な成長が予定されていることから、モバイルアプリやモバ
イルウェブの実装は12か月の間におそらくデスクトップを上回るでしょう 

（図4参照） 。最も成長を示すのはモバイルアプリで、31.5%が使用量を拡
大し、23.2%が初めて実装します。
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技術的ギャップの解消には、クロスプラッ
トフォームの動画パートナーがサポートを
提供できる
パブリッシャーが商品をさらに収益化し、市場をより多く獲得しようとすると、
内部にある大きなギャップと一部の技術パートナーに対する大きなギャップ
によってその意図が抑制されます。動画の収益化の問題を見ると、以下のよう
なことがわかりました。
 ›  動画の収益化の問題のトップとなるのは技術不足: 調査を受けた企業の

リソース問題のトップに来るのは技術不足です（図5参照）。広告フォーマッ
トやプログラマティックプロセスにおける急速な変化に追いつこうと、パブ
リッシャーは懸命に努力しています。企業の少なくとも1/3はこういったこ
とが非常にまたは極めて難しいと考えています。また、拡大するニーズに対
応するための 適切なツールや技術を見つけ出すことは難しく、企業の2/3
は技術不足に苦労しています。適切な人材を見い出し、獲得し、維持するこ
とが難しい企業は、技術やプロセスに関する自社の従業員の教育にも苦労
することがあるため、こういった課題それぞれが次の課題を作り出して行き
ます。予算が不足すれば適切な従業員を雇用することもできないかもしれ
ません。こうなると教育を提供できなくなったり、従業員がこういった他の課
題を軽減するために必要な適切なツールを所有することもできなくなって
しまいます。適切な技術、ツール、そしてパートナーが適所になければ、適切
な人材を維持することは難しくなります。こういった課題を解決するには、ま
ず最も難しいタスクに取り組む必要があります。つまり、動画の収益化を成
功させるための適切な技術（技術ツールやパートナーを含む）の利用です。

 ›  技術のギャップは実装と最適化の課題を拡大する: パブリッシャーの2/3
が技術不足に苦労していることから、このギャップがどこにあるのかを理
解することが非常に重要です。パブリッシャーは、以下において大きな動画
技術ギャップがあると報告しています。 

•  チャネル固有の実装（52.7%）
•  デマンド最適化ツール（49.8%）
•  動画プレーヤーの互換性（46.0%）
•  VAST/VPAIDの使用例の理解（40.5%）
こういった課題は、データ制御の不足、不十分なレポート、デマンドを最適
化できないなど、企業による動画商品の効果的な収益化を妨げる要因と
なります。（図6参照）
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 ›  動画ヘッダー入札の実装は特にモバイルで難しい: ヘッダー入札は多くの
収益化問題の解決策であることが実証されていますが、パブリッシャーの
39%はモバイルの動画ヘッダー入札の実装、そして31％はデスクトップの
実装が難しいと考えています。どちらの場合も社内の知識、スキルセット、そ
して開発リソースの不足が上位に挙がっていますが、モバイル実装に直面し
た企業は問題の理由としてベンダーサポートの不足を挙げることが多くな
っています（図7参照）。パブリッシャーは、社内でデスクトップおよびモバイ
ルプラットフォーム固有の問題に対応するために必要なサポートやスキル
の取得に苦労していますが、クロスプラットフォームサポートを提供するプラ
ットフォームパートナーなら、こういった負担を軽減できるかもしれません。
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調査対象: 米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のパブリッシャー／メディア企業におけるディレクター以上の営業、運営、IT専門家622名
出典: 2019年10月にPubMatic社からの委託によりForrester Consultingが実施した調査

レポートと分析に
おける技術知識2 (TIE)

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page 図7: デスクトップ／モバイル環境では動画ヘッダー入札が難しい理由

調査対象: 米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のパブリッシャー／メディア企業におけるさまざまなディレクター以上の営業、運営、IT専門家 
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44.3%

47.0%

37.3%

36.4%

34.8%

30.5%

32.9%

32.5%

25.3%

21.9%

19.6%

17.9%
当社の展望においては優先事項ではない

メリットが見受けられない

経営陣のサポート不足

ベンダーサポートの不足

開発リソースの不足

社内での知識やスキルセットの不足



 ›  モバイル、CTV、OTTがヘッダー入札の成長を推進する: こういった技術
のギャップは、ヘッダー入札の実装で最も目立ちます。デスクトップのヘッ
ダー入札の普及率はモバイルよりも高いため、投資はモバイルにおいて一
層積極的です。パブリッシャーのほぼ1/4がモバイルへのヘッダー入札の実
装を計画していると報告しているのに対し、デスクトップでこの段階にある
のはわずか11.7%です。CTVおよびOTTではヘッダー入札は発現しつつあ
りますが、こういった形式全体でヘッダー入札の採用を計画している純粋
な新パブリッシャーの数はそれぞれ20.6%と24.9%です。パブリッシャーが
動画広告戦略を改善するにつれ、こういった新たな実装によって全体的な
ヘッダー入札の成長はさらに加速されます。 

パブリッシャーは今後、動画から利益を得
るためにオーディエンスベースのソリュー
ションに目を向けている
パブリッシャーは、この急速に変化する空間の中で、将来の収益源を確保し
ながら今全商品を収益化させたいと考えています。動画配信の将来を見てみ
ると、以下のようなことがわかりました。 

 ›  クロスプラットフォーム動画ヘッダー入札では、今後も成長の余地があ
る: 将来に目を向けると、ヘッダー入札には明らかに余地があります。多く
の人は収益を最大化し、フィルレートを上昇させ、デマンド最適化を改善し
ようとしてヘッダー入札に目を向けるのに対し、ヘッダー入札が対応して
いるのはデスクトップで53.6%、モバイルで48.6%とプログラマティック動
画広告の約半数に過ぎません。パブリッシャーは断固としてこういったメリ
ットを求めているため、この数字は特にOTTやCTV向けのソリューション
が市場に導入されるにしたがい上昇すると予想しています。

 ›  パブリッシャーは、データ制御と透明性を提供するだけでなく、分析ツー
ルで収益を一層最適化できるサプライサイド・プラットフォーム（SSP）に
目を向けている: サポートの問題とヘッダー入札の計画的な成長により、
パブリッシャーはサプライサイドプラット・フォーム（SSP）のデータ制御、分
析、そしてヘッダー入札機能を動画広告収益化における成功に欠かせな
いトップツールと考えています。（図8参照）

 ›  収益化はプラットフォームの有用性と効果的なレポートに依存する: パブ
リッシャーは、動画の収益化の成功はプラットフォームの有用性とレポート
および測定ツールの他、カスタマーサービスにかかっていると報告してい
ます（図9参照）。定量的な特徴（レポート、価格設定）も、定性的な特徴（カ
スタマーサービス、トレーニング）も成功には欠かせないものであり、広告
掲載をよりよく最適化し、理解できるように、多方面にわたるサービスを提
供できるクロスプラットフォーム動画パートナ－と協働するというパブリッ
シャーのニーズを強調しています。
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Full page 図8: 動画収益化を成功させるために
重要なSSPの特徴上位5件

調査対象: 米国、ヨーロッパ、アジア太平
洋地域のパブリッシャー／メディア企業に
おけるディレクター以上の営業、運営、IT
専門家622名
出典: 2019年10月にPubMatic社からの委託
によりForrester Consultingが実施した調査

29.6% データ制御

27.8% レポート／分析

25.4% ヘッダー入札機能

24.4% ブランドセーフティ／
インベントリクオリティ

23.8% 見やすさと測定
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 ›  未来の広告の中心は動画である。この急速な変化において、パブリッシャ
ーは次に備える必要があります。動画広告の将来がどのようなものになる
のかについて、パブリッシャーは以下に注目しています。
•  クロスプラットフォームの互換性と柔軟性に対するニーズ: 「広告主が多

数のプラットフォームに取り組む必要性はどんどん上昇するでしょう。」  
– 従業員1,000～4,999人のメディア企業のディレクター

•  動画広告が優勢となる未来: 「広告の未来は動画です。」 – 従業員100
～499人のメディア企業の経営幹部

•  モバイルアプリケーションの成長:「特にモバイルアプリケーションで
は、動画を埋め込む新しい革新的な方法が出てくるでしょう。」–  従業員
500～999人の広告企業のディレクター

•  プラットフォームの有用性と収益性に基づいた前向きな未来: 「動画広
告に使用しているプラットフォームは発展し続けており、こういったプラ
ットフォームでの販売は増加しています。」– 従業員100～499人の広告
企業の経営幹部

 ›  パブリッシャーは、基本的な広告収益化を越えてデータの収益化とアイデ
ンティティソリューションのサポートに目を向けている: 動画機能のギャッ
プを埋めようと取り組んでいくとき、パブリッシャーはデータを収益化し、ア
イデンティティ解決を提供し、新たなデマンドソースをもたらすことのでき
るパートナーを求めます（図10参照）。こういった機能は、広告主がプラット
フォーム全体で視聴者をどのように理解し、どのように動かし、測定するか
の中核をなしています。こういった機能を優れたデータ制御、分析、ヘッダ
ー入札を提供するパートナーと組み合わせれば、パブリッシャーは市場に
おける継続的な変化に通じていくことができます。

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page 図9: 成功する動画収益化に推進要因が寄与した度合

調査対象: 米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のパブリッシャー／メディア企業におけるディレクター以上の営業、運営、IT専門家622名
出典: 2019年10月にPubMatic社からの委託によりForrester Consultingが実施した調査

プラットフォームの有用性 36.0% 40.0%

ツール - レポートと測定 31.8% 42.1%

価格設定モデル 30.2% 40.2%

カスタマサービス 34.7% 35.0%

ツール - 計画と最適化 29.6% 36.8%

トレーニングと文書化 25.2% 35.0%

極めてプラスの影響 適度にプラスの影響

76%はプラットフォー
ムの有用性が動画収益
化の成功に適度にまた
は極めてプラスの影響
を及ぼしたと述べてい
る。
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1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page 図10: パブリッシャーはサポートを求めている

「探しているのはこのようなパートナー」

調査対象: 米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のパブリッシャー／メディア企業におけるディレクター以上の営業、運営、IT専門家622名 
出典: 2019年10月にPubMatic社からの委託によりForrester Consultingが実施した調査

58.8% ...一次および二次データの収益化を支援できる

55.0% ...アイデンティティソリューション／能力を提供できる

52.1% …ベンダー技術を社内でうまく活用できる

50.0% ...広告配信能力と収益化能力を組み合わせている

44.9% ...新たなデマンドソースを拡大する

43.4% ...オムニチャネル収益化能力がある



主な推奨事項
本レポートは、目標に到達するために、適切な技術、予算、スキル、教育、パー
トナーに関して企業間に大きなギャップがある中で、クロスプラットフォーム
の動画収益化の分野における変化と課題の実態を説明するものです。業界
の中には、先を行っている企業もあれば、そのようなリーダーに後れを取って
いるところもあります。貴社がリーダーでないのであれば、2020年をリーダー
に追いつく年にしましょう。貴社がリーダーであれば、消費者行動が変化し、
台頭するニーズに対応すべく新たな技術が生まれても、収益化戦略の継続的
な進化に見合うように続けて行きましょう。
世界的な動画広告に関するForresterの詳細な調査は、複数の重要な推奨事
項を生み出しました。
モバイル動画収益化戦略では、ヘッダー入札のようなベストプラクティスを
実装する: モバイルウェブやアプリは、消費者によるメディアの利用時間をま
すます生み出しており、収益増加にはこれがますます重要となりました。貴社
がこの調査の多くの企業と同じであれば、ヘッダー入札などの収益化の主要
要素の実装や成熟度ではモバイルがデスクトップに後れを取っています。予
算や技術にギャップがあるからといってプラットフォーム全体にわたるヘッダ
ー入札の実証済みの結果を受け入れないということはもうできません。2020
年は、モバイルがデスクトップの収益化戦略の実装レベルまで、またはそれ
以上となるようにリソースを充てて行きましょう。
プログラマティックスキルを伸ばす: プログラマティックは今後も定着してい
きます。また、その実装に対する技術的なアプローチも継続して進化していく
でしょう。多くの企業同様、熟練したスタッフを見つけられなかったり、教育リ
ソースが不足したりしているために、貴社もこの分野でのスキルギャップに直
面しているかもしれません。こういったスキルは全商品の収益化や技術プロ
バイダーの活用に非常に重要であるため、会社をこういった変化に迅速に対
応させられるようなスキルを持つ人材に投資しましょう。この分野での人材は
乏しく、貴社が熟練した人材を雇用できないのであれば、現在の従業員の教
育に投資しましょう。業績トップの従業員を表彰して、トレーニングクラスへの
出席機会を提供するのもいいでしょう。 

パートナーを見直し、貴社のオムニチャネルの収益化ロードマップと足並み
がそろっていることを確認する: クロスチャネル動画体験を提供し、動画広告
の未来を受け入れられるようなオムニチャネルパートナーと協働しましょう。
プラットフォームおよびチャンネル全体での動画ヘッダー入札およびプログラ
マティック動画広告における計画成長により、チャンネルをサイロ化して運営
するのではなく、基本的な広告収益化を越えた幅広い能力を持つパートナー
と協力することが必要不可欠です。第二者データの収益化やアイデンティティ
ソリューションといった一流のスキルを持つパートナーと協力し、貴社の動画
戦略が時代遅れにならないようにしましょう。回答者は、現在のパートナーは
必ずしも必要とするすべてのスキルやクロスチャネルサポートを有していない
と指摘しました。これが貴社の場合にも当てはまるのであれば、2020年もこ
のままにしたりせず、競合に遅れを取るようなリスクは避けましょう。貴社のニ
ーズやギャップを誠実に評価し、それを現在のパートナーと共に見直し、パー
トナーから貴社が全商品を収益化できるように必要なものを提供するという
約束をしてもらいましょう。すべての企業に必要なもの、それは革新的なパー
トナーです。クロスプラットフォームの動画の収益化は、動画パブリッシャーに
とって次の大きなチャンスです。成功するパートナーは、デスクトップ、モバイル
ウェブ、モバイルアプリ、OTT、CTVなど、対処可能なすべてのデジタル動画コ
ンテンツで、パブリッシャーが視聴者を引き付け、広告収入を生み出せるよう
なチーム、ツール、技術を提供してくれます。
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付録A: 調査方法 
この調査において、Forresterは世界的な動画広告傾向を調査するために、
米国、ヨーロッパ、APACのパブリッシャーおよびメディア企業におけるディレ
クター以上の営業、運営、IT専門家622名にオンライン調査を行いました。 
本調査は2019年10月に終了しました。

付録B: 統計／データ
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調査対象: 米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のパブリッシャー／メディア企業におけるディレクター以上の営業、運営、IT専門家622名
出典: 2019年10月にPubMatic社からの委託によりForrester Consultingが実施した調査

国名

会社の規模（従業員数）

100～
499人

500～
999人

1,000～
4,999人

28.9%

50～99人

12.7%

2～49人

5.1%

24.4%

14.0%

5,000～
19,999人

20,000
人以上

9.6%
5.1%

役職

1.4%

1.9%

1.9%

2.6%

2.7%

5.6%

8.0%

8.2%

8.2%

8.4%

8.4%

8.4%

8.7%

8.7%

16.9%

米国: 16.9%
ヨーロッパ: 49.9%
APAC (アジア太
平洋地域): 33.2%

フィンランド

デンマーク

ノルウェー

ニュージーランド

スウェーデン

オーストラリア

スペイン

フランス

インド

ドイツ

日本

東南アジア

イタリア

英国

米国

12.7%

30.7%

56.6%

経営幹部

副社長

ディレクター

業種

30.9%

32.5%

36.7%

広告および／または
マーケティング

出版

メディア

部門

25.9%

26.2%

31.8%

マーケティング／広告

IT

4.3%

11.7%

製品

営業

運営



付録C: 注釈
1  出典: Hercher, James, “Zenith Forecasts $45B in Video Ads This Year, But TV Is Still King,” Ad Exchanger, 
September 16, 2019 (https://adexchanger.com/online-advertising/zenith-forecasts-45b-in-video-ads-this-
year-but-tv-is-still-king/).

2  出典: “Key Facts About India Digital Landscape,” Chandler Nguyen, October 14, 2016 
(http://www.chandlernguyen.com/blog/2016/10/14/key-facts-about-india-digital-landscape/).

3  出典: “The Nielson Total Audience Report,” The Nielson Company, Q3 2018 (https://www.nielsen.com/
wp-content/uploads/sites/3/2019/04/q3-2018-total-audience-report.pdf). 

4  出典: Tarpey, Amanda, “What We Need To Talk About When We Talk About Connected TV,” The Nielson 
Company, June 28, 2018 (https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2018/perspectives-what-we-need-
to-talk-about-when-we-talk-about-connected-tv/).
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