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注：当レポートは学部 3 年次春学期の演習でヒューマン・コーディングの技法習得を目的
におこなったプロジェクトを報告するものです。学部 3 年次であること、目的が技法習得
およびチーム制における協業経験にあること、をご承知おきください。（中村理） 
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1 目的と意義 
 

1.1 調査目的 
 
本調査は日本の生活習慣向上のために、テレビの食品 CM の現状を把握することを目的

にする。具体的には食品 CM の商品情報とベネフィット（便益）情報を分析する。分析の
結果から、企業側が健康促進を行っているかを調査する。  

 
1.2 調査目的の背景と意義 

 
食品 CM は多くあるが、必ずしも健康志向の CM が多いわけではない。佐藤・滝山・益

本（2003）によると、食品 CM 放映総数の 36.6%が「加工食品」、次いで「ドリンク」が
34.0%である。加工食品の内訳ではインスタント食品、レトルト食品などが多く、ドリン
クの内訳では 81.5%が「酒類」であったという。 

ただし、佐藤ら（2003）の研究から 20 年近くが経過した現在（2021 年）、食品 CM に
おいてはその食品の便益（ベネフィット）にかんする情報が増えているのではないだろう
か。たとえば厚生労働省の『国⺠の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な⽅針』
をみてみよう。そこには「食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防（生活習慣を
改善して健康を増進し、生活習慣病の発症を予防することをいう）に重点を置いた対策を
推進する」とある。つまり、社会的に健康増進をすることが唱えられている。 

ベネフィット情報とは、CM で放映されている食品情報から享受する便益のことである。
丸岡（2001）は,「商品属性やベネフィットがそれ自体で重要なのでなく、これらの連鎖の
仕⽅が生活者にとって意味をもつ」（p. 45）という。そして、このベネフィットをさらに
「機能的ベネフィット」と「心理的ベネフィット」に分けている。機能的ベネフィットは
栄養成分（例：β−クリプトキサンチンいっぱい）と品質安全（例：取れたて三日以内の
卵から）の２つ、心理的ベネフィットは健康増進（例：肉体疲労時の栄養補給・滋養強
壮）、強調表示（例：カルシウム２倍・鉄分５倍）、景品（例：なっちゃんトランクプレ
ゼント）の３つに分類する。 

 
1.3 リサーチ・クエスチョンと仮説 
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以下にリサーチ・クエスチョンを記載する。 

 どの食品分類が機能的・心理的ベネフィットが多く表示されているのか 
 時間帯によって取り上げられている食品（分類）が変わるのか   

 
このリサーチ・クエスチョンのもと、以下のように仮説を設定する。   

 ドリンクには心理的ベネフィット（特に健康増進）と商品情報が多い。 
 加工食品には機能的ベネフィットが少ない。 
 夜の時間帯の CM にはアルコールの CM が多い。  

（教員コメント：RQ、仮説の設定理由、意義がいろいろとあると良いですね） 
 
 

2 方法 
2.1 分析対象 

 
調査対象は、在京テレビ 4 局（日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日）である。

調査期間は、2021 年 5 月 10 日から 2021 年 5 月 16 日の 1 週間である。調査の時間帯は、
朝 7-8 時、昼 12-13 時、夜 18-19 時の 3 つの時間帯に設定する。これらは新聞のテレビ欄
の切り替えの始めの 1 時間にあたる。これらの中から食料品 CM を抽出した。抽出単位は
CM である。厚生労働省1の食品の定義の通り、ここでの食品の定義は「すべての飲食物」
にした。 

次に、抜き出した食品 CM のうち、以下のものを除外した。 
 デリバリーサービス（menu、Uber Eats、出前館、ドミノピザのデリバリーに

注目した CM など） 
 ウォーターサーバーやソーダサーバーなど、飲料を作る装置 
 指定医薬部外品、第３類医薬品、第２類医薬品、第１類医薬品は（Q&P 

GOLD など） 
 特定の商品にスポットが当たらず、企業の取り組みなどを紹介する CM 
 1 つの商品に言及していないもの（例えば、くら寿司の⿊⽑和⽜フェアの CM

は複数の商品をまとめて紹介しているので除外） 
この結果、520 件の CM を得た。この 520 件に対し、5 件に 1 件の系統抽出をおこない、

104 件を得た。これを今回の分析対象とする。104 件の CM の時間帯の分布は図 1 のとお

 
 
1 厚生労働省(2007)「厚生労働省主管法律 第 4 編 医薬食品 第 2 章 食品安全」閲覧日 2021 年 6 月 24

日（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/09/dl/s0912-13j.pdf ） 
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りである。朝が 28 件、昼が 35 件、夜が 41 件であった。 
（教員コメント：通例であれば重複 CM は 1 つに集約するものです。その扱いは本調査

ではどうしたでしょうか。） 
 

 
図 1 時間帯別の CM 数（サンプリング結果から作成） 

 
 

2.2 コーディングの方法 
 
記録単位は CM ごととした。調査変数は丸岡（2001）らの先行研究を参考に以下のよう

に設定した。 
 

 【変数 1】食品分類 
 商品情報 

 【変数 2-1】原材料 
 【変数 2-2】包装容器 
 【変数 2-3】価格 

 機能的ベネフィット 
 【変数 3-1】栄養成分 
 【変数 3-2】品質安全 

 心理的ベネフィット 
 【変数 4-1】健康増進 
 【変数 4-2】強調表示 
 【変数 4-3】景品 
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以下に各変数を詳述する。 

 【変数 1】食品分類 
カテゴリを「1. ドリンク」、「2. 酒」、「3. 菓子」、「4. 加工品」、「5. 生鮮
食品」、「6. その他」に設定した。ドリンクは清涼・果汁飲料類、コーヒー・
紅茶類、炭酸飲料類、⽜乳・乳飲料類、乳酸 菌飲料類、野菜飲料類、栄養・強
壮飲料類、茶・水類、その他を含むものとする。酒はビール類、その他（ノン
アルコール類も含む）を含むものとする。菓子はクッキー・あめ類、チョコレ
ート類、アイスクリーム類、せんべい類、スナック 類、ガム類、その他を含む
ものとする。加工食品は穀類・豆類、肉・魚・卵類、調味料・香辛料類、栄養
補助食品類、イスタント食品、レトルト食品、冷凍食品、油脂類、乳製品類、
既製品・惣菜類、その他を含むものとする。生鮮食品は果物、肉、魚、野菜を
含むものとする。 

 商品情報-【変数 2-1】原材料 
カテゴリを「1. 言及・記載が有」、「0. 言及・記載が無」に設定した。具体的
な原材料名を挙げて原材料に言及・記載されている CM を「言及・記載が有」
にカウントした。 

 商品情報-【変数 2-2】包装容器 
カテゴリを「1. 言及・記載が有」、「0. 言及・記載が無」に設定した。リサイ
クル情報などの環境配慮行動を促した CM のみを「言及・記載が有」とし、環
境配慮行動以外の情報は除外した。 

 商品情報-【変数 2-3】価格 
カテゴリを「1. 言及・記載が有」、「0. 言及・記載が無」に設定した。〇〇円
と言っているものの他に、「安い！」なども「言及・記載が有」とした。 

 機能的ベネフィット-【変数 3-1】栄養成分 
カテゴリを「1. 言及・記載が有」、「0. 言及・記載が無」に設定した。成分が
表示されている CM を「言及・記載が有」にカウントした。例を挙げると、
「β−クリプトキサンチンいっぱい」「ビタミン B が効く・タウリンが効く」
などである。 

 機能的ベネフィット-【変数 3-2】品質安全 
カテゴリを「1. 言及・記載が有」、「0. 言及・記載が無」に設定した。質の良
さを示す「良質」「天然」、食品の安全性に配慮した内容が言及・記載されて
いる CM を「言及・記載が有」とした。例を挙げると、「100％手摘みオレン
ジジュース」「保存料・乳化剤無添加」「国産梅１００％・無添加」などであ
る。 

 心理的ベネフィット-【変数 4-1】健康増進 
カテゴリを「1. 言及・記載が有」、「0. 言及・記載が無」に設定した。商品や
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含まれる成分がもたらすプラスの効果に言及しているものを「言及・記載が有」
とした。例として、「肉体疲労時の栄養補給・滋養強壮」「血圧が高めの⽅に」
「お腹周りの脂肪を減らす」「特定保健用食品サーデンペプチド配合」などが
挙げられる。 

 心理的ベネフィット-【変数 4-2】強調表示 
カテゴリを「1. 言及・記載が有」、「0. 言及・記載が無」に設定した。商品の
特徴を数値を効果的に用いて消費者に訴えているものを「言及・記載が有」と
した。特に本調査では次の 4 つの表示に着目する。1 つ目は栄養成分の補給が
出来る旨の表示、2 つ目は栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示、3
つ目は糖類を添加していない旨の表示、4 つ目はナトリウム塩を添加していな
い旨の表示、である。これらは消費者庁（2007）の「栄養成分表示及び栄養強
調表示とは」で示されている定義をもとにした。 
（教員コメント：この 4 つ以外にも強調表現はいろいろありそうに思いますが、
それらがあってもここにコーディングしないということでしょうか） 

 心理的ベネフィット-【変数 4-3】景品 
カテゴリを「1. 言及・記載が有」、「0. 言及・記載が無」に設定した。景品が
もらえるものを「言及・記載が有」にカウントした。たとえば「なっちゃんト
ランクプレゼント」などが挙げられる。 

 
2.3 信頼性検定 

 
信頼性を検証するため、筆者らと同じ大学の研究室に所属する別の 4 名に、筆者らとは

独立したコーディングを依頼した。これら 4 名には筆者らがコーディングをした CM から
さらに系統抽出によって得た 18 件を渡した。それら 4 名のコーディング終了後、その結果
に筆者らの単一のコーディング結果を合わせた、合計 5 人分のコーディング結果から、各
変数に対して Krippendorff の α（Krippendorff 2004）を求めた。算出には統計ソフトであ
る R を用いた。α は α≤1 の範囲をとり、1 は完全一致、0 はランダムなコーディングに
期待される状態、マイナスはそれ以上に不一致の割合が高いこと（つまりコーダー間で逆
のコーディングをする傾向）を意味する。各変数に対する α の値は表 1 の通りである。こ
れより、おおむね信頼性は確保できたものと判断する。 
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3 結果 
 
コーディングした CM の食品分類の割合を図 2 に示す。コーディングした 104 の CM の

うち、ドリンク、酒、お菓子類、加工食品、生鮮食品、その他の割合を出した。加工食品
が 43%と、最も大きい割合であった。次いでドリンクが 27%、酒が 16%、お菓子類が
14%、その他が 2%、生鮮食品が 0%という結果になった。 

（教員コメント：以下、たくさんの円グラフが続きますが、スペースをとり、かつ比較
ができないというデメリットが大きいかと思います。グラフには目的に応じた使い分けが
ありますので、なにが読者に適切か検討してみましょう。複数の類似の図を見せる際はフ
ォーマットをそろえておくことも大切です。） 
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図２ 食品分類の割合 

 
 

 
図３ 原材料の割合 

 
変数 2-1 の原材料への言及記載の結果を図 3 に示す。全 104 件の CM のうち、42 件には

言及記載があり、62 件には言及記載がなかった。 
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図４ 包装容器の割合 

 
変数 2-2 の包装容器への言及記載の結果を図 4 に示す。図 4 からわかるように、全 104

件の CM のうち、27 件には言及記載があり、77 件には言及記載がなかった。 
 

 
図５ 価格の割合 

 
次に、変数 2-3 の価格への言及記載の結果を図 5 に示す。図 5 からわかるように、全 104

件の CM のうち、2 件には言及記載があり、102 件には言及記載がなかった。 
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図６ 栄養成分の割合 

 
次に、変数 3-1 の栄養成分についての言及記載の結果を図 6 に示す。図 6 からわかるよ

うに、全 104 件の CM のうち、22 件には言及記載があり、82 件には言及記載がなかった。 
 

 
図７ 品質・安全の割合 

 
変数 3-2 の品質・安全についての言及記載の結果を図 7 に示す。図 7 からわかるように、

全 104 件の CM のうち、5 件には言及記載があり、99 件には言及記載がなかった。 
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図８ 健康増進の割合 

 
変数 4-1 の健康増進についての言及記載の結果を図 8 に示す。図 8 からわかるように、

全 104 件の CM のうち、20 件には言及記載があり、84 件には言及記載がなかった。 
 

 
図９ 強調表示の割合 

 
 変数 4-2 の強調表示についての言及記載の結果を図 9 に示す。図 9 から分かるように、

全 104 件の CM のうち、24 件には言及記載があり、80 件には言及記載がなかった。 
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図 10 景品の割合 

 
最後に、変数 4-3 の景品についての言及記載の結果を図 10 に示す。図からわかるよう

に、全 104 件の CM のうち、2 件には言及記載があり、102 件には言及記載がなかった。 
次に、時間帯別で結果を見た時の客観的事実を確認しておく。図 1 で既に見たように、

朝が 28CM、昼が 35CM、夜が 41CM であった。系統抽出を行なったため、除外 CM があ
るものの、夜の⽅が CM 数が多い傾向にある。 

 

 
図 11 朝の時間帯の食品分類 

 
朝の時間帯の食品分類を図 11 に示す。朝 7 時から 8 時に放送された 28CM のうち、ド

リンクが 9CM、酒が 0CM、お菓子類が 4CM、加工食品が 15CM であった。朝は酒の CM
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が 1 つもないことが特徴として挙げられた。ほかに、全体に比べて菓子類にはパンが多く
見られた。 

 

 
図 12 昼の時間帯の食品分類 

 
 また、昼の時間帯の食品分類を図 12 に示した。昼では、加工食品が多く、35CM 中、

半数以上の 18CM が加工食品である。中でも、他の時間帯に比べてサムライマックや丸⻲
製麺のお弁当など、既製品の CM がやや多かった。また、加工食品が多い代わりにドリン
クと酒の CM が少なかったため、包装容器への言及が少なかった。 

（教員コメント：図の合計は 33 で、数が合っていないようです） 
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図 13 夜の時間帯の食品分類 
 
最後に、夜の時間帯の食品分類を図 13 に示した。酒類は 16CM だった。酒類は朝・昼

に放送されることはなく、すべて夜の時間帯であった。そして、夜の時間帯の全 CM の中
で最も多い４割を占めた。 

機能的ベネフィットは、時間帯で差異は見られなかった。そのため、ここでは詳細を省
くこととする。 

（教員コメント：差がないことも大切な結果の一つなので、示すと良かったかと思いま
す。） 

 
次に、食品分類別に客観的な事実を述べる。 
まず、ドリンクについて述べる。ドリンクに分類された 29CM のうち、半数を超える

19CM で栄養成分に言及がなされていた。また、ドリンク CM の放映について時間帯に大
きな特徴はないことがわかった。変数 1-2 の包装容器について、29CM のうち 12CM で容
器のリサイクルなどについて映し出しがあり、他のジャンルに比べて大幅に多かった。 

次に、酒について述べる。酒の CM はすべてが夜の時間帯に放映されていた。包装容器
については 16CM 中 16CM、つまり全てにおいて包装容器にリサイクルへの言及がされて
いた。また、機能的ベネフィットでは、栄養成分は 1CM のみ、品質安全については言及
されていなかった。一⽅、心理的ベネフィットでは、健康増進は 1CM のみの言及だった
が、強調表示は 16CM 中 9CM に見られた。 

次に菓子類について述べる。菓子類に分類された 14CM 中、原材料については 3CM で
のみ記載言及されていた。機能的ベネフィットには一切の記載言及がなかった。心理的ベ
ネフィットについては、強調表示が 2CM にのみ見られた。また、他の食品 CM では見ら
れなかった景品の記載がされていた。 

最後に加工食品について述べる。43CM 中、18CM で原材料についての言及がされてい
た。特に「ザシュウマイ」や「ハヤシライスソース」の様な冷凍食品やレトルト食品に多
くみられた。味ぽんや純正胡麻油などの調味料は原材料に触れていなかった。価格につい
ては２CM（どちらも丸⻲製麺）、栄養成分については１CM（豆乳グルト）、品質安全は
４CM（全てザシュウマイ）、強調表示については５CM、と様々なジャンルでの言及があ
った。 

 

4 考察 
4.1 結果の考察 

 
食品分類別に、以上の結果を検討する。 
ドリンクに分類された CM には、時間帯に大きな特徴はなかった。この結果から、ドリ
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ンクは幅広い層をターゲットとしているものと推察される。一⽅、酒に分類された CM は、
夜間にテレビを見る人をターゲットとしているといえる。ほぼすべての酒 CM がリサイク
ルに言及記載している。つまり、環境への配慮を訴えていると言える。また、心理的ベネ
フィットに関しては健康増進を促しているとは言えないものの、強調表示を取り入れるこ
とによって心理的に訴え、購買意欲を高めようとしているようである。加工食品に分類さ
れた CM には味や利便性に言及記載しているシーンが多く、機能的・心理的ベネフィット
において述べているものが少なかった。そのため味の良さや利便性を訴えているといえる。 

ドリンクは液体であるため、栄養のほかに容器の見た目も重要視されているものと推測
した。酒に関しては、お酒のターゲットは社会人であると思うので、仕事終わりである夜
の時間帯にお酒の CM が多いと考えられる。リサイクル情報を記載しなければならないと
いう規則があるのではないかと考えられる。他商品との差別化を図るために、その商品の
特徴を数値で心理的に訴えていると考える（「糖質ゼロですよ！ カロリーゼロですよ！」
など）。（教員コメント：酒類の CM は時間帯で禁止されています。またリサイクル情報
は調べてみてください、すぐに分かりますので） 

機能的ベネフィットは、どの時間帯においても一定の割合で言及されている。しかし、
心理的ベネフィットよりも言及の割合が少ない。したがって、「栄養」「品質」よりも
「体への効果」「数値」をより伝えようとしているものと推察される。 

最後に、半分以上の割合で言及されている項目（変数）はなかった。社会的に唱えられ
ている健康増進に向ける企業のメッセージが見えないのではないかと推測した。 

 
4.2 方法についての課題 

 
簡潔に 3 点を挙げる。1 点目は、系統抽出後の CM 数が少なかったことである。2 点目

は変数の設定である。今回は先行研究と変数をほとんど同じにしたが、筆者ら独自の変数
や変更点があっても良かった。3 点目は CM 抽出の時間帯についてである。時間帯を絞ら
ずに CM 一覧を作るほうが利点があったものと考える。 

 

5 まとめ 
 
本調査では、テレビ放映された食料品 CM の内容分析を行った。すべての変数で、設定

した仮説に沿う結果が得られた。ただし、いくつかの変数では信頼性をさらに上げること
ができるものと考える。そのために、より厳密な分析⽅法や適切なサンプル数を検討した
い。 

本調査では近年の食料品 CM において、健康について言及のあった CM が少ないという
結果が見られた。ドリンクでのみ健康に言及した割合が高かったが、食料品 CM の約半数
を占める加工食品をはじめ、他のカテゴリでは娯楽志向であるのではないか。 
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（教員コメント：まとめでは、結果と考察を受けて、全体で分かったこと、やり残した
ことを述べましょう。） 
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付録 
付録 1-a：研究計画への Q-and-A（3 年生） 

 
Q１.短い CM と⻑い CM で放送内容が変わると思うが、どのように対応するのか 

→ 同じ商品の短い CM と⻑い CM でも、訴求している情報は違う可能性があるた
め、両⽅記録しコーディングします。 

 
Q２.仮説や RQ の根拠や先行研究の記載があると良いのでは   

→ 仮説や RQ の根拠はなく、思いつきで羅列したため、先行研究の内容を考慮し
た上で検討しなおします。 

 
Q３.なぜテレビ CM に絞ったか   

→ 世代や性別問わずより多くの消費者に触れるものであり、映像で商品に関する
情報を伝えるため、視聴者の印象に残りやすいためです。 

 
Q４.食品広告の定義をどこかに載せると良いのでは   

→ ご指摘の通り、食品 CM の定義をコーディング・マニュアルに記しました。  
 
Q５.機能的ベネフィットと心理的ベネフィットの違い   

→ 機能的ベネフィットと心理的ベネフィットの具体例をコーディング・マニュア
ルに記しました。 

 
付録 1-b：研究計画への Q-and-A（4 年生） 

 
Q1.「社会的に健康増進」が唱えられているに関して文献などの裏付けがあると良いか

と思いました。 
→完了しました 

 
Q2.心理的ベネフィットに関しては RQ・仮説は設定しないのでしょうか？  
 
Q3.「RQ3：食品分類によって、情報内容に違いはあるのか」という大きな枠組みにし

た⽅が良いかと思いました。この RQ に対応するように、仮説として、「ドリンクは
商品情報が多い」や「酒は〜〜が多い」などの仮説を設けた⽅が良いかと思います。 

 
Q4.「種類」は具体的に何を指しているのかが知りたいです。 
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Q5.調査量多すぎない…？ 
→その後、系統抽出で減らしすぎました.. 

 
Q6. 食品分類「5：その他」を設けても良いのかもと思いました。 
 
Q7.（目的）機能的ベネフィットと心理的ベネフィットの詳しい説明が欲しいです。 
 
Q8.平日の中でも月曜と金曜日、休日も土曜日と日曜日で分けてみると面白いかもしれ

ません。でも、作業量が多くなると思うので、余裕があればで、、、笑 
 
Q9.この期間に設定した理由があれば、書いておくと良いです！！ 
 
Q10. 時間帯で分けていていいと思います！ 
 

付録２：コーディング・マニュアルへの外部コーダからのコメ
ント 

 
・具体例が多く分かりやすかったです。 
 
・ひとつの CM に複数の商品が紹介された場合（例えば飲料で、主にプロモーションさ

れているのはプレーンタイプ、それに加えて健康を意識したタイプが登場する）、主
にプロモーションされた⽅にのみ注目すればよいのか、登場した商品すべてに注目す
べきなのか記載があったらいいなと思いました。 

 
・マニュアルとは関係ありませんが、依頼された対象 CM で、被っている CM が２組ほ

ど見られました。何か意味があるのでしょうか。 
 
・マニュアル上の例が豊富で判断しやすい点がいいなと思った。コーディング・シート

に CM の URL が載っているのも親切。 
 
・包装容器と書かれていたので、包装容器に載っている情報なのかと思ってしまった。

包装容器がリサイクルできるかどうかのエコマークが CM のどこかに載っていればカ
ウントするのだと思うので、その点がもう少し分かりやすくマニュアルに記載されて
いたら良いと思う。 

 
・強調表示の部分では、「商品の特徴を数値を効果的に用いて〜」とあるけれど、例を
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見ると必ずしも数値は入っていない。結果として数値がなくても例のような表記であ
ればカウントしたが、それで良いですか？ ならば「数値を〜」の説明はなくてもい
いのかなと思った。 

 
・BE-KIND で食品分類が合わなかった。チョコがあるせいでお菓子に惑わされてしま

った。 
 
・”言及・記載あり”というのは、文字＆音声で知覚できるということで良いのか？ 
 
・明らかに原材料の映像が流れていても、音声化・文字化されていなければコードしな

い？ 
 
・悩んだ点として以下： 

・「愛され続けて〇〇年」などの表記は強調表現になるのか 
・「1 日分の〇〇」などの栄養表現は強調表現になるのか 
・「増量キャンペーン実施中」などの表記は景品に入れても良いのでは？ 
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付録３：コーディング・マニュアル 
 
0.  はじめに 

本マニュアルを読み、コーディング・シートへの記入を行ってください。途中で判断基
準が曖昧になった際には、本マニュアルを再度確認してください。 

 
 

1.分析対象 
コーディング対象件数の⺟数は 520 件です。抽出⽅法は以下の通りです。 
対象期間は 2021 年 5 月 10 日から 5 月 16 日までの 1 週間です。調査メディアは在京テ

レビ 4 局（日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日）で、新聞のテレビ欄の切り替え
の始めの 1 時間にあたる、午前 7 時から 8 時、正午から 13 時、18 時から 19 時の各 1 時間
ずつの 3 つの時間帯のテレビ CM を取り出しました。その中から食料品 CM を抽出し、
520 の CM を得ました。 

 
本調査ではここに系統抽出をおこなって 5 件に 1 件を取り出し、104 の CM を分析対象

としました。食料品の定義は、厚生労働省2の食品衛生法にある「すべての飲食物をいう」
との記載に則りました。104 件のなかには分析にふさわしくないとしてコーディング対象
から除外する CM もあります。これについては後に説明します。 

104 件の CM はコーディング・シートに一覧にし、リンクも記載しました。そのリンク
を使って各自で CM にアクセスしてください。 

 
2.分析単位・分析方法 

抽出単位、記録単位はともにテレビの CM です。 
 

2.1 除外する CM 
1 の分析対象で記載した通り、ここでの食料品の定義は「すべての飲食物」です。ただ

し、以下のものを除外しました。 
 デリバリーサービス（menu、Uber Eats、出前館、ドミノピザのデリバリーに注

目した CM など） 
 ウォーターサーバーやソーダサーバーなど、飲料を作る装置 

 
 
2 厚生労働省「厚生労働省主管法律 第 4 編 医薬食品 第 2 章 食品安全」閲覧日 2021 年 6 月 24 日

（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/09/dl/s0912-13j.pdf ） 
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 指定医薬部外品、第３類医薬品、第２類医薬品、第１類医薬品（Q&P GOLD な
ど） 

 特定の商品にスポットが当たらず、企業の取り組みなどを紹介する CM 
 1 つの商品に言及していないもの（例えば、くら寿司の⿊⽑和⽜フェアの CM は

複数の商品をまとめて紹介しているので除外） 
 

2.2 コーディング・ルール 
記録してもらいたい変数は全部で 9 つ（変数 1 から変数 4-3 まで）あります。先行研究

を元に変数とカテゴリを設定しました。いずれも CM 内の食品ごとに記録します。CM を
視聴して、「音と映像（文字など）で知覚できる情報」をもとに、「食品分類」、「商品
情報」、「機能的ベネフィット」、「心理的ベネフィット」の各変数に該当する項目をコ
ーディング・シートに記入してください。以下、各変数を順に説明します。 

 
【変数 1】「食品分類」 
 分類法：単一⽅式 
 分類するカテゴリ 

1. ドリンク 
清涼・果汁飲料類、コーヒー・紅茶類、炭酸飲料類、⽜乳・乳飲料類、乳酸 菌
飲料類、野菜飲料類、栄養・強壮飲料類、茶・水類、その他 

2. 酒 
ビール類、その他（ノンアルコール類も含む） 

3. 菓子 
クッキー・あめ類、チョコレート類、アイスクリーム類、せんべい類、スナッ
ク 類、ガム類、その他  

4. 加工食品 
穀類・豆類、肉・魚・卵類、調味料・香辛料類、栄養補助食品類、インスタ ン
ト食品、レトルト食品、冷凍食品、油脂類、乳製品類、既製品・惣菜類、その
他 

5. 生鮮食品 
果物、肉、魚、野菜 

6. その他 
 
 
【変数 2】「商品情報」 
 
（変数 2-1）「原材料」 
 原材料（具体的な原材料名を挙げて原材料に言及・記載されている CM） 
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 分類法：単一⽅式 
 分類するカテゴリ 

1. 原材料に言及・記載があり 
0. なし 

 
（変数 2-2）「包装容器」 
 包装容器（リサイクル情報などの環境配慮行動を促した CM のみ。環境配慮行動 

以外の情報は除外） 
 分類法：単一⽅式 
 分類するカテゴリ 

1. 包装容器に言及・記載があり 
0. なし 

 
（変数 2-3）「価格」 
 価格 （〇〇円と言っている CM。ほかに、「安い！」なども含む） 
 分類法：単一⽅式 
 分類するカテゴリ 

1. 価格に言及・記載があり 
0. なし 

 
 
【変数 3】「機能的ベネフィット」 
 
（変数 3-1）「栄養成分」 
 栄養成分 

 成分が表示されている 
 例：β−クリプトキサンチンいっぱい、ビタミン B が効く・タウリンが効く 

 分類法：単一⽅式 
 分類するカテゴリ 

1. 栄養成分に言及、記載あり 
0. なし 

 
（変数 3-2）「品質安全」 
 品質・安全 

 質の良さを示す「良質」「天然」、食品の安全性に配慮した「取れて三日以内
の卵から」などが述べられている 
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 例：100％手摘みオレンジジュース、保存料・乳化剤無添加、国産梅１00％・
無添加 

 分類法：単一⽅式 
 分類するカテゴリ 

1. 質の良さ・安全性などについて言及、記載あり 
0. なし 

 
 
【変数 4】「心理的ベネフィット」 
 
（変数 4-1）「健康増進」 
 健康増進 

 商品や含まれる成分がもたらすプラスの効果について言及しているもの 
 例：肉体疲労時の栄養補給・滋養強壮、血圧が高めの⽅に、お腹周りの脂肪を

減らす、特定保健用食品サーデンペプチド配合 
 分類法：単一⽅式 
 分類するカテゴリ 

1. 健康増進に言及、記載あり 
0. なし 

 
（変数 4-2）「強調表示」 
 強調表示 

 商品の特徴を数値を効果的に用いて消費者に訴えているもの。 
 栄養成分の補給が出来る旨の表示 

 例：高○○、○○豊富、◇◇源、◇◇供給、◇◇含有、◇◇30%アップ、
◇◇2 倍  

 栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示 
 例：無□□、□□ゼロ、ノン□□、低◎◎、◎◎控えめ、◎◎ライト、

△△30 カット、△△10g オフ、△△ハーフ 
 糖類を添加していない旨の表示 

 例：糖類無添加、砂糖不使用 
 ナトリウム塩を添加していない旨の表示 

 例：食塩無添加、塩分無添加 
 分類法：単一⽅式 
 分類するカテゴリ 

1. 強調表示に言及、記載あり 



Osamu NAKAMURA's SEMINAR @WASEDA Univ. 

24 

0. なし 
 
 
（変数 4-3）「景品」 
 景品 

 景品がもらえるか  
 例：なっちゃんトランクプレゼント 

 分類法：単一⽅式 
 分類するカテゴリ 

1. 景品に言及、記載あり 
0. なし 

 
 

3.終わりに 
特に不明瞭な点がなければ、以上のコーディング・マニュアルに従い、コーディング作

業を行ってください。 
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付録４：分析対象リスト 

 
番号 企業名 商品名 番組名 

1 フジパン スナックサンド ZIP! 
2 ハウス食品 ハヤシライスソース ZIP! 
3 横尾製麺 そうめん（いぼの糸） ヒルナンデス 
4 サントリー 金⻨（ビール） News Every 
5 キッコーマン 超焼肉のたれ ZIP! 
6 サントリー 特茶 ヒルナンデス 
7 マクドナルド サムライマック ヒルナンデス 
8 アサヒ緑健 緑効⻘汁 News Every 
9   カルピス ZIP! 

10 ファミリーマート リッチフラッペストロベリー ZIP! 
11 かどや製油 純正ごま油 ヒルナンデス 
12 キリン 本麒麟 News Every 
13 丸美屋 麻婆豆腐 News Every 
14 サントリー 特茶 ZIP! 
15 株式会社にっぷん REGALO ヒルナンデス 
16 サンガリア サンガリア（強炭酸水） ヒルナンデス 
17 ブルボン フィットチーネグミ News Every 
18 ノーベル製菓会社 ペタグー News Every 
19 コカコーラ 檸檬堂 News Every 
20 横尾製麺 揖保乃糸 ZIP! 
21 丸⻲製麺 丸⻲製麺 ヒルナンデス 
22 キリン 新ビール News Every 
23 コカコーラ 檸檬堂（ホームランサイズ） News Every 
24 丸美屋 麻婆豆腐 ズームインサタデー 
25 サッポロ ⻨とホップ 満天☆⻘空レストラン 
26 丸美屋 麻婆豆腐 所さんの目がテン！ 
27 アサヒ飲料 ウィルキンソン スクール革命 
28 ヤクルト ジョア バンキシャ 
29 marusan 鮮度みそ グッド！モーニング！ 
30 NOBEL ペタグーグミ グッド！モーニング！ 
31 マルホン 純正胡麻油 大下容子ワイド！スクランブル 
32 味の素 クックドゥー今日の大皿 スーパーJ チャンネル 
33   BE-KIND グッド！モーニング！ 
34 ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース 大下容子ワイド！スクランブル 
35 サントリー 金⻨（糖質 75％オフ） スーパーJ チャンネル 
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36 エースコック スープ春雨 グッド！モーニング！ 
37 マルホン 純正胡麻油 グッド！モーニング！ 
38 marusan 豆乳グルト 大下容子ワイド！スクランブル 
39 キリン 麒麟特製レモンサワー スーパーJ チャンネル 
40 ドミノピザ チーズフォンデュクワトロ スーパーJ チャンネル 
41 マルホン 純正胡麻油 グッド！モーニング！ 
42 味の素 クックドゥー今日の大皿 大下容子ワイド！スクランブル 
43 味の素 ザシュウマイ 大下容子ワイド！スクランブル 

44 大正製薬 おなかの脂肪が気になる⽅のタブレット スーパーJ チャンネル 

45   BE-KIND ハナタカ優越感 

46 キッコーマン 特濃 グッド！モーニング！ 

47   BE-KIND 大下容子ワイド！スクランブル 

48 ファミリーマート リッチフラッペストロベリー 大下容子ワイド！スクランブル 

49 東洋ライス ロウカット玄米 スーパーJ チャンネル 

50 ミニストップ キャラメルマキアートプリンパフェ スーパーJ チャンネル 

51 三幸製菓   週刊ニュースリーダー 

52 大正製薬 おなかの脂肪が気になる⽅のタブレット 中居正広のニュースな会 

53 NOBEL ペタグーグミ ごはんジャパン 

54 ミツカン 味ぽん サンデーLIVE！ 

55 キッコーマン 特濃 相葉マナブ 

56 キッコーマン 特濃 朝ちゃん 

57 味の素 今日の大皿豚バラピーマン 昼おび 

58 味の素（AGF） blendy N スタ 

59 キッコーマン 特濃 朝ちゃん 

60 コカコーラ ファンタ 昼おび 

61 キリン 体フリー N スタ 

62 キリン 本麒麟 N スタ 

63 キッコーマン 特濃 昼おび 

64 ヤクルト ジョア 1 日分 N スタ 

65 キリン スプリングバレー N スタ 

66 味の素 ザシュウマイ（味の素） 昼おび 

67 サントリー 伊右衛門プラス N スタ 

68 サントリー 伊右衛門・特茶 N スタ 
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69 味の素 ザシュウマイ（味の素） 昼おび 

72 森永 パるむ N スタ 

71 サントリー 伊右衛門プラス 東京 victory 

72 サントリー 伊右衛門プラス サタデープラス 

73 ニチレイ 極上ヒレカツ 王様のブランチ 

74 味の素（AGF） ロカボナッツ 王様のブランチ 

75 サントリー グリーンラベル 淡麗 報道特集 

76 サントリー 伊右衛門・特茶 炎の体育会������� 

77 山本漢⽅ 大⻨若葉 アッコにお任せ！ 

78 ヤクルト ジョア 1 日分 アッコにお任せ！ 

79 サントリー 伊右衛門・特茶 世界遺産 

80 サントリー 金⻨ 週間サンマとまつこ 

81 森永 PARM バイキング MORE 

82 KIRIN 麒麟特製レモンサワー イット！ 

83 FANTA ファンタ イット！ 

84 ブルボン ブルボンフィットチーネグミ めざましテレビ 

85 KIRIN 午後の紅茶 めざましテレビ 

86 丸⻲製麺 テイクアウト バイキング MORE 

87 味の素 ザ・シュウマイ イット！ 

88 山崎製パン ロイヤルブレッド めざましテレビ 

89 CJ FOODS JAPAN 美酢 めざましテレビ 

90 AGF 冷やしブレンディ イット！ 

91 森永 PARM イット！ 

92 味の素 ザシュウマイ めざましテレビ 

93 SHOWA 天ぷら粉 バイキング MORE 

94 コカ・コーラ アクエリアス イット！ 

95 コカ・コーラ レモン堂 イット！ 

96 森永 PARM バイキング MORE 

97 創味食品 創味 Haconese イット！ 

98 SHOWA 魔法のお好み焼き粉 めざましどようび 

99 ハウス食品 完熟トマトのハヤシライスソース ぶらサタ・有吉くんの正直さんぽ 

100 NESCAFE GOLD BREND ぶらサタ・有吉くんの正直さんぽ 
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101 ハーゲンダッツ ハーゲンダッツ ぶらサタ・有吉くんの正直さんぽ 

102 アサヒ BERRY 微アルコール もしもツアーズ 

103 日清 日清まぜ麺の達人 なりゆき街道旅 

104 日清 チキンラーメンキャベサラダ ジャンク SPORTS 
 
 


