
「なでしこJAPAN」に見る 
アトリビューションの重要性と最新動向 

 
～Googleアナリティクスの新機能 
「マルチチャネル」活用術～ 

CSS Nite LP, Disk 19「アクセス解析」 

Flickr @ iPad_dog 
「優勝後の澤選手」 

株式会社リクルート 
小川 卓 
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成果 

バナー メルマガ リスティング 

選手は「流入元」、ゴールは「成果」 



流入 アトリビューション
なし 

アトリビューション
あり 

バナー (ﾟ⊿ﾟ)イラネ ( ・∀・)bエライ! 

メルマガ (ﾟ⊿ﾟ)イラネ ( ・∀・)bエライ! 

リスティ
ング 

( ・∀・)bエライ!! ( ・∀・)bエライ! 

成果に貢献した過去の流入元も評価を行う 



上司 

上司の上司 

バナーの効果 
出ていないじゃないか 

確かに出ていないね 

直接の貢献は少ないですが、 
認知には役立っているかと 

それは数値や金額に 
するとどれくらい？ 

数字ではわからないのですが
多分あるはずです 

わからないなら 
辞めたら？コスト
削減にもなるし 

【結論】 
バナーは 
停止する 



流入元の再評価を元に適切な予算配分を行い、 
サイトのコンバージョン数を増やす 

流入元 直接効果数 アシスト効果数 

メルマガ 50 10 

バナー 5 80 

リスティ
ング 

5 5 



上司 

上司の上司 

バナーの効果 
出ていないじゃないか 

確かに出ていないね 

少なそうに見えますが 
全成果の4割はバナーによる 

アシスト効果です 

なるほど。という事は 
辞めないほうがいい？ 

そうですね。最大で4割まで 
成果が減少する可能性が 

わかった 
なら継続して 

バナーを出そう 

【結論】 
バナーは 
停止しない 





Google アナリティクスの 
アトリビューション機能 
～マルチチャンネル分析～ 

CSS Nite LP, Disk 19「アクセス解析」 

Flickr @ sunpo_life 
決勝戦での一幕 











成果 

バナー メルマガ リスティング 

終点 起点 

アシスト 



順位 終点 起点 

1 オーガニック オーガニック 

2 ノーリファラー 参照元 

3 参照元 ノーリファラー 
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ブランドワード 

ブランドワード以外 



項目 資料請求 生地請求 

アシスト比率 4割 8割 

ノーリファラー貢献 2割 5割 

アシスト数vs終点数 終点＞アシスト 終点＜アシスト 

必要日数(8割) 2日 15日 

必要訪問回数(8割) 3回 9回 





今まで見えなかった 

データも分かる！ 

これで現場も上司も 

変わるハズだ！ 



上司 

上司の上司 

バナーの配信は 
停止したかね？ 

かなりの量だね 

それが分析してみたところ、
成果の４割がバナーを経由し
ている事が判明しました！ 

それは高いね！で、広告予算は 
どう組み替えるべきなの？ 

バナーを増やしてリスティング
を減らしましょう！ 

それで、どれくらい
売上が上がりコスト
削減出来るの？ 

えっと… 

【結論】 
バナーは 
活用するが 
判断不可 







流入元 コスト 直接効果数 アシスト効果数 

バナーA 50,000円 50 10 

バナーB 10,000円 5 80 

バナーC 10,000円 5 5 

予算を寄せてコンバージョン数アップを狙う 

バナーBに 
予算をよせる 



対策ワードを選定し分析する 

流入元 流入数 直接効果数 アシスト効果数 

ワードA 500 50 10 

ワードB 50 5 80 

ワードC 40 5 5 

伸ばすなら 
ワードB 



コンバージョン日数や回数にあわせた施策 

項目 資料請求 生地請求 

必要日数(8割) 2日 15日 

必要訪問回数(8割) 3回 9回 

3回目までの訪問は 
「資料請求」の 

バナーをTopで表示 

4回目以上の訪問は 
「生地請求」の 

バナーをTopで表示 



2011年10月1日から、週２回のメルマガを 
「資料請求」ではなく「生地請求」を上に追加 

期間 累計 １日平均 

9月 381件 12.7件 

10月（1日～9日） 133件 14.8件 

効果ありそうだが、 
80%のユーザーは15日間
かかるため、最終判断

は１ヶ月後 





上司 

上司の上司 

バナーの件、結局 
どうなったの？ 

つまり実際に無駄 
だったと 

効果の悪いバナーを３つ試しに
外したところ、1ヶ月後の成果
数に影響は出ませんでした 

では、そのバナーの予算は 
どうするべきかね？ 

A社のサイトの3つのバナーが
最も効果が高いので、掲載枠
を増やせば、コスト1%増で 
成果5%増が見込めます！ 

よし、それで行こう。
これからも頼むぞ！ 

はい。ワースト10を外
せば成果1%減、コスト
10%減となります！ 

【結論】 
効果予測 
を元に 
判断可能 



予約 
完了 

バナー メルマガ リスティング 





アトリビューションの 
「課題」 

CSS Nite LP, Disk 19「アクセス解析」 

Flickr @ sunpo_life 
決勝戦でのコーナーキック 





仕事帰りにラックで
SUUMOを取る 

以前見たテレビCMで
SUUMOを思い出す 

SUUMOで検索 

ネットサーフィング 
している時にバナーを見る 

新築戸建「A」の 
資料請求を行う 



帰りに広告を見て、新築 
マンションも検討候補に 見に行くが 

イマイチだった 

新築マンション
「B」の資料請求 

見に行くが少し 
条件があわない 

同じ販売会社の 
「C」を購入する 





課題は２つに集約されます 
 
 1.必要なデータの定義と取得方法 
  広告のビュー・テレビCM・オフライン行動 
  異なる端末、どこまでを範囲としてどうデータを 
  集めてくるのか？ 
 
 2.アトリビューションを行うための定義 
  成果の振り分けをどうするのか、何回前あるいは 
  何日前まで見に行く必要があるのか？ 
  閲覧はカウントするのか？ 



どう頑張っても集められないデータはあるし、 
精度が低いデータもたくさんある 
 
そして、 
人の「記憶」とログの「記録」は別物 
取得できている＝繋がっているわけではない 
 

どのサイトでも使える答えはありません 



仮説 
「認知広告はコンバージョン増加に繋がる」 
 
検証 
認知が上がる＝どう定義づけるか？ 
「検索回数」「アンケートでの認知率」 
 
・検索回数を調べる 
・CV数との相関を確認 

仮説 ＆ 検証 







アトリビューションの 
最新動向 

CSS Nite LP, Disk 19「アクセス解析」 

Flickr @ sunpo_life 
決勝戦の延長同点ゴール 

















という訳で 

Image from 秒刊サンデー 



サイトの栄光を目指して 
レッツ「アトリビューション！」 

 
ありがとうございました！ 

Flickr @ iPad_dog 
優勝後の集合写真 


