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　昨年ごろから「アトリビューション」という言葉をインター

ネット広告業界でよく見聞きするようになりました。

　コンセプトは特に目新しいものではなく、2000 年代初頭か

ら考えられていた「インターネット広告をより効果的に活用す

るため、さまざまな広告活動に広告目標に対する貢献度を割り

振って分析してみよう」という取り組みをキーワード化し、実

践として推し進めたもので、バズワードとは違う種類のものと

思っています。

　ただ、このアトリビューションという取り組みは、検索業界

界隈より発信されたもので、広告目標を「成約・登録」などと

し、さまざまな広告活動が、広告からの直接のみならず間接を

含め、どのくらい目標に対して貢献したかを統合的に分析する、

というところが出発点になっているのが特色となっています。

　広告目標に対する各広告活動の貢献度を分析することは、よ

り効果的な次の施策につなげていくために極めて重要なこと

で、広告業界の皆さまが、長年にわたって取り組み続けてきて

いるテーマであり、実際の業務でもありましょう。

　インターネット広告には、インプレッション効果（ブランディ

ング・態度変容など）とレスポンス効果（登録・成約など）が

あるとされ、多くの広告主や事業者たちが、これらの効果を最

適化するよう、さまざまな手法を試行錯誤してきています。し

かし現実的には、広告からのダイレクトなレスポンス効果の方

が測定が行いやすく、結果、リスティング広告やアフィリエイ

ト広告の効果分析が活発に行われているケースが多いと思われ

ます。特に、リスティング広告は性質上キーワード単位でさま

ざまな広告掲載条件の設定が可能という柔軟性の高さから、分

はじめに
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析にもとづいた次の施策が細かく実施しやすいこともあり「プ

ランニング→効果検証→新たな施策」というサイクルが通常の

オペレーションとして高い頻度で運営されています。

　しかしながら、リスティング広告単体で最適化を図るという

作業を行っていると、単体施策での限界を感じてきます。また

「ほかの広告活動がリスティング広告のパフォーマンスに影響

を与えているのではないか」ということを実感する機会も増え

てきます。

　そもそも、リスティング広告は「ユーザーが検索をする」と

いう行動以降の施策であり「ユーザーが検索をする」という行

動を促す部分には関与できません。「テレビなどのマスメディ

アやインターネット上で話題になった商品や情報は検索数が増

え、そこに掲載される広告のパフォーマンスがよくなる」とい

うことは業界関係者の皆さまにとっては周知の事実でありま

しょう。

　日々、広告パフォーマンス改善の作業に注力しているリス

ティング広告従事者たちが、間接効果としてのほかの広告活動

に関心を高め、このアトリビューションという取り組みの発信

点となったのは、いわば必然な流れといえるかもしれません。

　ただ「さまざまな広告活動が、広告からの直接のみならず間

接を含めてどのくらい目標に対して貢献したかを統合的に分析

する」ということを実務として実現させるには、これまで個別

に広告出稿を行い、データ分析を行っていた各サイトへのディ

スプレイ広告、リスティング広告のデータなどを、一気通貫で

把握できるようにしなければなりません。

　分析に必要な前提となるデータの取得が今まで大きな課題

だったのですが、近年、第三者配信や DSP などのデータ収集

技術と配信方法の多様化が進み、アクセス解析などのデータと

組み合わせ「コンバージョンパスデータ」として、ユーザーが

たどった経路を網羅できる環境が整ってきました。

　ディスプレイ広告の方も、直接効果の向上と間接効果の検証
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のため「枠」から「人」への配信が活発化しつつあります。こ

うした背景の中、アトリビューションを実施する企業が増加し

てきています。

　本書は、リスティング広告に長年従事してきた杉原、有園両

氏と、ディスプレイ広告配信の分野で活躍する田中氏がおのお

のの専門分野を掘り下げていく中、アトリビューションという

接点で出会い、共鳴したことが発端となって書かれたものです。

　アトリビューションの取り組みは始まって日が浅く、まだま

だデータ整備に必要な技術、分析の方法論等は発展途上にあり

ますが、分析とマネジメントをさまざまな方法論で実践として

試行錯誤してみるといった、まさに格闘の最前線にいるのが筆

者たちです。

　本文には、アトリビューションの定義や方法論に加え、彼ら

が実際に経験した事例や独自の視点が満載です。

　「『ビュー』という新しい視点を掛け合わせることでトータル

のコンバージョンが増えないだろうか？」「ディスプレイ広告

とリスティング広告の予算配分を最適化したい」など、より効

率的な広告出稿のマネジメントに関心を持たれている広告業界

の方々へは、参考になるヒントが多数あるものと思います。

　また「さらに俯瞰した目でアトリビューションの本質的な意

味を考えると、広告の目的である『消費者の態度変容』を促す

ために、どんどん多様化・複雑化する消費者の購買活動を見え

る化・視覚化し、施策の全体を見た上で、企業経営の一環であ

るマーケティングを再構築するための取り組みであるといえ

る。」と本文にあるように、企業マネジメントの方々にとって

も今後の経営戦略を考える上でアトリビューションは、刺激的

で一読の価値がある題材でもありましょう。

佐藤康夫
アタラ合同会社 会長
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アドテクノロジーは広告の世界をつまらないものにしてい

る。ほんとにそう思う。

初めての「ネット広告」は、シリコンバレーの法律事務所が、

Web 2.0 の名付け親であるティム・オライリーが 1993 年に設

立した「GNN」という世界でも最も早い時期に始まった Web

媒体に出稿した「バナー広告」だと言われている。ただし「バ

ナー広告」と名付け、最初に販売されたのは、オンライン雑

誌「Hotwired」に 1994 年 8 月に掲載された AT&T のバナー

広告と言われている（同月に出た Coors の ZIMA だという説

も）。そして翌 95 年には世界で初めてのアドサーバーの販売

が Focalink Communications によって行われている。

生まれたときから、ネット広告は Clickable で Trackble な

ものとして販売されてきた。だから ROI を測りやすい、と。

トラディショナルな広告メディアは、どのぐらい見られたか、

どのぐらいアクションを起こされたか、ということは非常に分

かりにくい。それ故、ネット広告は広告業界における革命であっ

た。しかしながら一方で、この計測可能性はネット広告自体の

可能性をくじいてきたのである。「クリックされない広告には

効果がない」と。結果的にネット広告、特に今ではディスプレ

イ広告と呼ばれる世界において、「ネットだからできるインタ

ラクティブな広告表現」というものは絶滅の危機にある。

もともとアドテクノロジーとは「広告表現技術」だったよう

に思う。ネットでも早くからリッチメディアと呼ばれる「広告

表現技術」が出現し、「いじって楽しく心が動く広告」「それ自

体が便利な広告」というのが多数あった。カンヌ国際広告祭で

も「バナー広告」だけで莫大な応募があった時代。しかし最近

序文
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ではアドテクノロジーとは「広告配信テクノロジー」のことを

指す。そしてつまらなくなった。つまらなくなった原因は、ク

リックというアクションのことを「効果」と呼び、その効率化

のためのテクノロジーとなったことにある。広告の面白さは、

いかにして「人の気持ち」と勝負するかであって、すでに人の

興味関心が動いた後に出るような検索連動型広告的な広告世界

感だけであらゆるネット広告が語られるようになり、それを「効

果がある広告です」というのは本当につまらない。どのように

人の気持ち、興味関心が動いたかを推測し、プランをしない広

告なんてほんとつまらないのだ。それを推し進める結果となっ

たアドテクノロジーはほんとにつまらない。

そして、アトリビューション。この本を手にしたあなたがど

のようにこのキーワードを使うのか、それは知らない。しかし、

この考え方をもし「ラストクリック」や「コンバージョン」の

ために使うのであれば、あなたはきっとつまらない方の人にな

る。もし、もっと広告やオンラインマーケティングに面白く取

り組みたいのであれば、オンラインの世界は「クリック」では

なく、「人の動き」が見えるようになってきたのであって、自

社サイトのアクセス解析同様、ネット全体で「導線」を把握す

ることができるようになってきた、という理解になっておいた

ほうがいいだろう。

そう、アトリビューション、そしてその分析というのは、人

の気持ちや興味関心、それにもとづく導線を把握させてくれる

ものである。クリックされなかった広告たちがそれを教えてく

れ、ユーザーの行動シナリオを作らせてくれる。もしそのよう

に考え、楽しむことができたら、ネット広告が面白くなる。そ

のとき、やっとアドテクノロジーが再び面白いものになるのだ

ろう。

高広伯彦
スケダチ
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アトリビューションとは
1

この章では、アトリビューションとは何かという概念や歴史、
それを取り巻く技術など、基本的な知識を解説する。

Chapter



14   Chapter1 アトリビューションとは

アトリビューションはもともと金融業界の用語

アトリビューション（Attribution）は、英語の Attribute（お

かげと考える／〜に起因する）を語源とした言葉であり、「属性、

帰属」という意味を持っている。

もともとアトリビューション分析は金融業界で使われてきた

分析手法である。パフォーマンスの「貢献度分析」や「要因分

析」という言い方をすることもある。ファンドの運用成績を評

価・分析するパフォーマンス評価において、投資元本に対する

リターンがどのような要因から発生したのかを明確にする分析

であり、導き出された結果をベースに先々の運用方針が決めら

れる。

もう少し解説してみよう。金融業界のアトリビューション分

析では、ポートフォリオ全体のリターンをいくつかの異なる角

度や見方から分析する。そして、所定の比率で株式や債券を合

成した複合ベンチマークのパフォーマンスが、「ポートフォリ

オ全体のリターンにどう貢献し、当初設定した資産の配分が適

切だったか」を判定することになる。その上で、ファンドマネー

ジャーの運用能力もいくつかの分析から判定される。

例えば、資産の配分変更を行った場合は、「それがどの程度

リターンに貢献したか」「地域・分野・部門・業種などにグルー

プ化したセクターそれぞれへの配分が適切だったか」の判定を

アトリビューションの語源と定義
アトリビューションはまだ新しい言葉である。
ここでは、アトリビューションの語源や起源から始めて、
広告・マーケティング業界でのアトリビューションという意味について触れていく。

【ポートフォリオ】金融業界では、
資産を複数の金融商品に分散して投
資すること、あるいは複数の金融商
品の組み合わせ全体のこと。

1-1Chapter
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行う。また、それぞれのセクターの中で「選択した銘柄やその

資産配分が適切だったか」も判定する。

つまり、選んだ株式や債券のポートフォリオへ資産を配分し

運用した結果、「何が全体のリターンに貢献したか」（あるいは

貢献しなかったか）を多面的に分析して理解することで、次

の運用を行う際に一番貢献度の高い銘柄に配分を増やしたり、

ポートフォリオに含まれる銘柄を選び直したりする一連の取り

組みのことをいう。

金融業界におけるこの概念や手法を広告・マーケティング業

界に適用したのが、現在のアトリビューション分析である。

広告・マーケティング業界でのアトリビューション

広告・マーケティング業界におけるアトリビューションと

は、コンバージョンに至るまでの流入元（リスティング広告や

バナー広告など）の履歴のデータを使い、コンバージョンへの

貢献度を各流入元に配分すること（図1-1-1）である。

日本では取り組みを総称して便宜的に「アトリビューショ

貢献度に応じて組み替えを行い、コンバージョンを最大化することをアトリビューション・マネ
ジメントという。

図 1-1-1

【コンバージョン】商品購入や資料
請求など、訪問者が運営者の意図す
る目的に達すること。顧客に「転換」
することの意。

結果：コンバージョン最大化

施策A

施策B

施策D

予算を増額

予算を減額

ほかの施策に
組み替え

施策A

施策B

施策C

効率よし
貢献度（高）

効率普通
貢献度（中）

コンバージョン
なし

貢献度（下）

成果

予算

●アトリビューション・マネジメントの目的
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ン」と呼ばれることが多いが、本来はアトリビューション分析

（Attribution Analysis）、アトリビューション・モデリング

（Attribution Modeling）、アトリビューション・マネジメン

ト（Attribution Management）というように、目的に応じ

て用語が異なる。

アトリビューション分析とは、コンバージョンに至るまでの

流入元の履歴のデータを使い、コンバージョンへの貢献度を「分

析する」こと。

アトリビューション・モデリングとは、的確に貢献度を導き

出すために、ビジネスモデル、業種、キャンペーン内容を考慮

して「重み付けの分析モデルを設計する」こと。

そして、アトリビューション・マネジメントとは、貢献度に

応じて予算配分の変更やポートフォリオの「組み替えを行う」

こと。

金融業界、広告・マーケティング業界のいずれにおいても、

それぞれポートフォリオやメディアプランなど施策全体を対象

にした統合的な最適化のアプローチを取っている点と、分析の

結果、次期のポートフォリオ、メディアプランの再設計に役立

てる指針・ツールとして活用されている点において、目的はほ

ぼ同じといって問題ないだろう。
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ラストクリック以外の広告も貢献している

広告・マーケティング業界におけるアトリビューションにつ

いて、具体的な例を使って分かりやすく説明しよう。

例えば、あるインターネットユーザーが EC サイトでパソコ

ンを購入したとする。このユーザーはインターネットでパソコ

ンを購入しようと考え始めたときに、ちょうどあるニュース

サイトでメーカー A 社の新型パソコンのバナー広告を見かけ、

興味を持ったのでクリックし、新型パソコンの Web ページに

訪問した。その後、比較検討をした結果、その A 社のパソコ

ンが最もいいと判断し、その製品名をキーワードとして検索エ

ンジンで検索した。その検索結果で、リスティング広告の 1 位

に掲載されていた A 社の広告をクリックし、再度 A 社のペー

ジに訪問して購入を完了したとする。

この場合、旧来のアクセス解析やコンバージョン解析の考え

方だと、最終的に購入するに至った施策（ラストクリック）は、

リスティング広告ということになる。仮にこのパターンで1,000

台売れたとすると、その成果はリスティング広告にしか割り振

られず、最初に見かけたバナー広告がどれだけクリックされ、

訪問客をサイトに送り込んだとしても、何の成果も挙げなかっ

たことにされてしまう（次ページ図1-2-1）。

そうすると、リスティング広告はコンバージョンの獲得効率

アトリビューションの概念
ユーザーが最終的に購入決定（コンバージョン）するまでには、
さまざまな広告施策に触れている。これは、スポーツの「アシスト」という考えによく似ている。

1-2Chapter

【リスティング広告】検索結果の
画面で、検索キーワードに連動し
て表示される広告。検索連動型広
告や SEM とも呼ばれる。Google
が運営する Google アドワーズ、
Yahoo! JAPANが運営するYahoo!
リスティング広告などがある。

【アクセス解析】ユーザーがどうい
う経路で Web サイトに訪れたか、
どのリンクをクリックしたのかなど
を分析するためのツール。
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がよく、バナー広告は悪いと判断される。その結果、広告全体

の予算の中でリスティング広告に多く予算が割り振られ、バ

ナー広告は少ない予算が割り当てられるか、まったく予算が割

り当てられないというケースも出てくるだろう。しかしながら、

実際はリスティング広告で購入に至る前に、バナー広告が購入

行動に対して間接的に貢献していると考えられる。

つまり、今まで見過ごされていた「ラストクリックよりも前

にユーザーに接触した施策」（このケースでは最初のバナー広

告）に対しても貢献度を与え（アトリビュートし）、適切な施

策の選定と予算配分を行うことで全体のコンバージョンを最大

化する取り組みが「アトリビューション・マネジメント」とい

うことである（図1-2-2）。

スポーツにおける「アシスト」という考え方

より分かりやすい例で説明しよう。アトリビューションはス

ポーツを使って説明されることが多い。サッカーやアイスホッ

ケー、野球といったスポーツにおいては「アシスト」というも

のが存在する。サッカーやアイスホッケーのアシストとは、試

合での得点に結びつく有効なパスなどのプレーやそのパスを提

供したプレーヤーに対して与えられる記録項目である。野球の

アシストは、アウトが成立した場合、これに至る過程で有効な

送球を行うなど、そのアウトの成立を補助したプレーやそのプ

レーを行った野手に対して与えられる。

これまでの評価方法。仮に 3 回クリックが発生していても、ラストクリックのみが評価されていた。図 1-2-1

バナー広告 リスティング広告 コンバージョンオーガニック
検索

評価対象

【ラストクリック】コンバージョン
する直前のクリックのこと。広告や
検索結果などさまざまな場合が考え
られる。

●ラストクリックのみの評価
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特にアイスホッケーの場合は、複数のアシスト（2 人まで）

が公式記録とされるなど、アトリビューションに最も近いと思

われるため、ここではアイスホッケーを例にとって説明する。

アイスホッケーの試合で得点が入ると、得点者とアシストが

明確にアナウンスされる。アシストは得点が入ったときに決定

的なパスなど明らかに手助けをしたと思われる場合に認めら

れ、個人の成績としても記録される。また、パスを受けて直ち

に放ったシュートがゴールキーパーにはじかれたとき、直後に

別の選手がゴールにたたき返して得点した場合、結果的にはは

じかれてしまった最初のショットを放った選手に 2 人目のアシ

ストが記録される。この連係プレーを生んだ 2 つのアシストを

「ダブルアシスト」と呼ぶ。

まさに、これがアトリビューションの考え方である。

松井は偉くてイチローはだめか？

日本人メジャーリーガーを例にとってみよう。イチローはシ

ングルヒットを大量に打つバッターで、松井は打点を稼ぐのが

得意なバッターである。ラストクリック重視の考え方だと、打

点が多い松井の評価が高くなる。それでは、もしイチローをメ

ンバーから外したらどうなるだろうか？ イチローのようなシ

ングルヒットを確実に打つバッターもいないと、効果的に得点

をあげることはできないはずだ。また、そのように正しく評価

されているからこそ、イチローは起用され続けているのだ。

アトリビューションを考慮した評価方法。コンバージョンに貢献した施策を正しく評価できる。図1-2-2

バナー広告 リスティング広告 コンバージョン

アシスト！ アシスト！

オーガニック
検索

評価対象●アトリビューションを考慮した評価


