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はじめに 
データを使って広告の可能性を見出す 

デジタル広告の世界は楽しくもあり、そして複雑でもあります。膨大なデー

タ、進化し続けるテクノロジー、そして習得すべき多くの略語や頭字語。これ

らすべてを周知し、さらにどのように最適な戦略を効果的に適用することがで

きるか判断することは簡単なことではありません。 

本ガイドでは、全てのマーケターへデータ・ドリブン戦略の構築に必要な情

報を提供します。 

 
CMO ー カスタマー・ジャーニーの策定で窮地に陥っていませんか 

デジタル・ストラテジスト ー データを効率的に活用し、日常においてよ
りスマートに見せる方法について知りたいとお考えではないですか 

広告マネージャー ー 実践のアイデアを必要としていませんか 

その他 ー データ・ドリブンなデジタル広告についてより深く知る必要が
ありませんか 

 
本書では、ビジネスの成果に重点を置くことができるよう、基本について説

明します。 
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第１章 

 
 

データの課題と機会 
 

 

データはあらゆるところに存在します。実際に、近年のマーケティング担当者は、

溢れんばかりのインサイトに埋もれています。しかしデータは、適切に使用されな

ければ意味がありません。 

データの価値をより理解し、効果的に利用するために、以下の3本の柱に焦点を当
てて学んでいきましょう。 

1. オーディエンス：誰と結び付くか 

2. コンテキスト：どこでエンゲージするか 

3. 計測・検証：オーディエンスはどのようなアクションを取るか 
 

これらのデータの柱を効果的に利用するためにツールがあり、そしてデータ・ドリ

ブン戦略への道を切り開き、キャンペーンを成功へと導くができます。データが適

切に利用されて初めて、コストの削減から不正防止まで、広範なメリットが出てく

ると言えるでしょう。 

次に、データのパワーを活用する方法について学びましょう。 

I N S I G H T  
 

ある調査では、最もデータ・ドリブンなマーケティングを実施してい

るのはブランドの2%にしか満たない1と言われています。 

一方、データ・ドリブンな戦略を導入している企業は、前年比で6倍2の

収益を上げる傾向があります。 
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オーディエンス 
強いオーディエンス戦略により、関

連性の高いメッセージを発信しまし

ょう。そして顧客と価値のある最適

な見込み客にエンゲージする事で、

結果として売上を増やし、無駄な広

告を削減することができます。 

 
 

 
 
 

コンテキスト 
コンテキスト、つまり文脈から、メ

ッセージやクリエイティブの効果が

最も得られる場所を見つけ出し、キ

ャンペーンの効果を最大化すること

ができます。 

 
 
 
 
 
 

計測・検証 
適切かつ精緻な計測・検証によっ

てキャンペーンを360度可視化
し、何が上手くいっているか、ど

のような理由で上手くいっている

か、そして、何を最適化する必要

があるかを知ることができます。 

最
適

化
に

よ
っ

て
、

 
 

 
よ

り
優

れ
た

結
果

を
出

す
 

 

ペット 車歴 

ロイヤルティ ゲーマー 

関心のある

コンテンツ 

健康 タバコ フィットネス 

自動車 eSports 猫 

100%完了 コンバージョン 
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第２章 

 
 

効果的なデジタル広告のための 
データ3本柱 
ここでは、マーケティング担当者がどのようにクリエイティブにデータの3本柱を使
い、ビジネスの成果向上を促進しているかをご紹介します。 

 

オーディエンス 

効果的なオーディエンス戦略では、インパクトと影響が最も期待できる消費者デー

タを利用します。マーケティング担当者がオーディエンス・データをセグメントご

とにグループ化し、解析し、さらにそれらを組み合わせ、実装する方法にはさまざ

まあります。しかし、いずれも最終的なゴールは、リード、売上、そして認知向上

（もしくはこれらの組み合わせ）の機会を増やすことであり、また、マーケティン

グ・キャンペーンによって、より賢明な広告投資を行うことです。 

そこで問題となるのは、多くの場合マーケティング担当者が、効果的なオーディエ

ンス戦略というのは、広範なオーディエンスからよりターゲットを絞ったオーディ

エンスに移行することだと捉えていることです。確かにそうこともあるかもしれま

せん。しかし精度にのみ重点を置くことで、拡張性、さらには全体的なパフォーマ

ンスの妨げとなってしまう可能性があります。 

今日のデジタル環境において、効果的なオーディエンス・プランニングは、独自の

オーディエンス・インサイトと、拡張性を生かしつつ、更に効果を示すことができ

る属性を選択することにかかっています。そのためにマーケティング担当者は、次

の3つのことを実施しています。 

1. 購入ベースのターゲティング：オンライン・ショッピングとオフラインの
購買行動とをマッチングすることで、顧客セグメントを360度可視化。 

2. オーディエンス・モデルの作成：理想の顧客と似た特性や特徴を持つ見込
み客を特定し、新しいオーディエンスを作成。 

3. リーチ数の向上：ファーストパーティ・データをサードパーティー・デー
タで拡張することで、新しいオーディエンスにリーチし、新しいチャネル

を発見し、リテンション率を高めます。 

強いオーディエンス戦略とは、理想的な購買層、ファン、見込み客について、マー

ケティング担当者が深く理解できるようにすることです。この戦略によってマー

ケティング担当者は、メッセージやクリエイティブなどからメディア・プランに

至るまで、キャンペーンを独自のものに設計し、最も重要なビジネスの成果へ影

響を与えることができます。 
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教育的なベビーブーマー 

 
世代 

ベビーブーマー 
収入 
アッパーミドル 
クラス 

 
位置情報 

中西部の農村地域 
支出  
アクティブあるいは
中程度のバイヤー 

 
何を視聴しているか 

TVの視聴時間は少なく、ほとんどが教育関連番組 

 
 

コンテキスト 

コンテキスト（コンテクスチュアル・インテリジェンス）とは、人々がどのようにイ

ンタラクトするかを理解するために文脈を分析する機能です。デジタル・マーケター

がコンテキストを使うのには主に2つの理由があります。 

1. 次のような場面への広告表示を回避する：不適切なコンテンツ、閲覧不可の
ページ、無効トラフィック（広告にとってネガティブな記事、セキュリティ

侵害を受けているサイトと同じ画面など） 

2. 広告のメッセージが強調される関連コンテンツを積極的にターゲットする 

不適切なコンテンツ、閲覧不可のページ、あるいは無効トラフィックを回避する 
 

ネガティブなものへ広告を露出するリスクは深刻です。顧客はブランドの整合性の低

さを、ブランドの価値に結び付ける可能性があります。このように、コンテンツ管理

が重要であることは容易に理解できます。 

明らかにネガティブなコンテンツに広告が表示される影響はおわかりのとおりでしょ

う。すでに多くのブランドが、プログラマティックにブランド・セーフティ・フィル

ターを導入しています。しかしマーケティング担当者は、ブランドの特定のニーズを

満たす、あるいは満たさない環境について、注意を向ける必要があります。 

これは「ブランドの適格性」の背景にある考え方で、個々のブランドに合った独自の

ブランド・セーフティ戦略の必要性について言及しています。例えば、お酒のブラン

ドとオムツのブランドでは、適切なコンテンツ・タイプが異なります。成人向けのテー

マを扱うコンテンツはお酒のブランドの広告表示に適しているかもしれませんが、オム

ツのブランドは、このコンテンツに立ち入ってはなりません。 
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関連したコンテキストがある環境を積極的にターゲットにする 
 

コンテキストを、ブランドに最も調和する環境、つまり顧客のマインドセットを

見つける目的で利用することも可能です。これは、関連性のあるタイムリーなエ

クスペリエンスを提供する新たな機会をブランドにもたらす、「ポジティブ・コ

ンテキスト」を前提としています。 

ポジティブ・コンテキストの実例として、2013年のスーパーボールで照明が消えた

際にオレオが行った「Dunk in the Dark」キャンペーンが有名です。とっさの判
断、そして前後の文脈を把握して強力なメッセージを発信する力がハイライトされ

ました。「正しい」コンテキストとは何かについて、さまざまな考えがあります。

ここではブランドにとって何が正しいかを判断するためのヒントをいくつか紹介し

ます。 

1. 顧客のニーズに合わせる ー 子供向けの食事を提供するファストフード・チ
ェーンの場合、簡単で美味しい、子供向けの楽しい食事やレシピに関連す

るコンテンツに合わせて広告を配信する。 

2. 顧客の志向またはライフスタイルに合わせる ー 手荷物配送会社の広告の

場合、冒険、海外旅行、バックパック旅行、外国文化、グルメに興味があ

る人との整合を求める可能性がある。 

3. ブランドのより広範な目的を加味し、自己資本を高めるコンテンツと合わ
せる ー ブランドがある有名人に支持されている場合は、その人物に関する
コンテンツに広告を配信する。 

 

計測・検証 

成果を正確に計測・検証することが、広告チームやマーケティング・チームの目標

とされてきました。広告が効果的であるかを知る能力や、「何が上手くいった

か？」「何が上手くいかなかったか？」「それはなぜか？」などの問いに答えるこ

とは、マーケティング・パフォーマンスを向上させる上で不可欠です。計測・検証

のない「データ・ドリブン・マーケティング」は存在しません。 

幸いにもテクノロジーの進歩により、デジタル・マーケティング業界における成果

計測・検証はかつてないほど効果的です。 

現在、デジタル・マーケティングの計測・検証はクリック、コンバージョン、売上

の測定にとどまりません。パフォーマンスの全体像を把握し、キャンペーンのあら

ゆる側面を最適化する方法をより理解することが重要です。 

以下に、デジタル広告の出稿者が追跡すべき重要なデータ・ポイントを挙げていま

すので参考にしてください。ただし、全体像から効果検証のダッシュボードを見る

ことは依然として非常に重要であり、キャンペーン・パフォーマンスの真の価値

は、メトリックを個別に見るのではなく、これらが互いにどのように影響している

かを理解することであることは覚えておきましょう。 
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標準となるベースライン・メトリック 

■ インプレッション 

■ クリック 

■ コンバージョン 

クロス・デバイスおよびクロス・プラットフォーム・メトリック 

■ デスクトップ 

■ モバイル 

■ アプリ内 

■ 動画 

■ コネクテッドTV（CTV）/オーバーザトップ（OTT） 

アドバンスト・メトリック 

■ 無効トラフィック：広告へのトラフィックがボットあるいは人間によるも

のであるかを区別する 

■ ビューアビリティ：広告が表示されていたかどうか、そして、どれくらい

の時間表示されていたかについて把握する 

■ ブランド・セーフティ：プラットフォームや広告フォーマットを越えてブ

ランドにとって安全であるかどうかを監視、追跡する 

■ 人をベースとしたリーチと頻度：メッセージが、最も関連性の高いオーデ

ィエンス（そのメッセージに関心を示す人たちのセグメント）にリーチし

たかどうか、さらに、そのオーディエンスがメッセージを見た回数につい

て把握する 

■ オーディエンス：適切な人々にリーチし、彼らを広告にエンゲージさせる

ことができたかを把握する 

■ アテンション：クリエイティブが対話を生み、オーディエンスの関心を引

いたかどうかについて把握する 

■ ROI (Return on investment、投資収益率): オンライン・キャンペーンがオ
フラインの売上リフトに影響したかを把握する 
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旅行者のブログ 

ターゲットを絞った素晴らしいクリエイティブ 

 
 

ギリシャのサントリーニへの旅行者が訪

れるべきスポット ー トップ10 

サントリーニ島は、ギリシャを代表する美しい島です。ギリシャ島の中

で最も象徴的な場所の一つであり、訪れる価値があります。サントリー

ニ島には、数多くの素晴らしい場所、そして楽しめるアクティビティが

あり、どこを訪れたらよいか迷うかもしれません。 

 

データの3本柱の相関性 

データの3本柱のパワーをより理解するために、包括的なデジタル・キャンペーン

において、これらがどのように補完し合うか見てみましょう。 

 
 

データ・ドリブンなマーケティング・キャンペーンにおける

「Who」「What」「Where」「Why 」 
 

Who（オーディエンス） 
オフラインでの購買者をオンラインで

の購買とマッチングする 

 
 
 
 
 

Where（コンテキスト） 
 

 

What Why（計測・検証） 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

コンテクスチュアル・データを使い、広

告に最適な広告枠をピンポイントで特定

します。ブランド・セーフティを確保し

つつ、インパクトを最大化できる、関連

性の高い環境を見つけ出すことができる

というわけです。 

 
重要なメトリックすべて

を使い、キャンペーンを

360度可視化します。無
効トラフィックを特定

し、成功の最適化に何が

効果的であったかを計

測・検証します。 

 
 

 

効果的なデジタル戦略は、データを活用することで、最も理想とする購買者層

や、彼らにエンゲージする最適な広告枠の特定、そしてキャンペーンのパフォ

ーマンス計測・検証まで、デジタル・マーケティングの「Who」「What」

「Where」「Why」「How」を提供することができます。 

 
 
 

オーディエンス・データ

を使って、理想的なバイ

ヤーをより深いレベルで

理解します。理想的なバ

イヤーに対するメッセー

ジと広告クリエイティブ

をカスタマイズします。 

目的：旅行ブランドが、サントリーニ
のバケーション・パッケージの売上を

延ばしたいと考えている 

 
 
 

メッセージは、その拡散

に使用するデータと同様

に重要です。マーケティ

ング・キャンペーンを支

えるクリエイティブの構

築に、時間と労力を費や

してください。 

ターゲッ

トを絞っ

たクリエ

イティブ 
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第３章  

 
 

3本の柱を展開する：チェックリスト 
次のステップでは、オーディエンス、コンテキスト、そして計測・検証をどのように
キャンペーンに適用するかについて学びましょう。以下は、データの3本柱を展開す
る際のチェックリストです。 

 

 

オーディエンスを定義する 
 

アクティベーション・チェックリスト 

オーディエンス計画を成功させる秘訣 
 

1. 利用可能なファーストパーティ・データすべてを収集し、トレンドを分
析。誰が購入しているか、どのチャネルを利用しているか、どのようなテ
ーマに関心があるかなどが分かる、データ・パターンがあるか判断しま
す。 

2. ファーストパーティ・データを質の高いサードパーティー・データで強化
することで、拡張性を向上。マッチング率の高いソリューションを特定の
IDタイプにオンボーディングすることが役立ちます。 

3. オーディエンスの行動プロファイルを作成することで理解を深める。オーデ
ィエンスのオンライン行動とオフライン行動を組み合わせ、顧客と見込み客
の理想像を作り、彼らにリーチする方法を考えます。 

4. オーディエンスの特性に加えてリーチできるプラットフォームやチャネル
を考慮し、ブランド・メッセージとクリエイティブをカスタマイズ。ブラ
ンドおよびマーケティング・キャンペーンのポジショニングと、ターゲッ
ト・オーディエンスのニーズおよび要望とのバランスを取ります。 

5. キャンペーンのすべての側面を計測・検証し、広告がオーディエンスの共
感を得ているか判断。キャンペーンで期待どおりの結果を得るために、チ
ャネル、クリエイティブ、プラットフォーム、さらにはオーディエンスの
最適化が必要か確認します。 

ステップ１ 

 
 

オーディエンスではリーチが重要ですが、関連性によって違いが

生じます。関連性の高いデータ・ドリブンのオーディエンスが生

み出す売上は、80%高くなっています。3
 

3 
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データ・プロバイダと協力していますか？高品質なデータを得るため

に、次の5つの問いに答えます 

 
オーディエンスのパフォーマンスをどのように計測・検証しているか？ 
 
オーディエンス数を増やすために、どのようなシグナルあるいはデータ・ポイン

トを使用しているか？ 
 
データの精度をどのように計測・検証しているか？ 
 
データのプライバシーをどのように確保しているか？ 

 
オーディエンス・モデルの作成にはどのようなアプローチを取っているか？ 

 
サードパーティー・データを活用することで、消費者が誰

であるかを把握することができ、さらにライフサイクル全

体を知ることができます。また、そのデータをより優れた

キャンペーンや製品の構築に役立てることができます。” 

Scott Strickland, Denon & Marantzの前Chief Information Officer（現在はWyndham 
Hotel GroupのCIO） 
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適切な環境でオーディエンスとつながる 

 

アクティベーション・チェックリスト 

コンテキストを使ってリーチを改善し、また関連性を確保することで、適切な環境で

オーディエンスにリーチしていると自信を持ちたいと思いませんか？以下を参考にし

てください。 
 

1. まずブランド・セーフティ・ソリューションを常時稼働させることで、常に
有害な環境からブランドを保護します。これにより広告が、Web上でよく見
られるネガティブなニュースや扇動的な記事の隣に表示されないようになり

ます。 
2. ブランドやキャンペーンと整合するキーワードやフレーズでカスタム・コン
テクスチュアル・セグメントを構築することで、オンライン上のどこに広告

を表示するか、よりコントロールできるようになります。 

3. カスタム・キーワードで作成されたセグメントをリアルタイムに更新しさら
に自動化できるパートナーを選びましょう。これによりブランド・セーフ・

コンテンツを担保しつつ、トレンドを活用した広告展開および表示をするこ

とができます。 

4. キャンペーンを最適化し、コンテンツを戦略化することによって、キャンペ
ーンに有効な環境を整えるだけでなく、コンテンツに合ったクリエイティブ

をも実現します。例えば、サマーキャンプを運営している旅行ブランドであ

れば、旅行のインスピレーションやヒントに加え、水着やフィットネスのト

レンドの関連コンテンツをターゲットにするということも考えられます。 

ステップ２ 

 
 

 

およそ48%5 の消費者が、同時に表示されるコンテンツにより、  

購入を放棄する、あるいは考え直しています。 
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コンテキスト・ツールを提供するパートナーと協力していますか？結果の最適化を

図るために、次の7つの問いに答えてみましょう。 

 
人をベースとしたオーディエンスと、コンテクスチュアルおよびオーディエン

スの両方を使うことにどのような価値があるか、またこれらを区別なく使用す

るにはどうすればよいか？ 

 
実際の購買層を見つける上で、コンテクスチュアル・ターゲティングはどの程

度効果的か？ 

 
トレンドとなっているコンテンツを、どれだけ速く、またどのスケールで特定

することができるか？ 

 
カスタム・セグメントを、どれだけ速く利用可能にできるか？ 

 
メッセージが適切な環境で表示されるようにするには、どうすればよいか？ 

 

キーワードの解析はフルページで提供しているか？それともURLレベルか？ 

 
コンテクスチュアル・セグメントのパフォーマンスはどうか？ 

 
マーケティング担当者とテック企業は、迷惑な広告の問題を

解決し、広告エクスペリエンスを消費者にとってより良いも

のにする時期にきています。次世代の広告では、使い勝手、

そして大規模なOne to Oneマーケティングのコンセプトが
重宝されるでしょう。つまり、閲覧者にとって適切かつ役に

立つタイミングで、さらに迷惑と思われないような関連性の

高い広告をコンテキスト内に配信するのです。” 

Marc Pritchard, Chief Brand Officer, Procter & Gamble at DMEXCO, 2017 
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キャンペーンの管理、アトリビューション、
パフォーマンス測定の改善 

 

 

マーケティング活動のパフォーマンスは、数十種類に及ぶメトリックや要因を考慮

しながら測定しなければなりません。しかし、そのプロセスは非常に複雑で、細か

な調整が求められます。また業界全体の傾向として、マーケティング活動における

説明責任や透明性の確保がますます重視されるようになっています。こうしたこと

からも、マーケティングのパフォーマンス測定に関しては、それを効果的にサポー

トするパートナーとの連携を通じて、測定手法や統合方法、製品ロードマップ、成

果などについて、より的確なインサイトを導き出していくことが最善の策だと言え

ます。 

以下は、パートナーの選定や測定プランの策定に役立つ「アクティベーションチェ

ックリスト 」です。 

 

アクティベーション・チェックリスト 

1. まず、自社のビジネス目標とメディアの測定戦略を連動させて、適切なメ
トリックを追跡しながらキャンペーンの成果を把握します。以下の例を参

照してください。 

 
ビジネス目標 計測・検証戦略 

6ヵ月間で製品のカテゴリーの認知

度を10%向上させ、オーディエンス

数を5%増やす。 

以下のメトリックで評価します。 

■ 売上の増加 
■ O2O（オンライン・ツー・オフライン）

売上の影響 
■ ビューアビリティとアテンション 

 

2. キャンペーンと広告のパフォーマンスにおける詳細を把握し、要となる
基準について特定しましょう。どの基準を利用すべきかが分からない場

合は、ディスプレイ広告や動画広告、モバイル広告で一般的に用いられ

ている以下の基本的なメトリックを利用するとよいでしょう。

ステップ３ 

I N S I G H T  
 

およそ61%6のマーケティング担当者が、マーケティング活動へ

の影響を測定・分析する能力の改善を最優先の課題として認識し

ています。 
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広告フォーマッ
ト 

メトリック 説明 

ディスプレ
イ広告と 
動画広告 

IVT Rate 

無効トラフィック
(%) 

無効なエンドポイントに配信されたフィルタ
リングされていないインプレッションの比率
です。これには「一般的な無効トラフィック
(GIVT: スパイダー、異常なアクティビティ、
データセンタートラフィックなど)」と、「高
度な無効トラフィック(SIVT: 無効プロキシ、
自動化されたブラウザ、矛盾したブラウザ、
無効な情報源、隠された広告、セッションハ
イジャック攻撃など)」があります。 

 
In-View Rate 

インビュー率(%) 

ユーザーが目にする位置に、広告の面積の
50%以上が1秒以上表示されたインプレッショ
ンの比率です。なお、広告の面積が
970x250(例: 300x1050/970x418)以上である
場合は、面積の30％が表示（インビュー）さ
れれば有効と見なされます。 

 
In-View Time 

インビュー時間 

広告が視認範囲に2秒間表示されるという条
件を満たしたユーザーに、広告が表示された
平均時間(秒)です。 

動画のみ AVOC（Audible 
and Visible on 
Complete）% 

視聴完了時のオ
ーディビリティ
とビューアビリ
ティ)(%) 

視聴完了時にオーディブル(音声がオン)で、
かつビューアビリティ(ユーザーが閲覧でき
る状態)が確保されている広告の有効なイン
プレッションの比率です。  

 
Audible 

オーディブル 

広告が特定の四分位（開始、第1四分位、中央
値）で音声のある状態であった場合の、計
測・検証可能インプレッションのパーセンテ
ージの比率です。 

 
Visible 

ビジブル（ビュー
アブル） 

広告の少なくとも50%が、特定の四分位
（開始、第1四分位、中央値等）で枠内に
表示された状態であった場合の、計測・検
証可能なインプレッションの比率です。 

 
動画スコア 

 
基準に基づいて動画の表示、音声、動作を0～
100で評価する、動画広告スコアです。スコア
は特定のスクリーン内 で表示されるオーディ
ブルかつ/またはビューアブルな動画の平均比
率に基づいて算出され、デスクトップやモバイ
ルデバイスに配信される多様な動画広告の品質
の評価に利用されます。 

モバイルのみ ユニバーサ
ル・タッチ率 

モバイルデバイスで表示された広告のインプ
レッションの比率です。 
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3. キャンペーンの効果については、主に以下3つに焦点を当ててみていきましょう。 

■ メディア品質：広告が適切な人にリーチし、興味・関心を引いているか？ 
■ ブランド・セーフティ：最も関連性が高く適切な環境に広告が配信されているか？ 
■ パフォーマンスとROI：広告が成果を挙げているか？ 

 
キャンペーンKPI メトリック 

メディア品質 ■ 有効なビューアビリティ率 
■ 有効インプレッション 
■ 広告In-View% 
■ アテンション品質 
■ 動画再生のIn-View% 

ブランド・セーフティ ■ 安全あるいは非安全とみなされる% 
■ コンテクスチュアル・レポーティング 
■ コンテンツ・カテゴライゼーション解析 

パフォーマンスおよびROI ■ 売上の増加 
■ O2O（オンライン・ツー・オフライ

ン）における売上の影響 

 
計測・検証プロバイダーのパフォーマンス向上に役立つ5つの質問 

 
インプレッションは確実に人間のユーザーによるものか？ 

 
適切なチャネル全体にわたり、キャンペーンの目的に合ったユーザーにリー

チできたか？ 
 
キャンペーンは期待した成果を挙げることができたか？ 
 
ブランド・セーフティ、コンテンツの品質、メディアの品質、不正防止に対

する計測・検証機能からはどのような結果が得られるか？ 
 

どのような手法を採用しているか？ 

 
モバイル広告の詐欺対策が、重要な課題となっています。アプ

リやモバイルウェブに投下されるマーケティング予算を今後も

増やし続けるには、マーケターはモバイル環境の安全を確保し

ていかなければなりません。” 

Dan Fichter, Vice President of Engineering, Oracle Data Cloud 
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第４章 

 
 

2019/20年度における 
データのトレンドとテーマ 
デジタル広告の機会は増え続けています。Interactive Advertising Bureau（IAB、イ
ンタラクティブ・アドバタイジング・ビューロー）によると、2018年度上半期におけ
るデジタル広告費は過去最高の495億ドルに達し、前年比23%の増加となっていま
す。 

現在の市況を動かし、広告主がどのように市場に参入するかに影響を与えているのは、

主にどのようなトレンドでしょうか？成長の機会はどこにあるのでしょうか？そして

マーケティング担当者は、これらすべてに備えるために、どのようにオーディエンス、

コンテキスト、計測・検証を活用することができるのでしょうか？ 
 

さらなる透明性とアカウンタビリティの必要性 

デジタル広告の領域において、大きなプレッシャーがあることは否定できません。新

たな規制やデータ収集に関するニュース、そしてその他のネガティブ要因により、マ

ーケティング担当者がデータとプロセスをしっかり把握することが、これまで以上に

重要になっています。 

さらに最近の統計によると、最近明らかになったDrainerBotを含め、アドフラウドに
よる損失が190億ドルにおよんでいることもわかりました。 

 

プログラマティック・アドフラウドの割合7
 

国ごと；プログラマティック広告掲載量の上位15ヵ国；2018年第3四半期 
 

インド 

インドネシア 

オーストラリア 

米国 

メキシコ 

アルゼンチ 

ンフランス 

ドイツ 

カナダ 

英国 

ロシア連邦 

大韓民国 

ブラジル 

日本 

イタリア 

 

 
米国のアドフラウドは17% 

• 米国のアドフラウドの割合は

世界で4番目に高い（17%） 

• インド（34%）はIVTレートが
最も高く、イタリア（5％）は
最も低い（プログラマティッ

ク広告量上位15ヵ国中） 

34% 

30% 

20% 

17% 

16% 

15% 

13% 

12% 

12% 

11% 

10% 

8% 

8% 

8% 

5% 

4 
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広告主は、データ管理およびキャンペーンの計測・検証を実施するために、総体的

かつ安全なソリューションを提供できる、信頼のおけるデータ・プロバイダと提携

することが重要です。 
 

テレビ広告の発展 

視聴者間においてケーブルテレビからインターネットでの動画視聴への移行が目覚

ましい、いわゆる「コード・カッティング」の時代において、テレビ広告は変化し

ています。今もテレビ広告は巨大ではありますが、スマートフォン、ストリーミン

グ・サービス、インターネット接続が可能なテレビの台頭により、2019年には初め

てデジタル広告費がテレビ広告費を上回りました。8 

そして、デジタルの増加に伴いテレビ広告が進化したことで、広告主は以下のこと

が可能になりました。 

■ リニアTV（従来型のテレビ放送）、アドレサブルTV（テレビモニターのセッ
トトップボックスにおいて広告配信を可能にするテレビ）、コネクテッドTV
（インターネット接続したテレビ）など、あらゆる画面で適切な消費者にリー

チする 

■ デジタルとTVのいずれにもリーチできるキャンペーンを展開する 

■ コンテクスチュアル・インテリジェンスを搭載した、よりプログラマティック

に進化する環境において、パブリッシャーの動画広告用の在庫全体にわたって

ブランド・セーフティおよび、キャンペーンやブランドへの適合性や関連性を

確保する 

■ TVあるいは動画キャンペーンのビジネス・インパクトを計測・検証し、最適
化を促進する 

 

デジタル・オーディオ 

ラジオはいまだ活用される手法です。デジタル・オーディオの目覚ましい増加によ

り、消滅する気配はありません。次の統計をご確認ください。 

■ デジタル・オーディオのリスナーは2019年に1億9千万人を超え、5年後にはさ
らに20%増加すると予測されている9

 

■ 購入された音楽の約半数がストリーミングである10
 

■ 2018年にポッドキャストを聴いた人は1億2,400万人で、前年より1,200万人増
えている11

 

■ ストリーミング音楽は米国音楽業界の収益の75%を占める12
 

何が増加の要因となっているのでしょうか？ほとんどはモバイルですが、スマー

ト・スピーカーも一因となっています。2018年のホリデー・シーズンには、およそ
10人に1人がスマート・スピーカーを持ち13、NPR and Edison Researchの新たな調査
によると、米国におけるスマート・スピーカーの総数は推定1億1,900万台とされてい
ます。 
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この急激な増加は、マーケティング担当者に好機となります。各社は次のような

方法で、デジタル・オーディオの競争に手をうっています。 

■ プレイリストのキュレーション：Spotify は、広告主がミレニアル世代によ
り良くリーチできるよう、「重要な瞬間」と呼ばれるタイミングをピンポ

イントで特定することで、音楽を通じて人々を理解する取り組みを行って

います。くつろいだり車を運転するなど、ミレニアル世代の日常のさまざ

まな瞬間をターゲットにしています。ユーザーがどのように聴いているか

（プラットフォーム）、どの時間帯にリーチすべきか、そして好む音楽ジ

ャンルは何かなど、さまざまな詳細を知ることができます。 
■ パーソナライズされたメッセージ：広告主は、多くのポッドキャストのリ

スナーに見られるお気に入りの番組との熱烈な関係を利用し、ホストが好

みの広告を読んだり、パーソナリティを迎えたり、自身の体験についてそ

の場で語るなど、ホストによる自然かつ卓越したコミュニケーションを通

してメッセージを伝えています。これによりプロモーションの現実味が増

し、リスナーの注意をより引く可能性が高まるのです。 
 

将来の広告予算にデジタル・オーディオを組み込むマーケティング担当者は、先

見の明があると言えるかもしれません。 
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第５章 

 
 

記号化されたデータ： 
略語と専門用語 
デジタル広告業界が複雑と言われる所以には、扱いにくい用語や絡み合った略語が関

係しているでしょう。以下に業界用語集をご用意しましたのでご参照ください。 

 

A 

Addressable TV （アドレサブルTV）: テレビモニターのセットトップボックスにおい
て広告配信を可能にするテレビ。オーディエンスをセグメンテーションし、リニア

（従来型のテレビ放送）もしくはビデオ・オンデマンド（VOD）に、ケーブル、衛
星、セットトップ・ボックスを介して世帯あるいはゾーン・レベル（世帯グループ）

で異なる広告または広告ポッドを配信する手法をとる。 

Ad Fraud （アドフラウド または無効トラフィックとも呼ばれる): オンライン広告イ
ンプレッション、クリック、コンバージョン、あるいはデータ・イベントを収益目的

で詐欺的に表示する問題。 

Ad Verification （アドベリフィケーションまたは広告検証）: 広告が意図したサイト
に表示され、ターゲットとするオーディエンスにリーチし、キャンペーンの条件に従

って実行されるようにするテクノロジー・サービスで、ベンダーによって提供され

る。 

ads.txt: Interactive Advertising Bureau（IAB、インタラクティブ・アドバタイジン
グ・ビューロー）が承認したテキスト・ファイルで、未許可のインベントリ販売を防

止し、購入するインベントリの有効性をバイヤーが確認できるようにすることを目的

とする。パブリッシャーは、自社のインベントリを販売する権限のある企業のリスト

を含むテキスト・ファイルを、それぞれのWebサーバーにドロップします。プログラ
マティック・プラットフォームはads.txtファイルを統合し、どのパブリッシャーのイ
ンベントリを販売する権限があるかを確認します。 

Audience Profile （オーディエンス・プロファイル）: ターゲット・オーディエンスに
ついてわかっている属性の一覧（デモグラフィック、位置情報、関心、購買意欲、購

入履歴等）。 

Audience Reach（オーディエンス・リーチ）: デジタル・プログラム（Webサイト、
パブリッシャー、ネットワーク等）を介してリーチしたオーディエンス・ターゲット

のパーセンテージ。 

Audience Segmentation（オーディエンス・セグメンテーション）: ターゲット・オ
ーディエンスを、デモグラフィック、購買意欲、関心、位置情報、購買履歴、その他

の行動など、あらかじめ定義されたコンバージョンの可能性のある属性で分類するプ

ロセス。 

5 
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B 

Behavioral Targeting（行動ターゲティング）: 消費者のオンライン閲覧行動に基づ
いて表示される広告。 

Bot（ボット）: ノンヒューマン・トラフィックの一形式 

Brand Safety （ブランド・セーフティ）: 広告インプレッションが適用されるパブリ
ッシャーのサイト上で、不適切または問題のあるコンテンツだった場合に発生しうる

ネガティブもしくは有害な影響からブランド・イメージを保護することを目的とした

測定値。 

BTR (Buy-Through Rate、バイスルー・レート): 国内のベースラインと比較した、
規定のオーディエンスに対する販売活動の実際の測定値。 

 

C 

Connected TV（コネクテッドTV）: インターネット接続したテレビ。TVに接続でき
るデバイス（Xbox、PlayStation、Roku、Amazon Fire TV、Apple TV、Chromecast
など）、もしくはストリーミング動画コンテンツを視聴できるスマートTV。 

Contextual Intelligence（コンテクスチュアル・インテリジェンス）: コンテンツ
や、ユーザーがコンテンツとどのようにインタラクションを持つかを分析することで

得られる、情報やインサイト。任意の時点において企業がどのようにユーザーとエン

ゲージできるかについて、膨大なインサイトを提供します。 

Conversion（コンバージョン）: マーケティング・メッセージを受け取った人が、期
待どおりのアクションを行うポイント。 

Cookie：あるWebサイトからWebブラウザに送られる小さなデータで、ユーザーの
閲覧行動や好みを匿名性を確保してキャプチャすることを目的としています。 

CPA (Cost Per Acquisition、顧客獲得単価)：広告がコンバージョンをもたらした場
合のみ支払いが生じる広告手法の1つ。 

CPC (Cost per Click、コスト・パー・クリック) ：オンライン・メディアにかけた費
用をクリック数で割った金額。 

CPL (Cost per Lead、コスト・パー・リード) ：広告主のオファーに関心がある消費
者がサインアップにした場合に、広告主の支払い額をサインアップ数で割ったもの。 

CPM (Cost per Mille、コスト・パー・ミル) ：一般的に使用される測定値で、視聴者
への広告表示1,000回を一単位とした場合の広告費（1CPMあたりxx円など）。 

Cross-Channel Marketing（クロスチャネル・マーケティング）：オフライン、オン
ライン、モバイル、ソーシャル、サーチでのインタラクション全体を通してターゲッ

ト・オーディエンスを特定し、関連性のある一貫したメッセージでエンゲージする機

能。 
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Cross-Device Matching（クロスデバイス・マッチング）：異なるマーケティング・
チャネルやデバイスをまたいだ複数のアイデンティティを1人の顧客プロファイルに
結び付ける機能。これによりマーケティング担当者は、一顧客が様々なデバイスで行

うインタラクションを理解し、より一貫性のあるマーケティング活動の展開が可能と

なります。また、メディアの無駄を最小限に抑えつつ、個人向けにパーソナライズさ

れた関連性の高いエクスペリエンスを総合して提供することができます。 

Custom Audiences（カスタム・オーディエンス）：価値の高い見込み客をターゲッ
トとすることを目的として、興味関心、エンゲージメント、ドメインから構築された

オーディエンス。 

CDP (Customer Data Platform、カスタマー・データ・プラットフォーム)：さまざ
まなタッチポイントにわたって顧客データを集約および管理するソフトウェアで、他

のソフトウェア・システムやマーケティングとの連携で使用されます。 

CRM (Customer Relationship Management、顧客関係管理)：企業と既存および将
来の顧客との対話を管理するためのモデルもしくはテクノロジー。 

 

D 

Data Activation（データ・アクティベーション）：データ・インテリジェンスを
シームレスに実行レイヤーにプッシュすることで、広告ターゲティング、サイトの

最適化、ルックアライク・モデルの作成、あるいはクリエイティブ・カスタマイゼー

ションに影響を与える機能。 

DaaS (Data as a Service)：費用効率の高いアジャイル型モデルで、マーケティング
担当者は無制限の量のデータを活用することができます。DaaS によりユーザーは、
さまざまなシステムやプロセスを越えてデータを活用することができるため、顧客エ

ンゲージメントをより関連性の高いそしてインパクトのあるものにすることができま

す。 

DDM (Data-Driven Marketing、データ・ドリブン・マーケティング)：あらゆるソ
ースのデータを使用し、誰が、どこで、いつ、どのようにといった要素をより的確に

判断可能にするマーケティング手法。 

DMP (Data Management Platform、データ・マネジメント・プラットフォーム)：
マーケティング担当者が、オンライン・マーケティング・キャンペーンで使用するフ

ァーストパーティ・データを集中化、管理、解析するのためのシステム。一部の

DMPではセカンドおよびサードパーティー・データを追加したり、他のメディア・
プラットフォームと接続し、さまざまなチャネルやデバイスにデータをプッシュする

ことができます。 

Data Onboarding（データ・オンボーディング）：実店舗のトランザクションや
CRMデータ等のオフラインで収集されたデータを、マーケティングや広告キャンペー
ンで使用するためにオンラインの世界に転送するプロセス。 

Declared Data（申告データ）：個別の消費者によって意図的かつ明示的に共有され
る、ファーストパーティ・データの一種。多くの場合、動機、購買意欲、関心、プレ

ファレンスが含まれます。 

DSP (Demand Side Platform、デマンド・サイド・プラットフォーム)：キャンペー
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ン管理のためのテクノロジーで、バイヤーは、1つのインタフェースから複数のアド
エクスチェンジおよびデータエクスチェンジ・アカウントを管理することができま

す。 

Deterministic（特定型）：「観察」から成り立つもので、ユーザーを推定する「推
測型」と対比関係にあります。特定型データは、通常Eメール、ユーザーID、電話番
号など安定したIDで始まります。 

 

E 

現時点ではありません。 

 
F 

Frequency（フリークエンシー、頻度）：指定の時間内における、個人がオンライン
広告メッセージの配信を受けた回数の平均値。 

 

G 

GIVT (General Invalid Traffic、一般的な無効なトラフィック)：業界の既知のクロー
ラー (検索エンジンなど) によって生成される、詐欺的でないトラフィック。 

 

H 

現時点ではありません。 

 
I 

Identity（アイデンティティ）：オンライン上に存在する個人、組織、電子機器に
関する情報の本体。 

Identity Resolution（アイデンティティの検証）：アイデンティティ・グラフを高品質
に保つことにより、マーケティング担当者は意図するオーディエンスにリーチし、不

正確なデータにマーケティング費用を浪費していないことに自信を持って、パーソナ

ライズされたエクスペリエンスをデバイスやチャネルに配信することができます。 

Impression（インプレッション）：オンライン広告を消費者に表示すること。 

Inferred（推定された）：(「Probablistic（推定型）」を参照。) 

In-Flight（インフライト）：キャンペーン実行中であることを意味する用語。 

In-Market（購買意向が強い）：顧客が積極的に購入を検討していることを意味する
用語。 
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IAB (Interactive Advertising Bureau、インタラクティブ・アドバタイジング・ビ
ューロー)：オンライン広告の業界標準を作成し、リサーチを実施し、法的支援を提
供する業界団体。 

IVT (Invalid Traffic、無効トラフィック)：広告主の費用やパブリッシャーの収益を
人為的に増やす可能性があるクリックやインプレッション。 

 

J 

現時点ではありません。 

 
K 

現時点ではありません。 

 
L 

Lead Generation（リード・ジェネレーション）：消費者の関心や問い合わせを企
業の製品やサービスに反映させること。 

Linear TV（リニアTV）：スケジュールされたテレビ番組を時間通りにオリジナル
のチャネルで視聴する従来のシステム。DVRに録画して後で視聴することも可能で
す。（デジタル時代以前にテレビとして知られていたもの) 

Lookalike Audience（類似オーディエンス）：基となるシード・オーディエンスと
同様の行動を取るユーザーで、これらのオーディエンスを見つけることでキャンペ

ーンを拡大し、リーチや効率性を高めることができる。特定の目的に応じてモデル

をカスタマイズすることが可能です。 

 

M 

MadTech：消費者の複合図を作成するための広告、マーケティング、テクノロジー
の融合。 

■ Marketing Technology (MarTech) は、マーケティング担当者がオンライン・
マーケティング・キャンペーンを作成、実行、管理し、Eメール・マーケティン
グ、ソーシャルメディア管理、A/Bテスト、パーソナライゼーション、ユーザー・
フィードバック調査、Web解析などのオンサイト・マーケティングを実施するた
めのソフトウェアです。これは、ファーストパーティ・データ/同意/個人を特
定できる情報（PII）を使って、カスタマー・ジャーニーを促進することを表し
ています。 
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■ Advertising Technology (AdTech) は、広告主や広告代理店による、複数の
Webサイトやアプリにわたるオンライン広告キャンペーンの作成、実行、計
測・検証、管理を支援します。またパブリッシャー（Webサイトおよびアプ
リ）は広告スペース（インベントリ）を多くの広告主に販売することができま

す。これは、サードパーティ・データあるいは外部プラットフォームを使って

顧客にリーチすることを表しています。 
 

Malware（マルウェア）：コンピュータ、サーバー、クライアント、コンピュータ・
ネットワークに意図的に害を与えるようデザインされたソフトウェア。 

Match Rate（マッチング率）：2つの異なるファイルに存在する記録が一致する率。 

Measurement（計測・検証）：データ分析によりマーケティング・キャンペーンの
影響を追跡し理解すること。 

MRC (Media Rating Council、メディア測定評議会)：有効かつ効果的で、信頼でき
るオーディエンス測定サービスを目指す、米国の独立団体。 

MAID (Mobile Advertising ID、モバイル広告ID)、Device ID (デバイスID) とも呼ば
れる：モバイルのオペレーティングシステムによってデバイス・レベルで生成され

る、リセット可能な広告IDシグナル。モバイルアプリ (Apple IDFA、Android ADIDな
ど) の広告に使用されます。 

Modeling（モデリング、モデルの作成）：サードパーティー・データを使い、シー
ド・データからの高パフォーマンス属性に基づいて統計モデルを作成すること。通常

デモグラフィック・データや行動データが使用され、広告主はリーチを増やすことが

できます。 

MTA (Multi-Touch Attribution、マルチタッチ・アトリビューション)：企業にとっ
て重要なダウンファネル・メトリック、すなわち機会と収益という形で、B2B マー
ケティング戦略の価値を証明する手法。 

 
N 

Native Advertising（ネイティブ広告）：表示されるメディア・フォーマットの外
観、フィーリング、機能に一致する有料の広告。ネイティブ広告は、ソーシャルメ

ディアのフィードとして、あるいはWebページ上の推奨コンテンツとして表示され
ます。ディスプレイ広告（バナー広告）とは違い、広告のようには見えません。 

 
O 

Offline Data（オフライン・データ）：実店舗での購入など、物理領域における消費
者行動から生成されるデータ・ソース。 

Online Data（オンライン・データ）：オンライン行動から生成されるデータ・ソー
ス。 
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P 

Panel-Based Data（パネルベース・データ）：データ検証手法の1つで、3名のデー
タ・サイエンティストで構成されるランダムなグループによって、オンライン・プ

ロファイルの正確性が検証されます。 

People-Based Marketing（ピープルベース・マーケティング）：オンラインとオフ
ラインの両方のソースから顧客データを収集することで、あらゆるデバイスの顧客

をより正確に認識し、リーチするマーケティング手法。 

PII (Personally Identifiable Information、個人を特定できる情報)：消費者を特定
するのに利用できる、氏名、住所、Eメール・アドレス等の個人データ。 

Pixel（ピクセル）：Webページに配置される小さなコードで、インターネット上の行
動や関心についてのデータを匿名性を確保してキャプチャすることを目的とします。 

Postal ID（ポスタルID）：顧客の住所を基に作成されたID。 

Post-Bid：広告配信後の対応。安全でない環境に広告が配信されることを予防する
のではなく、前日に広告が配信された場所について報告します。これにより広告主は、

プレースメントが適切であったかどうか、また以降の広告配信についてルールを変更

するかどうかを判断することができます。 

Pre-Bid：広告配信前の対応。広告主がプレースメントに入札すると、事前に決定さ
れたルールセットに基づいてサードパーティーがそのページをスキャンし、広告の

表示に適切であるか確認します。 

Predictive Analytics（予測アナリティクス）：データ、統計アルゴリズム、機械学習
の手法を使い、過去のデータに基づいて潜在的な成果を特定します。 

PDM (Private Data Marketplace、プライベート・データ・マーケットプレイス)：
データ・プロバイダが、個々のバイヤーを対象としたカスタム・プライベート・セ

グメントを作成することができます。 

Private Exchange（プライベートエクスチェンジ）：パブリッシャー、あるいはパ
ブリッシャーのグループが、そのサイト内において広告主が広告を掲載し、消費者

をターゲットできる購入プラットフォームを提供する仕組み。 

PMP (Private Marketplace、プライベートマーケットプレイス)：手腕のあるパブリ
ッシャーが、選ばれた広告主のグループに広告インベントリをオファーする、招待

制のマーケットプレイス。 

Probabilistic（推定型）：出来事のパターンやIDの特性に基づいて推定される、2つ
のID間のつながりを含むデータ。 

Programmatic（プログラマティック）：広告の一種で、特定のオーディエンスやデモ
グラフィックをターゲットにすることで、メディア購入の意思決定の自動化と最適化

を支援します。 

PBT (Purchased-Based Targeting、購入ベースのターゲティング)：過去の購買行
動が将来の購買の指標となるという前提で、オーディエンスの実際の購買履歴に基

づいて行うターゲティング。 
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Q 

現時点ではありません。 

 
R 

RTB (Real-Time Bidding、リアルタイム入札)：オンライン広告を即座に購入し配信
できるテクノロジー。広告主は、前払いした広告スペースをリザーブする代わり

に、広告インプレッションごとに入札することができます。最高額を提示した入札

者がインプレッションを購入し、その広告がページに掲載されます。 

Recency（リーセンシー）：プロファイルが前回属性にタグ付けされてから、どの
くらいの時間が経過したか。 

Response Rate（レスポンス・レート）：メール等のコンタクトによるプロモーシ
ョンへの反応の割合を、パーセンテージで示したもの。 

Retargeting（リターゲティング）：オンライン・ターゲティング広告の一種で、以
前Webサイトを訪問したことがある人、あるいはデータベースにコンタクト（見込
み客または顧客）として存在する人を対象としています。 

Retention（リテンション）：顧客を満足させ、再び購入する (アップセルあるいは
更新) 可能性を高める能力。 

Retention Campaign（リテンション・キャンペーン）：既存の顧客に対して実施さ
れる、ブランド、製品、あるいは企業と引き続きエンゲージし、離れないようにす

る取り組み。 

ROAS (Return on Ad Spend、広告費における費用対効果), または広告総利益：広
告キャンペーンの収益をキャンペーンの費用で割って算出した指数。 

ROI (Return on Investment、投資利益率)：売上リフトや直接売上など、マーケテ
ィング投資に対する利益。 

RPM (Revenue per Mille、レヴェニュー・パー・ミル)：1,000件の広告インプレッ
ションから得られる収益。CPMが広告主によって計測されるのに対し、RPMはパブ
リッシャーによって監視されます。 

 

S 

Segment（セグメント）：消費者プロファイルの属性グループ。そのカテゴリー
は、「男性」や「女性」などの1つの属性を用いた広範なものから、「ミレニアム世
代の女性の出張旅行者」など複数の属性を組み合わせた非常に具体的なものまで多

岐にわたります。 

SSO (Site-Side Optimization、サイトサイド最適化)：Webサイトの外観を訪問者の
プロファイルに基づいてカスタマイズする機能。 
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SIVT (Sophisticated Invalid Traffic、高度な無効トラフィック)：一般的には詐欺的
行為によって生じ、検出は困難なトラフィック。これら詐欺的行為の行為者は、自

らの行為が合法的であるよう見せかけるため、高度なアナリティクスや調整、複数

ポイントでの確証作業、そして検出、特定、分析のためにかなりの人の介入が必要

となります。 

SSP (Supply-Side Platform、サプライサイド・プラットフォーム)：複数のデータ・
ソースを利用するWebあるいはモバイル・パブリッシャー向けに、オーディエンス管理
のためのソフトウェアやサービスを提供する企業。これによって広告スペース・イ

ンベントリ（在庫）を管理し、広告を掲載し、収益を受け取ることができます。 

Syndicated Audiences（シンジケート・オーディエンス）：最善のオンライン検索
および閲覧シグナル、さらにオフラインの購買履歴データとデモグラフィック・デ

ータを使って構築されたオーディエンス。適切なオーディエンスにリーチすること

を可能にします。 

 

T 

Taxonomy（タクソノミー）：データを、理解しやすいよう整理して階層化するプ
ロセス。例：購入履歴->電子機器->テレビ->HDTV。 

 

U 

UV (Unique Visitor、ユニークビジター)：訪問した回数に関係なく、指定の時間内
にWebサイトを訪問したユーザー。 

 

V 

View（閲覧）：ユーザーに広告が表示されている状態。 

Viewability（ビューアビリティ）：特定のページ上でユーザーに表示されていたイ
ンプレッションのみを追跡することを目的とする、オンライン広告メトリック。 

 

W-Z 

現時点ではありません。 
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