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論文・事例研究

状態空間モデルによるインターネット広告の
クリック率予測

本橋　永至 ∗，磯崎　直樹 †，長尾　大道 ‡，樋口　知之 ‡

1. はじめに

インターネットは，ショッピング，情報収集，コミュ
ニケーションなどのさまざまな手段として消費者の生
活に欠かせないものとなってきた．一方，企業サイド
にとってインターネットは，消費者とのコミュニケー
ション・ツールの一つとして重要な要素となってきて
いる．
企業がインターネットを用いて消費者とコミュニケー

ションをとる手段は，バナー広告やモバイル広告等の
インターネット広告，企業が直接所有するサイト，SNS

（Social Networking Service）等のソーシャル・メディ
アなどさまざまである．インターネットが十分に普及し
た今日，これらの手段を適切に利用することにより安
価で効率的なマーケティングを展開することが可能に
なってきた．特に，インターネット広告費は年々拡大し
続けており，今やテレビ広告費に次ぐ規模となった．学
術的にもインターネット広告への関心は高まっており，
バナー広告の効果を実証的に検証する研究 [3, 5, 12]を
中心に，近年多数の研究が報告されている．
インターネット広告の目的は，大きく 3つに分類で

きる．1つ目は，消費者にブランドを認知・理解させ
ることを目的とするブランディングである．これまで，
ブランドの知名度を向上させるためには，テレビ CM

等のマス広告が主に用いられてきたが，近年インター
ネット広告もそのための手段として広く用いられるよ

∗ もとはし　えいじ
総合研究大学院大学複合科学研究科統計科学専攻
〒 190–8562 東京都立川市緑町 10–3
E-mail: eiji.motohashi@gmail.com
† いそざき　なおき
ソネット・メディア・ネットワークス株式会社
〒 141–6009 東京都品川区大崎 2–1–1
‡ ながお　ひろみち，ひぐち　ともゆき
統計数理研究所
〒 190–8562 東京都立川市緑町 10–3
受付 12.5.3 採択 12.7.24

うになってきた．バナー広告によるブランディングに
は，より多くの消費者にメッセージを伝えることので
きる Yahoo！などのポータル・サイトへの配信が効果
的である．2 つ目は，消費者の関心を実際の購買に結
びつけるプロモーションである．商品の購入サイトを
インターネット広告にリンクし，サイト上で購買プロ
セスの最終段階である購買まで結びつけることも可能
である．商品の購買が達成される割合自体は高くない
が，近年アフィリエイト広告1やアド・ネットワーク2な
ど効率的に広告を配信できる環境が整備されてきてお
り，配信方法の最適化次第では売上の飛躍的増加も可
能である．3 つ目は，ソーシャル・マーケティングで
ある．消費者は，購買意思決定において企業が発信す
る情報よりも実際に商品を利用した消費者の声を重視
する傾向がある（口コミ効果）．そのため，消費者をイ
ンターネット広告から自社のコミュニティ・サイトに
誘導することにより，消費者間の情報交換を促進した
り，実際の利用者の感想を収集することも可能である．
マイナス面としてはネガティブな反応があったとして
もそれらをコントロールできない点が挙げられる．
インターネット上にはさまざまなサイトがあり，同

じバナー広告でもどのサイトに配信するかでその効果
は大きく異なる．そのため，過去のサイトの閲覧履歴
をもとに広告を配信する対象者を限定する手法の開発
が進んでいる．その方法の 1つが，リターゲティング
広告と呼ばれる，過去に自社のサイトを訪れた消費者
に限定して広告を配信する方法である．過去に自社の
サイトに訪れた消費者は，自社の商品に興味を持って
いる確率が高いため極めて効率的な方法である．また，
自社の商品に興味を持っていると思われる消費者が訪

1 広告を企業や個人が運営するサイトに掲載し，そのサイ
トから資料請求や商品購入が発生した際に，その成果の内
容と件数に応じて広告料を支払う仕組み．
2 多数の媒体サイトをネットワーク化し，広告販売や広告
配信を一元的に管理する仕組み．

574 （32）Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited. オペレーションズ・リサーチ



れるサイトを特定し，そのサイトに訪れた消費者に広
告を配信する方法もある．この方法は，一般にコンテ
ンツ連動型広告と呼ばれる．例えば，パソコンの広告
であれば，パソコンに関する情報を提供しているサイ
トを訪れた消費者に広告を配信するなどが考えられる．
さらに，閲覧者の居住地域により対象者を限定する地
域特定型広告と呼ばれるものもある．
インターネット広告に対する期待が高まるにつれ，そ

の効果の予測および適切な効果測定を行うための手法
が求められてきている．例えば，バナー広告の効果は，
広告が配信される時間帯や曜日によって違いがあるこ
とが経験的に知られている．本研究では，バナー広告の
クリック率を予測するモデルを状態空間モデルをベー
スに構築し，実際の配信データを用いてモデルの有用
性を示す．過去に，マーケティングにおいて状態空間
モデルは，市場の時間的な変化の様子をとらえるため
にさまざまな領域で用いられてきた [1, 2, 16, 18]．モ
デルの状態推定には，あらゆる非線形もしくは非ガウ
ス型の状態空間モデルに適用可能な粒子フィルタを用
いる．
本稿の残りの部分は以下ように構成される．第 2節

では，本研究で提案するモデルの説明と定式化を行う．
第 3節では，モデルの推定方法について概説する．第
4節では，提案したモデルを実際の配信データに適用
し，その結果を考察する．最後に，第 5節で本研究の
まとめをする．

2. モデル

2.1 分析の目的
バナー広告の効果を測定するための指標として以下

のようなものがある．
• インプレッション数：

バナー広告がサイト上に表示された回数
• クリック数：

バナー広告がクリックされた回数
• コンバージョン数：

バナー広告を経由して購買に至った回数
• クリック・スルー・レート（CTR）:

（クリック数 ／インプレッション数）× 100

• コンバージョン・レート（CVR）:

（コンバージョン数 ／クリック数）× 100

バナー広告の配信計画を策定する際，その目的がブラ
ンディングであれば，より多くの消費者に広告を見て
もらいたいため，インプレッション数や，そこから同一
ユーザーの重複を除いたユニーク・ユーザー数を目標

として設定することが多い．一方，目的が消費者の購
買を直接促すプロモーションであれば，通常クリック
数やコンバージョン数を目標として設定する．バナー
広告の配信方式はさまざまであるが，最も一般的なの
がインプレッション保証型広告3と呼ばれる 1 インプ
レッションあたりの単価が設定される広告である．こ
のタイプの広告では，目標がインプレッション数の場
合，それを達成するための費用は不変である．一方，目
標がクリック数やコンバージョン数の場合，CTR や
CVRの低いサイトにばかり配信してしまうと目標を達
成するまでの費用が増大してしまう．つまり，バナー
広告をプロモーションのツールとして用いる際には，
いかに CTR や CVR の高いサイトに広告を配信でき
るか，またはいかにそれらが高いタイミングで配信で
きるかが効率的な配信を行うために重要となる．プロ
モーションを目的とした場合，コンバージョン数がク
リック数よりも重視されることが多いが，コンバージョ
ン数はクリック数に比して極めて少ないため，本研究
ではバナー広告のクリック数を観測変数としてモデル
化を行う．
バナー広告の CTR に影響を与える要因として，ま

ずバナー広告自体に消費者を引きつける魅力があるか
否かが挙げられる．近年，バナー広告の形態はバラエ
ティに富んでおり，例えば，動画を用いた広告は静止
画に比べ消費者を引きつける効果が圧倒的に高い．ま
た，配信先のサイトが広告のターゲットにマッチして
いるか否かも重要な要因であろう．若い女性をターゲッ
トとした広告を訪問者のほとんどを高齢の男性が占め
るようなサイトに配信してもその効果は極めて低いと
予想される．さらに，バナー広告の配信とテレビや雑
誌等のマス広告の出稿が重なる時は，相乗効果により
広告の効果は増加すると考えられる．そのため，現在
の CTR が長期的に見て高い傾向にあるのかそれとも
低い傾向にあるのかといったトレンドも注視すべき要
因であろう．

2.2 モデルの定式化
本研究で提案するモデルは，バナー広告がインターネ

ット上に存在する多数のサイトに配信されることを前提
とし，観測期間中の第 t日に，あるカテゴリーのサイト
に配信されたバナー広告のクリック数yt(t = 1, . . . , T )

は，IMPSt，πt をパラメータとする二項分布
yt ∼ binomial(IMPSt, πt) (1)

3 1 クリックあたりの単価もしくは 1 コンバージョンあた
りの単価が設定される広告は，それぞれクリック保証型広
告，コンバージョン保証型広告と呼ばれる．
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に従うと仮定する．ここで，IMPSt，πtはそれぞれ第
t 日に配信されたバナー広告のインプレッション数お
よびクリック率4である．インプレッション数 IMPSt

は，広告主側で比較的容易に操作が可能なため所与と
して扱う．クリック率 πt は，トレンド成分 µt，曜日
成分 wt，祝日効果項 ht，誤差項 vt により説明できる
と仮定し，ロジスティック関数を用いて

πt =
exp(µt + wt + ht + vt)

1 + exp(µt + wt + ht + vt)
(2)

と定式化する．これ以降，それぞれの成分を順に説明
していく．まず，トレンド成分 µt は，2階差分のトレ
ンドモデル [9, 10]に従うと仮定し

µt = 2µt−1 − µt−2 + δt, δt ∼ N(0, σ2
δ) (3)

と定式化する．式 (3)は，(µt−µt−1)−(µt−1−µt−2) ∼
N(0, σ2

δ)と書き直すことができる．つまり，トレンド
成分の第 t − 1 日から第 t 日の変化量と第 t − 2 日か
ら第 t− 1日の変化量の差が平均 0，分散 σ2

δ の正規分
布に従うと仮定しているのと同じである．したがって，
σ2

δ ≈ 0 の時，トレンド成分の傾きはほぼ一定となる．
トレンド成分は，テレビや雑誌等の観測されない要因
による長期的な傾向をとらえていると解釈できる．ま
た，クリック率は曜日によっても異なる傾向があると
考えられる．週の周期変動をとらえるために，曜日成
分 wt を周期 7の季節成分モデル [9, 10]

wt = −
6∑

j=1

wt−j + εt, εt ∼ N(0, σ2
ε ) (4)

により表現する．式 (4)は，
∑6

j=0 wt−j ∼ N(0, σ2
ε )と

書き直すことができる．つまり，曜日成分の直近 1週
間分の和が平均 0，分散 σ2

ε の正規分布に従うと仮定し
ているのと同じである．したがって，σ2

ε ≈ 0の時，曜
日成分の同じ曜日の日はすべてほぼ同じ値となる．さ
らに，祝日のクリック率は日曜のそれに近いだろうと
いう期待から祝日効果項 ht を

ht = It · (wt,sun − wt) (5)

と定式化する．ここで，It ∈ {0, 1} は第 t 日が月～
金の祝日であれば 1，そうでなければ 0を取る 2値変
数，wt,sun は直前の日曜の曜日成分である．つまり，
第 t日が月～金の祝日であれば，式 (2)の指数内部は
µt + wt,sun + vt となる．最後に，誤差項 vt は平均 0，

4 クリック率は，CTRと同じ意味で定義されることがある
が，本稿では，CTRは実際に観測されたインプレッション
数に対するクリック数の比率，クリック率はモデルのパラ
メータとして区別する．

分散 σ2
v の正規分布に従うと仮定する．

2.3 状態空間表現
前節で提案したモデルは，状態ベクトルを 8次元ベ

クトル

�t = [µt, µt−1, wt, wt−1, . . . , wt−5]
′ (6)

とすることにより，状態空間モデル [9, 10, 17]

システムモデル �t = Ft�t−1 + Gt�t (7)

観測モデル yt ∼ binomial(IMPSt, πt) (8)

として表現できる．ここで，システムモデルは状態ベ
クトル �t の時間的な変化の様子を表し，観測モデル
は第 t日において観測変数 yt が観測される様子を表し
ている．具体的には，行列 Ft は

Ft =

[
Fµ O

O Fw

]
(9)

と書くことができ，Fµ と Fw はそれぞれ以下のように
表される．

Fµ =

[
2 −1

1 0

]
, Fw =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−1 −1 · · · −1

1 O 0

. . .
...

O 1 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦(10)

さらに，Gt と �t は

Gt =

[
Gµ

Gw

]
, �t =

[
δt

εt

]
(11)

と書くことができ，Gµ と Gw はそれぞれ以下のよう
に表される．

Gµ =

[
1 0

0 0

]
, Gw =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(12)

3. 推定方法

観測期間中の第 1日から第 n日までの観測値 �1:n ≡
{y1, . . . , yn} に基づいて状態ベクトル �t を推定する
ことは一般に状態推定と呼ばれる．本研究では，粒子
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フィルタ [4, 8]を用いて状態推定を行う5（詳細につい
ては付録を参照せよ）．推定される状態ベクトルの分布
p(�t|�1:n)は nと tの大小関係により以下の 3つに分
類される．

n < tの場合 : 予測分布
n = tの場合 : フィルタ分布
n > tの場合 : 平滑化分布

過去に得られた観測値に基づいて将来の状態を確率分
布で表現したものが予測分布であり，今日までに得ら
れた観測値に基づいて今日の状態を表現したものがフィ
ルタ分布である．さらに，明日以降の数日間，もしく
はすべての観測値が得られた下で今日の状態を修正し
たものが平滑化分布である．
モデルを規定するパラメータ・ベクトル � =

[σv, σδ, σε]については，適当な範囲と刻み幅を設定し
グリッド・サーチにより推定する．まず，第 n日の尤
度は

p(yn|�) =

(
IMPSn

yn

)
πyn

n (1 − πn)IMP Sn−yn (13)

と表すことができる．したがって，第 1日から第N 日
までの観測値 �1:N ≡ {y1, . . . , yN}が与えられたとき，

Q(�) ≡
N∏

n=1

p(yn|�1:ñ,�) (14)

を最大化するパラメータを推定値とする．ここで，
ñ = n−1のとき，Q(�)はモデルの尤度L(�)となり，
それを最大化するパラメータは最尤推定値 �̂MLE とな
る．将来の予測において，最尤推定値は今日までに得
られた観測値に基づいて明日の状態を予測する 1期先
予測の能力を最大化するが，明日以降の予測を目的と
する長期予測のための最適解にはならない [9, 11]．長
期予測において良い予測値を得るためには，ñを実際
に時刻 nの状態の予測を行う時刻としてQ(�)を定義
し，パラメータを最適化しなければならない．

5 線形ガウス型の状態空間モデルでは，カルマンフィルタ
と呼ばれる効率的な方法を用いて状態推定が可能だが，非
線形もしくは非ガウス型の状態空間モデルでは，状態推定
に粒子フィルタのようなモンテカルロ近似を用いた計算ア
ルゴリズムが必要となる．

4. 実証分析

4.1 データの概要
インターネットマーケティング事業者のソネット・

メディア・ネットワークス株式会社によって配信され
たバナー広告のインプレッション数とクリック数がサ
イトごとに日単位で記録されたデータを用いて実証分
析を行う．観測期間は，2011年 4月 1日から 9月 30

日までの 6カ月間である．
分析には，配信方法がリターゲティング広告（RTA），

インプレッション保証型広告（CPM），地域特定型広
告（AREA）の 3つのパターンを使用する（表 1）．
いずれのパターンもインターネット上のさまざまな

サイトに配信されているが，本研究ではインプレッショ
ン数が多い「パソコン」,「ゲーム」，「ニュース」，「ス
ポーツ」のいずれかのカテゴリーに含まれるサイトを
分析対象とする．すべてのパターンが，観測期間中 4つ
のカテゴリーすべてに毎日配信していた．表 2は，各パ
ターンの観測期間中の総インプレッション数（Imps），
総クリック数（Click），CTR をカテゴリー別に表し
たものである．
総インプレッション数については，パターン 1 の

「ニュース」が最も多く，パターン 1の「スポーツ」が
最も少なかった．CTRについては，パターン 2の「パ
ソコン」が最も高く，パターン 1の「ゲーム」が最も
低かった．パターンによって CTR が最も高いカテゴ
リーや最も低いカテゴリーは異なっており，集計値か
らはパターン間の共通性は見られない．

4.2 分析方法
本研究で提案したモデルの有用性を示すために，予

測精度の検証と平滑化分布の考察を行う．まず予測精
度の検証では，前半 3カ月間のデータをパラメータの
推定期間とし，後半 3カ月間のデータを予測精度の検
証期間とする．実際の配信計画の策定プロセスを考慮
すると，実務では将来 1週間程度の予測能力が高いモ
デルが求められる．したがって，式 (14) における ñ

を第 n日の直前の日曜としてパラメータの最適化を行

表 1 分析対象広告の要約

広告カテゴリー 配信方法
パターン 1 パソコン関連 RTA

パターン 2 飲食品関連 CPM

パターン 3 自動車関連 AREA
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表 2 データの集計値

パソコン ゲーム ニュース スポーツ

パターン 1

Imps 4, 347, 030 2, 588, 155 27, 171, 452 483, 605

Click 5, 709 2, 714 83, 931 1, 165

CTR 0.131 0.105 0.309 0.241

パターン 2

Imps 1, 895, 268 6, 077, 004 23, 781, 748 711, 401

Click 15, 531 47, 810 121, 209 2, 992

CTR 0.819 0.787 0.510 0.421

パターン 3

Imps 11, 762, 188 16, 124, 995 14, 759, 922 672, 266

Click 28, 184 41, 224 63, 496 3, 310

CTR 0.240 0.256 0.430 0.492

表 3 予測誤差の標準偏差

パソコン ゲーム ニュース スポーツ

パターン 1
0.000523 0.000372 0.000430 0.000875

(0.000691) (0.000548) (0.000656) (0.001159)

パターン 2
0.001290 0.002618 0.001316 0.001438

(0.001599) (0.003171) (0.001843) (0.001744)

パターン 3
0.000277 0.000578 0.001790 0.001997

(0.000374) (0.000714) (0.002650) (0.002741)

う．また，グリッド・サーチの範囲を 0.05 ≤ σv ≤ 0.5，
−10 ≤ log(σδ), log(σε) ≤ −1 とし，刻み幅をそれぞ
れ 0.05，1とする．検証期間中は，毎週日曜にその日
までに得られたデータを用いて翌日から次の日曜まで
の 1週間の長期予測を行い，得られた予測分布を用い
てクリック率の予測値 π̂ を計算するという手続きを繰
り返す．
次に，6カ月間すべてのデータを用いて，粒子フィル

タを拡張したアルゴリズムである粒子スムーザ [6] に
よりパラメータの最尤推定値，および状態ベクトルの
平滑化分布を求める．グリッド・サーチの範囲と刻み
幅は，予測精度の検証における設定と同じにする．平
滑化分布について考察する際，すべてのデータに基づ
く平滑化分布 p(�t|�1:T ) を用いるのが理想であるが，
サンプルの復元抽出の繰り返しによって生じるアンサ
ンブルの退化によりそれを求めることは困難なため，
ラグ数 L = 28の平滑化分布 p(�t|�1:t+L)を代わりに
求める．ただし，t + L > T の場合，p(�t|�1:T )を求
める．

4.3 分析結果
4.3.1 予測精度の検証
本研究のモデルの予測精度を検証するために，まず予

測精度の基準となる予測方法を設定する．簡易なクリッ
ク率の予測方法として，クリック率の予測値にちょうど
1週間前の CTRを用いる方法が考えられる．したがっ
て，本研究のモデルとこの方法の予測誤差を比較する
ことでモデルの予測精度の検証を行う．表 3は，本研
究のモデルから得られた予測値と CTRの観測値から
計算された 3カ月分の予測誤差 et = yt/IMPSt − π̂t

の標準偏差をパターンごとカテゴリーごとに表したも
のである（括弧内の数値は，比較対象から得られた予
測誤差の標準偏差）．表 3において，本研究のモデル
から得られたすべての数値が対応する比較対象から得
られた数値よりも小さいため，すべてのデータにおい
て本研究のモデルが比較対象よりも予測の観点から優
れているといえる．
本研究のモデルと比較対象の間で最も予測誤差の標

準偏差の差が大きかったのは，パターン 3の「ニュー
ス」である．したがって，このデータを用いて両者が
どのような予測を行っていたかを詳しく見ることにす
る．図 1 は，CTR の観測値と本研究のモデルおよび
比較対象から得られた予測値を時系列で表したもので
ある．比較対象では，誤差の影響で予測が大きく外れ
ているのがところどころに見られるのに対して，本研
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表 4 パラメータの最尤推定値 �̂MLE

パソコン ゲーム ニュース スポーツ

パターン 1

σv 0.20 0.25 0.10 0.10

σδ exp(−5) exp(−5) exp(−4) exp(−7)

σε exp(−10) exp(−10) exp(−8) exp(−7)

パターン 2

σv 0.10 0.15 0.20 0.20

σδ exp(−8) exp(−3) exp(−6) exp(−8)

σε exp(−9) exp(−6) exp(−8) exp(−8)

パターン 3

σv 0.05 0.15 0.30 0.25

σδ exp(−5) exp(−4) exp(−5) exp(−8)

σε exp(−6) exp(−8) exp(−6) exp(−8)

図 1 CTRの観測値（実線）と本研究のモデル（上段）お
よび比較対象（下段）から得られた予測値（点線）．縦
軸は，検証期間中の CTRの平均を基準とする比率．

究のモデルは，短期的な変動を必要以上に追従するこ
となく，長期的な傾向を適切にとらえることで精度の
高い予測を実現している．

4.3.2 平滑化分布の考察
次に，観測期間すべてのデータを用いて得られた平

滑化分布の考察を行う．表 4は，各パターンにおいて
カテゴリーごとに得られたパラメータ � = [σv, σδ, σε]

の最尤推定値である．σv はトレンド成分，曜日成分，
祝日効果項ではクリック率を説明できない誤差 vt の標
準偏差であり，σδ と σε はそれぞれトレンド成分と曜

日成分のシステムノイズ δt，εt の標準偏差である．
図 2 は，CTR の観測値とトレンド成分 µt の平滑

化分布の 95%確率区間をロジスティック関数の逆関数
（ロジット関数）により変換した値を同時に表している．
図 2から，データによってトレンド成分の変化のしか
たに違いがあることがわかる．例えば，パターン 2の
「スポーツ」は，トレンド成分の変動が小さいが，同じ
パターンの「ゲーム」は，その変動が大きい．また，パ
ターン 1はすべてのカテゴリーにおいて，観測期間初
期ではクリック率が高くその分散が大きいが，時間が
経つにつれクリック率は低くなり，分散は小さくなる
という傾向がある．3つのパターン共通の特徴として，
「スポーツ」のサイトは，すべてのカテゴリーの中で最
もトレンド成分の変動が小さいという点が挙げられる．
トレンド成分の変動の大小は，システムノイズの大き
さに依存しており，クリック率の時間的な変化の特徴
を良く表しているといえる（表 4の σδ を参照せよ）．
図 3は，曜日成分 wt の平滑化分布の平均を日別に

求め，それらの曜日ごとの平均を表したものである．
全体の傾向として，パターン 1は曜日ごとの変動が比
較的大きく，反対にパターン 2は小さい．パターンご
とに各カテゴリーを個別に見てみると，パターン 1の
「ニュース」やパターン 3の「ゲーム」では，土日の値
が平日に比べ顕著に高くなっているのが特徴的である．
この結果は，消費者のインターネット広告に対する反
応が平日と休日で異なる場合があることを示唆してい
る．分析に使用したデータからはその原因まではわか
らないが，このような特徴は本研究のモデルを用いる
ことにより情報抽出が可能になった知見である．

5. まとめ

本研究では，バナー広告のクリック率を予測するモ
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図 2 CTR の観測値（× 印）とトレンド成分の 95%確率区間をロジット変換した値（実線）．縦軸は，観測期間中の CTR
の平均を基準とする比率．
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図 3 曜日成分の平滑化分布の曜日別平均

デルを状態空間モデルをベースに構築し，実際の配信
データを用いて実証分析を行った．本研究のモデルは，
クリック率に影響を与える要因をトレンド成分，曜日
成分，祝日効果項，誤差項に分解し，クリック率の将
来の予測および時間的な変化に関する情報抽出を行う
ことが可能である．実証分析の結果，将来のクリック
率を十分な精度で予測でき，かつ長期的な傾向の変化
や曜日によって異なる特徴をとらえることができた．
本研究で提案したモデルは，実際のバナー広告の配

信において以下のように活用することができる．企業
はバナー広告の配信計画を策定する際，限られた予算
やインプレッション数の中で，いつ，どのサイトに広
告を配信するかを決定する．CTR が低いサイトばか
りに配信してしまうと費用対効果が悪くなるため，い
かに CTR の高いサイトに配信できるかが効率的な配
信を行うために重要である．本研究のモデルを用いて
将来のクリック率を予測し，クリック率が高いと予想
される曜日またはカテゴリーのサイトに重点的に広告
を配信することにより，効率的な配信が可能となる．
本研究の課題を 3 つ挙げる．1つ目は，インプレッ

ション数とクリック率の関係についてである．本研究で

は，両者は独立であると仮定したが，インプレッション
数が増えれば消費者の広告に対する関心が高まり，ク
リック率は上昇すると予想される．しかしながら，あ
るラインを超えると過剰な配信によりクリック率は反
対に下降すると予想される．これらの関係を適切にモ
デルに取り込むことができれば，より精度の高い予測
が可能になるであろう．2つ目は，誤差分布についてで
ある．本研究では，誤差分布に正規分布を仮定したが，
観測値には正規分布の仮定には相応しくない値も確認
された．誤差分布に正規分布以外の分布を用いること
も検討すべきであろう．3つ目は，インターネット広告
とマス広告の関係についてである．近年，テレビ，雑
誌，インターネットなどの複数のメディアを同時に用
いることによりコミュニケーション効果の促進を目指
すクロス・メディア戦略が注目を集めている．本研究
の分析に用いたデータについても観測期間中，何らか
のマス広告によるプロモーションが行われていた可能
性があり，トレンド成分の変化はその影響によるもの
かもしれない．これまで，メディア・プランニング6に
おいて，インターネット広告とマス広告の効果は別々
に検証されることが多かったが，両者は互いに影響し
合っていると考えるのが自然である．インターネット
広告とマス広告の相乗効果を明らかにすることは，今
後の重要な研究課題であろう．
本研究で採用した状態空間モデルと粒子フィルタを

用いれば，これらの課題に柔軟に対応することが可能
である．粒子フィルタは，マーケティング以外でも地
球科学 [14] やバイオインフォマティクス [13, 15, 19]

などさまざまな領域で応用されており，その汎用性と
有用性が示されている．さらに，状態推定およびパラ
メータ推定の際に必要な並列分散処理をクラウドコン
ピューティングにより実行する技術の開発も進んでお
り [7]，近い将来，クラスタ計算機を持たない研究者や
実務家にとっても実装が可能になるであろう．
インターネット広告はマス広告と異なり，広告の成

果が配信と同時に自動的に観測される．そのため，得
られたデータを適切に分析し精度の高い予測ができれ
ば，効率的かつ自動的に広告を配信することが可能で
ある．この分野の研究はまだ始まったばかりであるが，
インターネット広告の技術の進歩と共に今後ますます
注目されることが予想される．

6 決められた予算内でターゲットとなる消費者に対して効
果的にメッセージを伝えるために，利用するメディアや出
稿タイミングの最適化を図ること．
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A. 付録：粒子フィルタ

状態空間モデルにおいて，時刻 t − 1 のフィルタ分
布から時刻 tの予測分布を求める一期先予測と，時刻
t の予測分布から時刻 t のフィルタ分布を求めるフィ
ルタリングを交互に行う操作は，逐次ベイズフィルタ，
もしくは非線形フィルタリングと呼ばれる．粒子フィ
ルタは，多数の粒子で確率分布を近似する逐次ベイズ
フィルタ手法の一つである．
まず，粒子フィルタにおける一期先予測について説

明する．時刻 tの予測分布 p(�t|�1:t−1)は，時刻 t− 1

のフィルタ分布 p(�t−1|�1:t−1)を用いて

p(�t|�1:t−1) =

∫
p(�t|�t−1)p(�t−1|�1:t−1)d�t−1(15)

と表すことができる．ここで，p(�t|�t−1)はシステム
モデルである．フィルタ分布 p(�t−1|�1:t−1)をM 個
のサンプルの集合 {�(i)

t−1|t−1}M
i=1 とディラックのデル

タ関数 δ を用いて

p(�t−1|�1:t−1) ≈ 1

M

M∑
i=1

δ
(
�t−1 − �

(i)
t−1|t−1

)
(16)

のように近似されるとしよう．すると，各粒子につい
て �

(i)
t|t−1 = Ft�

(i)
t−1|t−1 + Gt�

(i)
t を計算して得られ

る予測アンサンブル {�(i)
t|t−1}M

i=1 を用いて，予測分布
p(�t|�1:t−1)は

p(�t|�1:t−1) ≈ 1

M

M∑
i=1

δ
(
�t − �

(i)
t|t−1

)
(17)

のように近似される．
次に，フィルタリングについて説明する．時刻 tのフィ

ルタ分布 p(�t|�1:t)は，時刻 tの予測分布 p(�t|�1:t−1)

を用いて

p(�t|�1:t) =
p(�t|�t)p(�t|�1:t−1)∫

p(�t|�t)p(�t|�1:t−1)d�t

(18)

と表すことができる．ここで，p(�t|�t)は観測モデル
である．予測分布 p(�t|�1:t−1)の近似である式 (17)を
式 (18)に代入すると，

p(�t|�1:t) ≈
M∑

i=1

w(i)
t δ
(
�t − �

(i)
t|t−1

)
(19)

を得る．ここで，

w(i)
t =

p(�t|�(i)
t|t−1)∑

M

j=1 p(�t|�(j)
t|t−1)

(20)

である．さらに，{�(i)
t|t−1}M

i=1 から重み w(i)
t によるM

個の復元抽出によって得られるアンサンブル{�(i)
t|t}M

i=1

を用いると，フィルタ分布 p(�t|�1:t)は

p(�t|�1:t) ≈ 1

M

M∑
i=1

δ
(
�t − �

(i)
t|t
)

(21)

のように近似される．
時刻 tにおいて時刻 s（ただし，t < s）の状態ベク

トルの分布 p(�s|�1:t)を推定することは長期予測と呼
ばれる．つまり，s = t + 1のとき，一期先予測に対応
する．時刻 sの予測分布 p(�s|�1:t)は

p(�s|�1:t) =

∫
· · ·
∫

p(�s|�s−1) · · · p(�t+1|�t)

p(�t|�1:t)d�s−1 · · · d�t (22)

と表すことができる．つまり，この式は一期先予測の
手続きを s− t回繰り返し適用すれば，s− t期先予測
ができることを示している．
粒子フィルタの手続きを少し拡張することにより，簡

単にラグ数 Lの平滑化分布 p(�t|�1:t+L)を求めること
ができる．このアルゴリズムは，粒子スムーザと呼ば
れる．粒子スムーザの説明については，文献 [6] が詳
しい．
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