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会社概要

代表者：郡谷 康士

設 立：2015年3月
MIT発テクノロジーベンチャーとして
日米同時に設立

従業員：44名（2021年1月時点）
資本金：1億円

所在地：東京都千代田区大手町1丁目6番1号

社 名：TVISION INSIGHTS株式会社
ティービジョン インサイツ



導入いただいている企業の一例

＊TVISION INSIGHTSのサービスを導入している累計社数



TVISION INSIGHTSのデータ取得

人体認識技術を搭載した調査機器をご家庭の
テレビに設置しています。

自然な視聴態勢での
「しっかりテレビを見ている瞬間（アテンション）」

が分かります。

機器を設置した世帯にお住まいの個人を
自動的に識別しています。

また、１秒毎の視聴データを蓄積しています。

調査機器 毎
秒

の
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※数値データのみを取得・蓄積しています



パネルデータの詳細

調査パネル数 パネル構成

関東の人口構成比に合わせて
パネルを構成

分析対象の放送局 データの粒度/精度

地上波・6局7チャンネル・MX・
BSデータの全番組・CMログ

※Telescopeは日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テ

レビ東京、フジテレビで放映されたCMデータのみ

ご提供

365日24時間、毎秒でデータ蓄積

最大6人まで同時データ取得
メガネ・マスク着用でも可
寝姿勢・暗がりでも測定
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関東一都六県：1000世帯
関西 ( 大阪 )   ：100世帯
※Telescopeは関東のみ

2020年から、一世帯あたりの
テレビ台数を３台まで計測開始
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TVISION INSIGHTSの多彩な属性指定

基本属性

ご要望の属性がなければ、新たに追加することもできます。

家族構成

世帯年収

職業

生活形態

通信

キャッシュレ
スサービス

食生活

既婚、未婚、未就学児のいる母親、若年層の共働き
夫婦、…

世帯年収1000万円以上の世帯、…

専業主婦・専業主夫、会社経営者、職種…

自動車保有、住まいの形態、そのほか関心分野、…

保有のキャリア、…

QR電子マネーの利用有無、…

外食利用回数、飲酒頻度、…

アンケート属性の一例TVISION INSIGHTSで利用できる属性は、
性年齢のほか、パネルの方への定期的な
アンケート調査で、細かなターゲット属
性での分析を可能にしています。

性年齢別区分
T層、C層、M1層F1層

など

その他年齢
10代～60歳以上などの
より細かい性年齢区分

など



テレビのアテンションを可視化する、独自の指標

テレビON
(世帯)

リモコンON
(個人)

テレビ画面注視
(個人)

GRP TRP A-TRP

状態

指標

A-TRP
視聴者が画面を注視していたかどうか

をベースにカウントしたTRP

＝テレビCMを実際に見ていた
人の総量を表す指標

ただCMを流すだけでは認知が伸びにくい環境になっている中、
「しっかりテレビを見ている瞬間（アテンション）」の把握がとても重要になってきています。

A-TRP含有率
獲得したGRP1％に対して、

ターゲットが注視していた割合が
どれくらいかを示す数値

推定GRPが500、A-TRPが50の時、
アテンション含有率は10％となります。

TVISION独自他社の指標



→GRP

TVISIONのアテンションが高いとCM認知獲得効率も高い
CM認知カーブ(個人全体)

30%
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1,000 2,000

Low アテンション含有率*2

High アテンション含有率*1

C
M
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知
度

1,000GRP時点で
13ポイントの差

• 対象CM： 2020年9月~12月に導入された新製品の32製品
の32CM

• 調査日程：2020/10/14-2020/12/18
• 調査エリア：関東1都6県
※1 High アテンション含有率: 各属性の中央値よりアテンション

含有率が高い
※2 Low アテンション含有率: 各属性の中央値よりアテンション

含有率が低い

<分析概要>



TVISION INSIGHTSのソリューション BIツール レポート

タイムバイイング クリエイティブスポットバイイング

自社クリエイティ
ブと他社との比較

クリエイティブ
トラッキング

Quick3

放送局別／時間帯
別のデータで投下
すべき枠が分かる

ヒートマップ
競合のプランニン
グのチェック

キャンペーンレビュー
＆レコメンデーション

タイム提供番組のターゲット層への効率的
なリーチの組み合わせが簡単に分かる

タイムA-URシミュレーター

メディアバイイングとクリエイティブの良し
悪しをスピーディーにチェックCM個別分析ツール

クリエイティブ
分析

自社ブランドのCMの見られ方や競合の
動向を簡単に観測できる過去データ振り返り

タイムプランニング機能

2021年
機能拡張予定

もっとメディア改善の分析をしたい 要望に合ったクリエイティブ
改善の分析をしたい

ターゲット層のCM詳
細分析・毎秒での視聴
状況分析



は例えるなら、車のメーターパネルのような存在

TVISION INSIGHTSの
その他のソリューション

何か問題が起きていないか
競合が新しい動きをしていないか

常にチェックし続ける
起きている問題の

原因解明と解決策を探る

例えば…「新CMでアテンションが落ちています！」 「冒頭のカットで注視が落ちているから構成を変えましょう」



4つのポイント

GRPとアテンションがグラフで分かり
自社KPIに活かせる

カテゴリ内の指定ブランドを全部見
られて、施策の立案に役立つ

2016年～の全CMデータから、任意の
13か月分のデータと比較ができる

GRPとアテンションデータを同時
に確認

競合他社データから出稿タイミ
ングや量を策案できる

過去の見られている傾向がわかる CM個別の詳細データがわかる

CM毎のアテンションデータと、
枠の影響を取り除いたクリエイティ
ブ評価*＆毎秒データで“CMが見られ
た瞬間”も簡単にわかる
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※2021年3月から実装予定
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週／月のGRPとアテンションデータを同時に確認できる

過去6カ月間の週毎／月毎の出稿量の変化と
獲得A-TRPの変化が分かります。

他社の出稿量や出稿タイミングから、自社出
稿の方針を決定できます。

他社・ノーム値と比較して、自ブランド
の立ち位置がわかる

１
ポイント



データから見えてくること

自社・他社ブランドのGRP出稿量やA-TRPの推移
はどうなっている？

カテゴリー別での業界シェアはどうなっている？

自社ブランドと他社ブランド・業界ノームを比較
すると、どんな傾向にある？

競合他社データから出稿タイミングや量を策案できる２
ポイント

など



過去の見られている傾向から学ぶ

13カ月時系列グラフとポイント４の「CM別データ」でカテゴリー内のCMのFIBや出稿量の比較ができ、
より深いアクションにつなげることができます。

お茶A お茶C お茶F お茶Dお茶ブランドB

データから見えてくること

選択可能な指標

アテンション含有率

推定SOV

FIB比率

プライム比率

タイム比率

放送回数

A-TRP

推定GRP

３
ポイント

他社のファーストインブレイクの比
率はどうなっている？

他社のプライム帯やタイムの出稿状
況はどんな感じ？

など



CM個別の詳細データが分かる

CM別データでは、ブランド・CM別の粒度で13ヵ月分のデータが表示されます。
TVISIONではCMの名前を独自に名寄せ。CM素材別にどれくらい見られていたかを把握することができます。

４
ポイント

データから見えてくること

タレントA起用とタレントB起用のCM
の視聴状況の違いは？

ぶら下がり違いのCM*や効果音の違い
による視聴状況の差は？

*ぶら下がり違いのCMの場合、データ処理の範囲により表示されるCMとされないCMがあります

など



2021年3月にリリース予定：CMクリエイティブ詳細分析

タレント名

お茶ブランドA「いつもそばにある、爽やかな
紅茶」篇 30秒

企業名

お茶ブランドA「いつもそばにある、爽やかな紅茶」篇 30秒

企業名 お茶ブランドA

企業名 ビールブランドC

企業名 人材会社B

企業名 携帯キャリアC

お茶ブランドA「いつもそばにあ
る、爽やかな紅茶」

ビールブランドC「おうちで、乾
杯」

人材会社B「ピンチをチャンスに
変える転職」

携帯キャリアC「リモートワーク
もスマホで簡単」

テレビCMが放送された時間帯の影響を排除し、クリエイティブの純粋な見られ方を評価できる独自の指
標「Cスコア」を使ってCMの詳細分析ができます。

↑ 毎週／月で更新される全CMランキング

CMを詳細に分析する画面 →

104

103

97

クリエイティブがターゲット層に注視されているかどうかが評価できる

毎秒グラフでCMが見られた／見られていない瞬間が分かり、次のクリエイティブ制作に活用できる
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そのほかの共通機能

サマリが毎月メールで届く ユーザー数の制限なし CSV/PDFでダウンロード

毎月10日にサマリレポートが
届きます。業務の合間にスマ
ホからでもチェックできます。

ユーザー数ではなくカテゴリ
数による課金形式なので、チ
ームみんなで使って共通言語

にできます。

PDFでダウンロードして
貼り付けたり、社内報告書の
体裁に合わせてCSVデータを
加工することができます。



ご利用までの流れ

ご利用を開始するまでの手順は大まかに３点です。

契約期間の決定 契約開始日から、13カ月前までのデータを見ることができます。
それより以前のデータも確認する場合は、プラン追加が必要となります。

カテゴリーを決めます。また、表示するブランドの設定とセグメントを、メー
ル等でのヒアリングから設定いたします。

カテゴリー・ブランド・
セグメントを指定

ユーザー登録 ユーザー登録をします。ユーザー数に制限はありません。

ご利用開始！



お問い合わせ窓口

TVISION INSIGHTS株式会社
東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル6階

E-mail info@tvisioninsights.com
Tel 03-6268-8056

サービスについてのお問い合わせ、ご質問等がございましたら、
下記の窓口、あるいは弊社の営業担当までお気軽にお問い合わせください。

＜窓口＞



免責事項

• 本資料は，TVISION INSIGHTS株式会社取得データに関する参考資料であり，本資料中の記載内容について，いかなる表

明・保証を行うものではありません。

• 本資料に記載された情報を利用，使用するなどの行為に関連して生じたあらゆる損害等については，TVISION INSIGHTS株

式会社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

• 本資料に記載のデータ，図，表，その他全ての情報は本資料発行時点のものであり，本資料の内容は予告なしに変更される

ことがあります。

• 本資料の著作権はすべてTvision Insights Inc.およびTVISION INSIGHTS株式会社に帰属します。 本資料に掲載のある内容

を複製，転載，転用等二次使用することを禁じます。

CONFIDENTIAL
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