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はじめに

情報通信技術の発展によりインターネット広告
費は年々拡大しており，2019 年にはテレビメディ
ア広告費を上回った [1]．このインターネット広告
費の中で最大の割合を占めているのは，検索エンジ
ンに特定のワードが入力された時に検索結果ペー
ジに掲載されるリスティング広告である．本研究
では，リスティング広告の運用をモデル化したシ
ミュレーターを作成し，そのもとで高い平均クリッ
ク率を達成できるバンディットアルゴリズムを提
案する．

2.

現状の説明

本研究では，Google Ads でのリスティング広告
の運用の単位である広告グループに注目する．
広告グループの模式図を図 1 に示す．広告運用者
(以下運用者とする) は，広告を表示する検索ワー
ドであるキーワードと，広告の情報 (タイトル，説
明文，URL) を表す広告文を，広告グループにそれ
ぞれ複数設定する．そして広告グループ内のキー
ワードが検索されると，設定した広告文のいずれ
かが表示される．
表示される広告文はこれまでの配信実績などに
より Google が決定する．しかし，そのアルゴリ
ズムはブラックボックスとなっており，運用者に
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は広告文単位，キーワード単位での表示回数とク
リック率の情報しか与えられない．つまり，運用
者はどのキーワードと広告文の組み合わせの相性
が良いかを知ることができない．そのため，どの
キーワード群と広告文群によって広告グループを
作成するとクリック率が上がるかを知ることは難
しい．このような背景から，検索キーワードと広
告文の最適な組み合わせをできる限り少ない試行
回数で決定する技術開発が求められている．

3.

シミュレーターの構築

広告グループの運用のシミュレーターを構築す
るため，約 4ヶ月分のリスティング広告の配信実績
データについての分析を行い，シミュレーター内
でのクリック率の分布と検索エンジンの広告文と
キーワードのマッチングアルゴリズムを決定した．
クリック率の分布は，配信実績データを広告グ
ループごとのクリック率を指数分布でフィッティン
グした．検索エンジンのマッチングアルゴリズム
は，配信実績データ内で広告文の入れ替えがあっ
たときのクリック率と表示回数の関係を分析し，
ヒューリスティックに決定した．
広告グループの運用のシミュレーションでは，問
題設定の簡略化のため，以下の 3 点を仮定した．

• 入れ替えを行うのは広告文のみで 7 つの候補
の中から選択する．キーワードは３つで固定．
• 入札額調整は考慮せず，キーワードの時間あ
たりの表示回数の分布は正規分布である．
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図 1: 広告グループの模式図

• 広告文とキーワードの組み合わせに対してク
リック率が定められている
シミュレーション環境の概略は図 2 で表される．
運用者が広告グループに含める広告文の組み合わ
せを提示すると，シュミレーターはそれぞれのキー
ワードの表示回数だけ

1. 仮想検索エンジンがこれまでのクリック履歴
を元にキーワードとマッチングさせる広告文
を選択して仮想ユーザーに表示

ない広告文が存在した場合は選択数を１つ少なく
する Descent，各ラウンドの選択数とクリック率
を記録して，その情報をもとに選択数を決定する
Bandit の二つを提案する．
選 択 の ア ル ゴ リ ズ ム と し て ，greedy，εgreedy，UCB，Thompson Sampling(TS)[3]
を用いる．これらの選択のアルゴリズムは全て
Multi-Armed Bandit Problem で用いられるもの
である．
数値実験では，ランダムに広告文の数の決定，広
告文の選択を行う Random も加えた計 15 通りの
組み合わせで実験を行った．

2. 選択された広告文とキーワードの組み合わせ
に対するクリック率から仮想ユーザーがクリッ
クするかを決定
を繰り返し，キーワードごと，広告文ごとの表示
回数とクリック率を運用者に与える．
シミュレーションでは，広告文の組み合わせを
提示してから，表示回数とクリック率が運用者に
与えられるまでを 1 ラウンドとして，設定したラ
ウンド数繰り返す．
開発したシミュレーターは，現実に近い挙動を
6. 数値実験
示すことを確認した．本研究では，このシミュレー
それぞれのアルゴリズムで，クリック率の組み
ター上で全てのラウンドを通じての平均クリック率
合わせを変更してラウンド数 80 のシミュレーショ
が最大になるような広告グループの作成を目指す． ンを 100 回行った．

4.

従来研究

候補の中から広告文の組み合わせを決定し，累
計でのクリック率を最大化するという問題設定は，
Combinatiorial Multi-Armed Bandit(CMAB)[2]
の一種と捉えることができる．しかし，シミュレー
ションでは表示するキーワードと広告文の制御を
行えないため，CMAB をそのまま適用することは
できない．そのため，本研究では CMAB のアルゴ
リズムを参考に，問題設定に適用できる手法を提
案する．

5.

提案手法

表 1: 平均クリック率 (%)
Descent Bandit Random

greedy
ε-greedy
UCB
TS
Random

10.289
10.148
10.317
11.034
8.545

10.324
10.027
10.278
11.190
8.987

9.187
9.006
9.157
10.738
7.694

表 1 は 100 回の平均クリック率を表したもので
ある．Bandit で広告文の数を決定し，Thompson
Sampling で広告文を選択するのが一番平均クリッ
ク率が高く，完全にランダムな選択を行った場合
の約 1.5 倍であることが分かる．
詳細な分析や追加実験の結果については発表会
で報告する．

提案するバンディットアルゴリズムでは，まず広
告グループに含める広告文の数を決定し，その数
に基づいて広告文を選択する．なお，広告文の数
の決定アルゴリズムと広告文の選択アルゴリズム
は独立に考え，自由に組み合わせることができる． 参考文献
広告文の数の決定アルゴリズムは，選択数の初
[1] 2019 年 日本の広告費 - 電通. https://www.
期値を大きめに設定して，表示回数が基準より少
dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2019/.
(Accessed on 01/06/2021).
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図 2: シミュレーション環境の概略
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