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あらまし オンライン広告はインターネットの経済を支える大きな柱の一つであり，ビジネスと学術の両方から大き

な注目を浴びている．本稿ではオンライン広告のコンバージョン率 (conversion rate; CVR) を予測するモデル（CVR

予測モデル）の素性について評価を行う．CVR 予測モデルの精度向上は広告効果の最大化に不可欠である．『Yahoo!

ディスプレイアドネットワーク』の配信システムログを用いて CVR 予測モデルの素性を評価し，その有用性を検証

した．
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1. 導 入

オンライン広告はインターネットの経済を支える大きな柱の

一つである．そのため，この分野はビジネス的に，また学術的

にも大きな注目を浴びている．オンライン広告の例としては，

検索サイトにおける検索連動型広告，ポータルサイトにおける

ディスプレイ広告，ニュースサイトやブログ記事のページにお

けるコンテキスト広告が挙げられる．

広告主がオンライン広告を出稿する理由にはさまざまな動機

が考えられる．例えば，ショッピングサイトを運営する広告主

の場合，ユーザーに自社サイトで商品を購入してもらうことを

目的として広告を出稿することが考えられる．このような広告

主が目標とする特定のユーザー行動をコンバージョンと呼ぶ．

コンバージョンの定義は広告主や広告キャンペーンごとに異な

り，上記の商品購入以外にもウェブサービスへの会員登録やス

マートフォンアプリのインストールを例として挙げることがで

きる．扱う商品が不動産などの高額商品であり，オンラインで

決済まで至ることが難しい場合には商品の資料請求がコンバー

ジョンとして定義されることもある．

オンライン広告では広告効果を測るための重要な指標として，

コンバージョン数やコンバージョン率 (conversion rate; CVR)，

コンバージョンごとのコスト (cost per acquisition; CPA)が用

いられている．広告主はこれらの指標を用いて広告効果の測定

や最適化を行う．

広告効果を最大化するとはすなわち，限られた広告予算の中

で数多くのコンバージョンを得ることと言い換えることができ

る．従来のオンライン広告では広告効果を高めるために，ター

ゲティングという仕組みを用いて特定のユーザー集合や時間帯

にのみ広告を配信することがされてきた．ターゲティング設定

を行うことで，ユーザーの性別や年齢などの属性やオンライン

上での行動履歴をもとにした，ある特定のセグメントにのみ広

告を配信することができる．これにより CPAが低いユーザー

集合にのみ広告配信を行うなどの制御が可能になる．

従来のオンライン広告におけるターゲティングは上記のよう

に，定められた区分の中からユーザー集合を選択するものだっ

たが，近年ではそれぞれの広告キャンペーンごとに最適なユー

ザー集合を動的に作成することも行われるようになった．また，

real time bidding (RTB) と呼ばれる，各広告インプレッショ

ンごとにオークションへの参加や入札額をリアルタイムで決定

する仕組みも広く浸透してきた．このような動きにより CVR

予測の重要性は高まっている．CVR予測の精度を高めること

で，各広告キャンペーンは広告効果を最大化するよう，適切に

予算を配分することが可能になる．

CVR 予測と似た問題として，広告のクリック率 (click-

through rate; CTR)を予測する，CTR予測がある．現在の広

告配信システムでは，広告配信ログをもとに機械学習で CTR

や CVRを予測するモデルを構築するのが一般的である．CTR

予測モデルは CVR予測モデルに先んじて，検索連動型広告や

コンテキスト広告に対して多くの研究がされてきた [4], [13]．そ

のため CVR予測では CTR予測で用いられた素性やモデルな

どの知識が活かされている．しかしながら，コンバージョンは

クリックと比較して数が少なく，また広告キャンペーンごとに

定義が異なる．加えて，広告がクリックされるかどうかはウェ

ブページやユーザーと広告自体によって決まる一方，コンバー

ジョンは広告主サイトの内容や構造にも影響を受けていると考

えられる．これらのことから，CVR 予測と CTR 予測に対す

る有効なアプローチには違いがあると考えられる．

本稿ではクリック課金型広告の配信ログを用いて CVR予測

モデルの素性を評価し，その有用性を検証する．クリック課金

型広告とは，広告が配信されたページを閲覧しているユーザー

が広告をクリックして広告主の設定したページに移動した場

合に，入札額に基づき課金される仕組みである．広告クリック

時に課金が行われることから，本稿では広告クリックを経たコ

ンバージョン (post-click conversion) 確率の予測について

扱う．

本稿の構成は以下のとおりである．2章では研究背景につい

て述べる．続く 3章では今回用いるデータセットと素性につい

て説明する．4章では CVR予測モデルについて述べる．5章で

は実際の広告配信ログを用いた評価を行った結果を紹介する．

これらを受け 6章では本稿を結び，将来の展望について述べる．



2. 研 究 背 景

この章では，まずオンライン広告の概要について説明する．

続いて関連研究について述べる．オンライン広告の全体像につ

いては Broder らの講義資料 [3] や Yuan らの文献 [20], [21] が

詳しい．

2. 1 オンライン広告の概要

オンライン広告には，広告主，パブリッシャー，ユーザーと

呼ばれる三種類の主要なプレイヤーが存在する．広告主は広告

を出稿することにより，自社のブランド力向上や製品購入など

を目指す．パブリッシャーはウェブページのオーナーであり，

保有するウェブページ上に広告を掲載して収益を得ることを目

的とする．ユーザーはパブリッシャーのウェブページを訪れ，

そこに掲載された広告を閲覧する，広告主の潜在的な顧客であ

る．広告を閲覧したユーザーは広告のクリックやウェブ検索を

通して広告主のサイトを訪れることがある．

ユーザーがオンライン広告に触れて広告主の顧客となるに

はインプレッション，クリック，コンバージョンの三段階を経

る．インプレッションとは，ユーザーがウェブページに掲載さ

れた広告を閲覧することを表す．クリックは，ユーザーが表示

された広告をクリックすることを指す．これによりユーザーは

広告主があらかじめ指定したウェブページに遷移する．コン

バージョンは，広告主が目標とする特定のユーザー行動である．

ショッピングサイトを運営する広告主の場合，コンバージョン

の例として，自社サイトで商品を購入することが挙げられる．

ユーザーから見たインプレッション，クリック，コンバージョ

ンの流れを図 1に示す．

パブリッシャーはウェブページに広告を掲載する見返りとし

て，広告主に課金を行う．オンライン広告の課金方式は複数あ

り，例として，広告表示ごとに課金を行うインプレッション課

金や，ユーザーが広告をクリックするごとに課金を行うクリッ

ク課金が挙げられる．現在のオンライン広告の一部では，広

告表示の機会ごとにオークションが行われている．このオーク

ションでは，対象のインプレッション機会に対して複数の広告

キャンペーンがそれぞれ入札額を提示し，良い条件を提示した

キャンペーンから順に広告が表示される．これは，各広告キャ

ンペーンは広告表示の機会ごとに，その権利を得るオークショ

ンに参加すると言い換えることができる．一般的にパブリッ

シャーは収益を最大化することを目的とするため，期待収益の

高い順に広告が表示される．ここでの期待収益は広告を掲載し

た際に得られる課金額の期待値のことを指し，インプレッショ

ン課金であれば入札額，クリック課金であれば入札額と CTR

の予測値を掛け合わせた値である．実際の課金額はオークショ

ン方式により異なり，オンライン広告で一般的に用いられる

generalized second price auction (GSP) では，次点の広告の

期待収益をもとに課金額が決定される．

例えば，クリック課金型の検索連動型広告の場合，広告主は

広告掲載の依頼時に特定の検索キーワードに対して入札額を設

定する．ユーザーがウェブ検索を行った際，検索結果画面への

広告表示に対するオークションが行われ，入力された検索キー
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図 1 ユーザーから見たインプレッション，クリック，コンバージョン

の流れ．(1) ユーザーはパブリッシャーのウェブページを訪問

し，(2) ページ上に掲載された広告を閲覧する．(3) 興味を持っ

たユーザーが広告をクリックすると，(4) 広告主のウェブページ

に遷移する．(5) ユーザーが広告主のページ上で，商品購入など

の広告主が定義した行動をとるとコンバージョンとなる．(3’-4’)

のように広告閲覧後，クリックを経ずにウェブ検索などで直接広

告主のウェブページを訪問しコンバージョンに至ることもある

が，本稿ではこれは扱わない．

ワードに対して入札設定を行っている広告集合の中で競われる．

1 章で述べたように，ターゲティング設定を行っていた場合，

ユーザーや時間帯などに対する条件が満たされなければオーク

ションへの参加は行われない．一般的に検索結果画面には複数

の広告表示枠があり，上で述べたように期待収益が高い順に，

表示枠に広告が掲載される．ユーザーが広告をクリックすると

パブリッシャーは広告主に課金を行い，課金額は広告主が提示

した入札額をもとに決定される．

近年盛んになった RTBでは，広告主は上の例のように配信

対象と入札額をあらかじめ選択しておくのではなく，インプ

レッションごとにリアルタイムでオークションへの入札額を決

定する．この入札額の決定は，パブリッシャー側から提供され

る，広告が掲載されるウェブページや閲覧するユーザーの情報

をもとに行われる．この仕組みにより，広告主は微細な粒度で

入札額を決めることが可能になった．

広告効果を高めるためには対象のインプレッションで得られ

る広告効果に基づいて，オークションへの入札額を決定するこ

とが必要になる．ショッピングサイトを運営する広告主の例で

は，商品購入につながりやすいインプレッションには高い入札

額を提示し，逆に期待が薄いインプレッションの入札額を 0に

することでオークションに参加しないという手続きが考えられ

る．つまり，予測した CVRの値によって入札額を変化させる

ことにより，広告効果を最適化することができる．

オークションの流れを図 2 にまとめた．近年では，広告主

に代わり広告効果を最適化する demand-side platform (DSP)

や，パブリッシャーに代わり収益の最大化を行う supply-side

platform (SSP)も見られるようになった．

2. 2 関 連 研 究

CVR 予測と関連した問題として CTR 予測を挙げることが

できる．2. 1節で述べたように，クリック課金型広告の期待収

益の計算には CTR予測が不可欠である．そのため，この課金
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図 2 オークションの流れ．(1)ユーザーがパブリッシャーのウェブペー

ジを訪問すると，パブリッシャーはそのページとユーザーへの広

告表示に対してオークションを開催する．(2) パブリッシャーが

各広告主にページとユーザーの情報を送信すると，(3)広告主は

その情報をもとに表示する広告とオークションへの入札額を提

示する．(4) パブリッシャーは各広告主が提示した入札額をもと

にオークションを行い，それに勝利した広告が表示機会を獲得

し，(5) ユーザーの目に触れることになる．

方式が広く使われている検索連動型広告やコンテキスト広告

に対して多くの研究がされてきた [4], [13], [17]．一般的に，広

告の CTR予測は，過去のクリックログを用いて学習された統

計モデルによって行われる．これらのモデルの例として，ロジ

スティック回帰 [5], [6]やプロビット回帰 [9]，Gradient boosted

decision trees [7], [18]が挙げられる．

近年，DSPや RTBによる広告取引が盛んになるに伴い，コ

ンバージョン予測の研究も多くされるようになった．Agarwal

ら [1] は階層構造を持つ素性を用いた Log-linear Model for

Multiple Hierarchies (LMMH)を提案し，ディスプレイ広告の

CTR予測や CVR予測に適用した．Rosalesら [16]はディスプ

レイ広告におけるコンバージョン予測の問題を扱い，クリック

予測とコンバージョン予測の比較を行った．Leeら [10]はディ

スプレイ広告における CVR予測の問題に対して，過去の実績

CVR値を素性としてロジスティック回帰モデルを構築する手法

を用いた．Reyら [15]は予測した CVRを用いて，検索連動型

広告の入札額を調整する手法を提案した．Bagherjeiran ら [2]

はコンテキスト広告において，広告インプレッションからク

リックを経てコンバージョンまで至る，コンバージョンファネ

ルを最適化する手法を提案した．Liuら [11]はディスプレイ広

告において CVRが高いと予想されるユーザーを見つける手法

を提案した．Perlichら [14]はディスプレイ広告の RTB取引に

おけるコンバージョン予測の問題に対して，広告主のサイト訪

問を用いた転移学習のアプローチを提案した．

3. データセットと素性

この章では，本稿で扱うデータセットと素性について述べる．

3. 1 データセット

評価には，『Yahoo!ディスプレイアドネットワーク（YDN）』
（注1）の実際のシステムログを 10週間分用いた．なお，このデー

タセットは，広告自体がテキストからなるテキスト広告と，画

像からなる画像広告の，二種類の広告配信ログが含まれている．

（注1）：http://promotionalads.yahoo.co.jp/service/ydn/index.html

表 1 データセットのサンプル数

学習データ バリデーションデータ テストデータ

正例数 1,803,658 699,437 740,853

負例数 5,236,800 1,902,321 1,902,316

合計 7,040,458 2,601,758 2,643,169

表 2 素性グループ

素性グループ 素性詳細

広告主 広告 ID，広告グループ ID，

キャンペーン ID，広告主 ID，

画像 ID，画像サイズ，

ランディングページの URLID，

カテゴリ，ターゲティング条件

パブリッシャー サイト ID

ユーザー 性別，年代，地域，

デバイス種別，興味カテゴリ

その他 商品コード，マッチング種別，

ウェブページと広告の類似度，

ユーザーと広告の関連度（2 種）

この広告配信ログの前半 6週間分を学習データ，続く 2週間分

をバリデーションデータ，後半 2週間分をテストデータとして

扱った．1章で述べたように，本稿では広告クリックを経たコン

バージョンを扱うため，クリックされた広告のデータを用いる．

データ中の各サンプルはクリックされた広告インプレッション

一つに対応しており，コンバージョンしたか否かがラベル付け

されている．クリックされた後一定期間中にコンバージョンに

至ったインプレッションを正例とし，そうでないものを負例と

して扱った．データは同じ規則にしたがい，フィルタリングと

サンプリングを行った．その結果，負例の量は正例のおよそ 3

倍となった．得られたデータセットのサンプル数は表 1にまと

めている．

3. 2 素 性

素性は種類に応じてグループ分けを行った．それぞれのグ

ループの詳細は表 2にまとめている．

広告主に紐づく素性としては広告の階層構造情報に加え，画

像広告の場合は画像の情報を用いた．広告の階層構造は，広告

主，キャンペーン，広告グループ，広告の順に粒度が細かくな

る．それぞれの IDを素性として用いた．画像広告の場合は画

像自体の IDとサイズを追加で用いた．コンバージョンに至る

かどうかは，広告クリック後に遷移するランディングページの

影響があると考えられるため，その URLの IDを用いた．パブ

リッシャーに紐づく素性としてはサイトの IDを用いた．ユー

ザーに紐づく素性としてはアクセスしたデバイス種別に加えて，

可能であれば性別，年代，地域情報，ウェブ上での行動履歴を

もとに推定した興味カテゴリを用いた．その他の素性として，

各広告の商品コードとマッチング種別を用いた．商品コードは，

ビジネス上の広告商品の区分を表すものであり，YDNでは，イ

ンタレストマッチ，ターゲティング，モバイル，サイトリター

ゲティングなどがある．マッチング種別は，上記のインタレス

トマッチ広告において，広告とインターネットユーザーの興味

関心の関連度を図る際の軸として用いられるものである．加え



表 3 ID 素性のユニーク数

学習データ バリデーションデータ テストデータ

広告 ID 284,561 159,907 164,007

広告グループ ID 199,354 117,141 120,380

キャンペーン ID 60,630 42,510 43,387

広告主 ID 21,555 15,804 16,158

画像 ID 21,124 14,202 14,714

URLID 155,768 91,750 95,846

サイト ID 2,387 2,074 2,083

て，それらのマッチングで計算されるスコアの中から，ウェブ

ページと広告の類似度と，2種類のユーザーと広告の関連度を

用いた．

データに含まれる各 ID素性のユニーク数は表 3にまとめて

いる．また，学習データには含まれなかった IDが，バリデー

ションデータやテストデータに含まれる割合を図 3と図 4に示

した．ユニーク数とサンプル数の両方で，日がたつにつれて新

規 IDの割合が増えていくことがわかる．特に，粒度が細かい

広告 IDの増加率が大きく，2週間経過するとユニーク IDの割

合で約 30%，サンプルの割合で約 25%が未知の ID となった．

増加率の小さい広告主 IDでも，2週間後にはユニーク IDの割

合で約 10%，サンプルの割合で約 5%が新規の IDであった．画

像 IDは，ユニーク数と比較してサンプル数における未知の割

合が少なかった．これは，画像 IDは画像広告でのみ変化し，テ

キスト広告では常に同じ IDをとるためである．これらの結果

から，バリデーションデータやテストデータには学習データに

現れなかった素性が無視できない割合で出現することが分かる．

4. 予測モデル

3章で示したデータセットと素性を用いて CVR予測モデル

を構築した．CVR予測モデルとしては，以下の式で表現され

るロジスティック回帰モデルを用いた．

p(c | a, p, u) = 1

1 + exp(−c(wTx(a, p, u)))

なお，c ∈ {+1,−1}はコンバージョンしたか否かを表す変数で
あり，c = +1の時にコンバージョンしたことを，c = −1の時に

コンバージョンしなかったことを表す．また，p(c = +1 | a, p, u)
は広告 a，パブリッシャー p，ユーザー uが与えられた時に，コ

ンバージョンする確率を表す．x(a, p, u) はその 3 つから抽出

された素性ベクトルを，wはその素性に対応する重みベクトル

を表現している．

過学習を避けるため正則化項として ∥w∥22/2を加え，以下の
最適化問題を解き ŵ を得た．

ŵ = arg min
w

1

2
∥w∥22+C

N∑
i=1

log(1+exp(−ci(w
Txi(a, p, u))))

ここで ∥w∥2 はユークリッドノルム（L2ノルム）， C > 0は

正則化パラメータである．C を変化させて学習データで学習を

行い，バリデーションデータでの評価値が高い ŵ を用いてテ

ストデータの評価を行った．
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図 3 バリデーションデータとテストデータにおける，学習データに含

まれていない新規 IDのユニーク数の割合．横軸は学習データの

最終日からの経過日数．
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図 4 バリデーションデータとテストデータにおける，学習データに含

まれていない新規 IDを含むサンプルの割合．横軸は学習データ

の最終日からの経過日数．

評価では，Chapelle ら [4] の手法に倣い，素性ベクトル

x(a, p, u) の次元数を hashing trick [19] を用いて制限した．

ハッシュ値として 24ビット整数を用い，素性ベクトルの次元

数をおよそ 1,600万とした．

5. 実 験

この章では，用いる素性やモデル，評価指標を変えて実験を

行う．なお，3. 2節で述べたように，ID素性を用いたモデルは

学習時に現れなかった素性が評価時に出現し，時間経過によっ

て劣化することが予想されるため，テストデータに対する評価

値と合わせてバリデーションデータに対する評価値も併記し比

較を行う．

5. 1 AUCによる評価

まずはじめに，一般的な二値分類の問題設定で評価を行った．

各素性グループごとに CVR予測モデルを構築し，area under

the ROC curve(AUC) [12]を評価として用いた．結果が表 4で

ある．なお，表中の値は以下の式による正規化を行った．

AUC =
AUC − 0.5

AUCmax − 0.5

結果を見ると，すべての素性を用いたモデルの AUCが一番

高かった．素性グループ間での比較を行うと，広告主情報を用

いた場合に高いAUCを示した．これは，そもそもコンバージョ

ンの定義が広告主やキャンペーンによって異なるためだと考え

られる．ただし，広告主素性を用いたモデルよりも，すべての

素性を用いたモデルの評価値がわずかながら高いため，広告系



表 4 各素性グループを用いた場合の AUC

素性グループ バリデーションデータ テストデータ

広告主 0.9819 0.9220

パブリッシャー 0.4471 0.3566

ユーザー 0.3733 0.3256

その他 0.4327 0.5092

上記すべて 1.0000 0.9582

の素性以外にも有用な素性があると考えられる．素性グループ

間の比較では広告主素性に次いで，その他グループの素性を用

いた場合，パブリッシャー情報を用いた場合の順でテストデー

タにおける評価値が高かった．単純に考えると，これら二つの

序列は「どのサイトで広告が表示されたか」よりも「どのよう

な広告商品か」が予測に強い影響を与えていることを示唆す

る．しかしながら，それら二つの素性グループは広告主素性と

相関があるため，この結果のみでそのように考えるのは性急で

ある．なお，この二つの序列はバリデーションデータでは逆転

した．その他の素性グループのテストデータにおける評価値が

バリデーションデータの値から向上している一方で，その他の

三つの素性グループでは悪化した．ユーザー情報を素性として

用いた場合の AUCはふるわなかった．

既に述べたように，広告主やキャンペーンごとにコンバー

ジョンの定義が異なり，その難易度は異なる．例えば，あるキャ

ンペーンでは特定のページへのアクセスをコンバージョンとみ

なすために，広告をクリックしたユーザーの大多数がコンバー

ジョンに至る一方で，別のキャンペーンでは高額商品をオンラ

インで購入することをコンバージョンと見なすために，コン

バージョンに至るユーザーが非常にまれ，ということがある．

このような場合，上記の評価で用いたような，評価データ全て

に対する AUCを評価指標とすると，コンバージョンしやすい

キャンペーンのサンプルの予測値を高く，コンバージョンしに

くいキャンペーンのサンプルの予測値を低くするだけで評価値

が高くなる．そこで，次節ではキャンペーンごとの評価指標を

用いることにする．

5. 2 広告キャンペーンごとのAUCによる評価

評価指標として以下の式で定義される，広告キャンペーンご

との AUCをサンプル数で重み付けした値 wAUC を用いる．

wAUC =

∑
camp AUCcamp ×#samplecamp∑

camp #samplecamp

なお，正例と負例の両方を含まないキャンペーンに対しては

AUCの値が未定義であるため，wAUC の計算の候補集合に含

めなかった．この手続きはバリデーションデータとテストデー

タで独立して行った．そのため，バリデーションデータでは

wAUC の計算対象に含まれなかったキャンペーンが，テスト

データの評価では含まれることもある．学習時には，評価の対

象に含まれるか否かには関係なく，学習データ全てを用いて学

習を行った．AUC での評価結果と同じく，報告する値は全て

以下の式を用いて正規化を行った．

wAUC =
wAUC − 0.5

wAUCmax − 0.5

表 5 各素性グループを用いた場合の wAUC

素性グループ バリデーションデータ テストデータ

広告主 0.2507 0.2710

パブリッシャー 0.5584 0.4907

ユーザー 0.3622 0.3776

その他 0.2959 0.3061

上記すべて 0.9015 0.8509

表 6 広告主素性を用いた場合の wAUC

素性詳細 バリデーションデータ テストデータ

広告 ID 0.2315 0.1923

広告グループ ID 0.1852 0.1680

URLID 0.1662 0.0797

広告主素性すべて 0.2507 0.2710

表 7 組み合わせ素性を素性とした場合の wAUC

素性グループ バリデーションデータ テストデータ

組み合わせ素性なし 0.9015 0.8509

×広告 ID 0.9577 0.8607

×広告グループ ID 0.9693 0.8760

×キャンペーン ID 0.9778 0.8968

×広告主 ID 1.0000 0.9457

×広告主素性すべて 0.9987 0.9170

wAUC を評価値として用いた場合の結果が表 5である．5. 1

節での評価結果と同じように，すべての素性を用いたモデル

の評価値が一番高かった．素性グループ間での比較では，パブ

リッシャー情報を用いたモデルが高い評価値を示した．これは，

広告キャンペーンに着目した場合は，広告の配信面によってコ

ンバージョン率に違いがあるということを表している．次いで，

素性グループ間での比較では，ユーザー情報を用いた場合，そ

の他素性を用いた場合，広告主情報を用いた場合と続いた．評

価データ全体に対する AUCを評価指標として用いた場合とは

異なり，その他グループの素性を用いた場合の評価値はやや低

い結果となった．

表 6に，広告主の素性グループの各素性のみを用いた場合の

結果を示す．なお，wAUC の評価単位であるキャンペーン ID

や，それより粒度の粗い広告主 IDのみを用いた場合は，各キャ

ンペーン内の予測値に差がつかないため，評価から外した．ま

た，画像 IDや画像サイズのみを用いた場合は，テキスト広告

の予測値に差がつかず，wAUC の値がほぼ 0 に近い値となっ

たため，表から省いた．広告 IDと広告グループ IDを用いた場

合を比較すると，より細かい粒度である広告 IDを用いた場合

の評価値が高くなった．広告主のウェブページを表す URLID

は，コンバージョンの予測にはそれほど寄与していない結果と

なった．広告グループ IDのみを用いた場合と，広告主素性す

べてを用いた場合の評価値には開きがあるため，それぞれの素

性は補完しあっていると考えられる．

5. 3 組み合わせ素性を用いた場合の評価

5. 2節で導入した wAUC は，広告キャンペーンごとの AUC

をサンプル数で重みづけした値であるため，それぞれのキャン

ペーンごとにモデルを作成することで精度の向上が見込まれ



表 8 L1 正則化による素性選択を行った場合の wAUC

素性グループ
バリデーションデータ テストデータ ノンゼロパラメータ数

L2 L1 L2 L1 L2 L1

組み合わせ素性なし 0.9015 0.8823 0.8509 0.8423 727,786 9,321

×広告 ID 0.9577 0.9247 0.8607 0.8818 15,516,966 51,901

×広告グループ ID 0.9693 0.9313 0.8760 0.8822 14,642,865 57,595

×キャンペーン ID 0.9778 0.9526 0.8968 0.8938 11,419,419 64,720

×広告主 ID 1.0000 0.9746 0.9457 0.9315 6,950,731 65,843

×広告主素性すべて 0.9987 0.9717 0.9170 0.9059 16,772,878 72,951

る．しかしながら，図 3 と図 4 で示したように，学習データ

に出現しなかったキャンペーンのサンプルが，テストデータに

は 15%以上含まれるため，学習データをキャンペーンごとに分

割してモデルを作成する単純なアプローチでは，新しいキャン

ペーンの予測がうまくいかない．そのため，Chapelleら [4]の

手法に倣い，組み合わせ素性を用いたマルチタスク学習 [8]を行

うアプローチをとった．5. 2節で評価した，すべての素性を用

いた場合に対して，広告主素性とそれ以外の三つの素性グルー

プの間で組み合わせ素性を作成して追加した．これにより，未

知の IDを持つ広告の予測にはグローバルなモデルを用い，既

知の IDに対してはグローバルなモデルの予測値を IDごとに補

正するようになる．結果が表 7である．組み合わせ素性を追加

することで，評価値の向上が見られた．組み合わせ素性を作成

する ID素性を比較すると，粒度が粗い順に評価値が高くなっ

た．これは粒度が細かい広告 IDなどの素性は数が多く，組み

合わせ素性の数も膨大になり，過学習を起こしているのだと考

えられる．広告主素性すべてを用いて組み合わせ素性を追加し

た場合と，広告主 IDとの組み合わせ素性を追加した場合を比

較すると，バリデーションデータではほぼ同じ評価値だったが，

テストデータでは差がつく結果となった．

5. 4 L1正則化による素性選択を行った場合の評価

L1 正則化を用いた学習はスパースな解が得られるため，素

性選択の手法として広く用いられている．L1 正則化を用いた

学習では，以下の最適化問題を解く．

ŵ = arg min
w

∥w∥1 + C

N∑
i=1

log(1 + exp(−ci(w
Txi(a, p, u))))

ただし ∥w∥1 は L1ノルムであり，この式は 4章の式の正則化

項を置き換えた形となっている．

本節では，L1正則化を用いた評価を行い，値が 0でないパ

ラメータの数と予測精度のトレードオフを検証する．結果が表

8である．L1正則化を行うことで，多くのパラメータの値が 0

になり，ノンゼロパラメータの数は非常に少なくなり，L2正則

化を用いた場合と比較して，0.3～1.3%程度となった．しかし

ながら，今回のケースでは hashing trickにより，素性ベクトル

の次元を 24ビット空間に制限しており，単精度浮動小数点数の

配列で表現した場合，およそ 1,600万の素性で使用メモリは 64

メガバイトと近年の一般的なメモリサイズと比較してそれほど

大きくないため，このメモリサイズの削減によって得られる恩

恵は限定的である．それぞれの正則化を用いた場合の評価値を

比較すると，バリデーションデータではすべての素性セットで

L2 正則化の評価値が上回っていた一方で，テストデータでは

粒度の細かい広告 IDと広告グループ IDで組み合わせ素性を

作成し追加した場合に，L1正則化の方が高い評価値を示した．

6. まとめと今後の課題

本稿では，オンライン広告における CVR予測モデルの素性

評価を行った．CVR予測は先んじて研究されてきた CTR予測

とよく似た問題だが，コンバージョンはクリックと比較して数

が少なく，広告キャンペーンによって定義が異なるという違い

がある．そこで，ID素性を用いた CVR予測モデルを『Yahoo!

ディスプレイアドネットワーク』の配信システムログで検証し

た．ID 素性を用いたモデルは，時間経過に伴い学習時には現

れなかった未知の IDの割合が増え，予測精度が劣化してしま

うという問題がある．この問題への対処法の一つが，組み合わ

せ素性を用いたマルチタスク学習である．ただし，組み合わせ

素性は数が多くなるため，学習時の正則化の選択も重要になる．

今後の課題としては，より多くの素性を追加した評価や，異

なるモデルを用いた場合の評価を挙げることができる．
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