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　【AI】　

デジタルマーケティングにおける
AI・機械学習の活用方法

有益  伸一　　　電通デジタル　マネージャー

じた話であり，デジタルマーケティングにおけるほんの

一部分に過ぎないという事です。

　そして近年デジタルマーケティングは数年前よりも

遥かに多領域化，複雑化しており，世のマーケターは対

応に追われ，業務の自動化・省力化を目指す傾向にあり

（マーケティングオートメーションは正にその申し子と

言えるでしょう），機械学習はそれらを解決するソリュー

ションの最右翼として目され始めています。

　様々な機械学習自動化ツールが市場に出回り始めたも

のの，デジタルマーケティングの領域ではそれほど機械

学習の活用が進んでいない事もまた確かであり，この記

事はそういった状況の改善の一助になればと考え執筆し

ております。

　

1　はじめに

　デジタルマーケティングと機械学習の歴史は意外にも

古い事をご存知でしょうか？ 2009 年頃，検索連動型広

告でのターゲティング最適化に使われるなど，運用型広

告での機械学習の利活用は早くから進んでいました。

　機械学習は広告ターゲティング最適化以外でも広告

リード文の自動生成や，コンバージョンしたユーザーに似

た行動特性・属性を持ったユーザーを見つけ出し拡張配信

するなど，多くの場面で使われており，実は多くのデジ

タルマーケターはその恩恵に預かっていたと言えます。

　ですが，これはあくまでもマーケティングファネルに

おけるアクイジション（新規見込み客獲得）の部分に閉

《PROFILE》

略歴：

M＆ A事業のデューデリジェンス業務や，データマーケティングを軸とした経営企画，事業推進，
マーケティングコンサルティング業務を経て現職。
AI（機械学習 )，MA，CRM，DMP，BI 等の最新マーケティングテクノロジーを統合的に活用し，企業の
デジタルトランスフォーメーションを実現し，経営課題・事業課題を解決に導く事を強みとする。
また，国内外の最新デジタルツールの発掘・アライアンスも得意とし，デジタルマーケティング関連の
講演・寄稿多数。

図 1　マーケティングファネル図（今までは点線の範疇で機械学習が多く活用されていた）
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2　マーケティングオートメーションと
機械学習の融合

　2014 年のお話しです。この年は日本におけるマーケ

ティングオートメーション元年と呼べる年であったと筆

者は強く記憶しています。

　デジタルマーケティング先進国の一角であるアメリカ

から本格的かつキャッチーでわかりやすいマーケティン

グオートメーションツールが上陸したのです。

　従来であればメールマーケティングの成果はメール

マーケティングの中で，Web マーケティングの成果は

Web マーケティングの中で，運用型広告の成果は運用

型広告の中で完結する。

　そういったある種の蛸壺的デジタルマーケティングが

主流でした。（もちろんこの時代にあっても One ID に

よる統合デジタルマーケティングを目指した企業もあり

ましたが。）

　そこへ運用型広告のアクイジションからWeb やメー

ルでのナーチャリング，さらには LTV 最大化までをワ

ンプラットフォームで目指そうとするツールが現れたの

で感度の高いマーケターは目をキラキラさせながら夢中

になったわけです。

　そんなマーケターの思いはこうです。「見込み顧客が

ホットなのかコールドなのか，これを点数化して営業部

門に共有したい」

　しかし多くのマーケターの頭を悩ませる難問がありま

した。

　スコアの増減を管理する上で人間が考えたルールベース

では多様なパターンには対応しきれないという難問です。

　例えば Aというページにきたら 30点プラス，メール

Bが 3日開封されなかったら 10点マイナスといった具

合にルールベースを組んだとしてもこれはあくまでも

マーケターが仮設を立てたシナリオの一つであってとて

も全てのパターンまでカバーできないのです。

　またもしかするとある人にとっては Aというページ

を閲覧する事で本当はスコアが下がる（興味関心がなく

むしろ逆効果のケース）場合もあり，そうしたケースを

管理する事は至難の業でした。

　ですがそこへ機械学習をソリューションとして組み込

む事で見込み客の属性や膨大な行動パターンから「その

人の今現在のホット度合いは何点なのか？」を非常に正

確かつスピーディーに，そして「理由も添えて」アウト

プットする事ができるようになったのです。

　もう少し掘り下げて解説しましょう。

　過去に 500 人の商品成約ユーザーと 500 人の非成約

ユーザーがいたとします。

　このユーザー群はそれぞれどういった性年代で，リー

ド化した際に運用型広告経由なのか，それとも展示会誘

引なのかや，メールマガジンの開封・非開封，リンクの

クリック有無，更にはWeb サイトでどんなページをど

れだけ見たか等のデータを持っているとします。

　このデータは Excel の形式で存在しているイメージを

持って頂けるとわかりやすいかと思います。

　つまり列に性別，年代，リード化要因…etc という具

合，行は 1人のデータが 1行に人数分なので 1,000 行。

そして非常に重要なのが列には「成約したかどうか」が

あり，行には Yes or No のいずれかが必ず入っている状

態が望ましいです。

　これらデータを Random Forest や XGBoost といった

機械学習アルゴリズムに投入し学習させるのです。（AI

にデータを食べさせ学習させる，という表現がわかりや

すいかもしれません）

　そうすると過去の成約可否データを元に機械学習のモ

デルは「どんなパターンを持った人が成約しやすいか」

を膨大な計算の中から見つけ出してきてくれるわけで

す。それも 1つのパターンではなくありとあらゆるパ

ターンを，とても人間には真似できないスピードと正確

さで，です。

　こうすることにより今現在まだ成約可否がわかってい

ない新規見込み客が来たとしてもその見込み顧客がその

時点で「何点」であるかを機械学習モデルが教えてくれ

るので点数が高ければそのままシステムを通じて営業担

当に通知すれば良いですし，低ければナーチャリングの

プロセスを踏めば良いのです。

　さらに一部の機械学習アルゴリズムを用いると，

「どういった要因が効いて点数が高いと判断したのか」

や「要因の数値が高いから成約の点数を押し上げたのか，

逆に要因の数値が低いから点数を押し下げたのか」など

を知る事ができるのも大きなメリットと言えます。

　多くの営業担当が「AI が点数だけ持ってきても本当

かどうか信用しづらい…」と考えますが，しっかり理由

を添える事によって非常に高い納得感をもたらす事がで

きるのもメリットです。
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デジタルマーケティングにおける AI・機械学習の活用方法

　筆者の体験としても， 特にマーケティングオートメー

ションと機械学習の連携はメリットがあると感じています。

　それはやはり人間が処理しきれない程のパターンをス

ピーディーに見つけ出しシステムとして連携する事によ

る作業時間の低減によるものです。

　こうして機械学習によってもたらされた余剰時間は

マーケターが本質的に行うべき「人間にしかできないク

リエイティビティの高い時間」として使う事ができると

思います。

3　デジタルマーケティングにおける最
先端の機械学習活用事例とこれから

　ここまでのお話しで機械学習がどんなケースで有用そ

うかのイメージが付いたのではないかと思います。ここ

からはいくつかの最先端事例をお話しさせて頂きます。

　目の前の顧客リストにコンバージョン確度のスコアが

0～ 100 で振られたリストがあったとします。

　我々マーケターが考える事は恐らくこうでしょう。

　「100 点～ 80 点位の人は特にアクションをこちらか

らしなくても自然とコンバージョンしてくれそうだ。そ

うなると 70 点～ 50 点辺りの見込み顧客にもう一押し

何か有効なアクションをしてあげられれば結果的にこの

見込み顧客群を 100 点～ 80 点の層に引き上げる事が

できるのではないか？」

　そうです，多くの場合我々が真に行うべきは中程度の

見込み客に効果的な施策を打つ事です。

　機械学習のモデルを作った事で見込み顧客の点数はわ

かるようになりました。ですがまだこれだけでは不十分

です。

　ですので点数とWeb 行動を変数としたクラスタリン

グを行い，同じクラスタに属している見込み顧客で点数

が高い見込み顧客と中程度の見込み顧客でWeb 行動の

違いが何かを比較・抽出します。

　これによって「もう一押し」のアクションを見つけ出

しコンバージョンレートを大きく引き上げる事例が多数

あります。

　見込み客のWeb 行動がしっかり取れていてバラエ

ティもある程度多いケースで有効な手法ですので，多く

の企業が業種業態関係なく使う事ができ，とてもオスス

メです。

　最後にこれからの機械学習の活用方法についてお話し

できればと思います。

　ごく直近の潮流としてマルチモーダルな機械学習手法

が注目されています。

　これは一体どんな手法かと言いますと，画像認識 AI

（猫を猫，犬を犬と見分ける AI など）と従来の数値やテ

キストを使った機械学習とを組み合わせ高い精度を出す

機械学習モデルを作成する手法です。

　ピンとこない方もいるかと思いますが，実は従来この

画像とテーブルデータを混ぜた機械学習モデル構築は難

易度が高かったのです。

　ですが技術の進歩によってこれもとてもやりやすく

なっています。

　活用の例としては不動産販売における正確な中古価格

予測を AI にさせるケースがあります。

　これは間取り，平米数，駅からの距離などの情報から

価格予測をしていたところに外観や内観の画像を画像の

まま取り扱い組み合わせモデル構築を行う事で間取り，

平米数，駅からの距離などの情報だけで価格予測をして

図 2　スコアリングを機械学習で行う際のフローイメージ
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いた時よりも高い精度を出す事が可能となります。

　また，ブランド品の査定などにも同様のスキームを活

用して行う事が可能です。

　年式やブランド名，商品名などはテキストや数値デー

タとして投入し，商品の外観を写真で撮影する。これに

よって傷み具合や傷等を判断する事で高精度な価格予測

を行う事ができるのです。

4　おわりに

　デジタルマーケティングにおける AI，機械学習の利

活用はまだ発展途上です。逆を言えば組み合わせである

とか発想の転換や工夫で画期的な手法をこの記事を読ん

でいる貴方自身が産み出す可能性があるとも言えます。

　AI や機械学習と呼ばれるものを恐れず積極的に取り

入れマーケターとして日々の業務を更に素晴らしいもの

にしていきましょう。


