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最近のネット広告のしくみ
佐藤 和明

Sato Kazuaki 四国大学 経営情報学部 准教授

大学教員の傍ら、Web マーケティング関連の書籍の執筆 や Web
プランナーを務める。研究テーマは「デジタルマーケティング」
で、
「わかりやすさ」
をモットーに業務に従事している。

ネット広告の特性、
種類と分類について

ネット広告の歴史と現状
1. ネット広告の興り
ネット広告は、1994 年にアメリカの
「ホット

ネット広告にはさまざまな種類が存在します。

ワイアード（HotWired）
」 に初めて掲載され、

本稿では、掲載方法に着目し表 1 のように「純

日本では、1996 年 7 月に
「Yahoo! JAPAN」で

広告」
と
「運用型広告」
の 2 つに分類しました。

＊1

の掲載が始まりで、インターネットユーザーの

純広告は 4 ⼤メディアと同様、広告枠を買い

増加と比例して拡大しました。電通が毎年 3 月

つけるしくみです。運用型広告も広告枠の買い

に前年の広告市場の動向をまとめた
「日本の広

つけは同じですが、デジタルの力でアクセスす

告費」を参考に、4 大メディア（テレビ、新聞、

るユーザーの属性に合わせた広告を配信するな

ラジオ、雑誌）とネット広告市場の変遷を考察

ど、さまざまな技術が活用されています。

していきましょう。

1. 純広告
（予約型広告）
とは

2. ネット広告費の現況と展望

①純広告の概要と事例

2019 年、日本の総広告費は 6 兆 9381億円、う

純広告は、
「予約型広告」
ともいわれ一例を挙

ちネット広告費は全体の30.3％を占め、2兆1048

げると、地方自治体等の Web サイトに掲載され

億円。一方、地上波テレビと衛星放送を合算し

ている企業広告などがそれです。掲載広告は、

たテレビ広告は全体の 26.8％の 1 兆 8612 億円

指定されたサイズで作成した四角形の画像で、

＊2

となり、ネット広告が上回りました。

これを
「バナー広告」
といいます。
②純広告の種類

今後もネット広告が増加し、4 大メディアの
マイナス傾向は続くと考えられますが、この背

純広告の種類を、本稿では広告の表示形式で

景には若い世代の 4 大メディア離れが挙げられ

分類します。なじみのある形式は、前出の
「バ
れい めい

＊3

ナー広告」です。同じく黎明期からある文字だ

ます。

＊ 1	Wired デジタル版に掲載されている最古のネット広告

http://thefirstbannerad.com/

＊ 2	電通 NEWS RELEASE
「2019 年日本の広告費」
（2020 年3月11日） https://www.dentsu.co.jp/news/release/pdf-cms/2020014-0311.pdf
＊ 3	総務省
「情報通信白書 平成 30 年版」
主なメディアの利用時間と行為者率
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252510.html
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表 1 広告の出稿形態で分類したネット広告の種類
広告出稿形態名

広告出稿形態

広告の種類

広告料課金方法
（契約形態）

純広告

バナー広告
４大メディアと同様に、広告枠を買 テキスト広告
い取るしくみ。ネット広告の場合、 メール広告
Web サイト上の広告枠をサイト運 記事・タイアップ広告
営者から買い取り、掲載
リッチメディア広告
動画広告

期間保証型
インプレッション課金型
クリック課金型
インプレッション保証型
クリック保証型
成果報酬型
配信数保証型

運用型広告

リスティング広告
（検索連動型広告）
さまざまな Web サイト上にある広
ディスプレイ広告
告枠へアドテクノロジーを活用し、
リターゲティング広告
広告を配信
SNS 広告
その他、多数あり

広告枠、もしくは広告の掲載順位を
入札によって運用されるため、広告
枠 の 金 額 が 変 動。CPC
（Cost Per
Click）
やCPM(Cost Per Mille)など
の計算式で広告料を算定

※1
※2

純広告の広告の種類は、ネット広告の表示形式
運用型広告で配信される広告は、純広告の「広告の種類」に対応する表示形式で配信される

けの広告を「テキスト広告」
といい、メールマガ

た場合、契約クリック数に達するまで広告が表

ジンの記事に挿入されるメール広告もテキスト

示される
「クリック保証型」
、クリックごとに課

広告といえます。

金される
「クリック課金型」があります。
「期間

雑誌などで見かける
「記事タイアップ広告」
も

保証型」を除く他の契約形態は、後述するアド

Web サイトでも見かけます。タイアップ広告

テクノロジーの進化とともに、
「運用型広告」の

は、Web サイト内の 1 つの記事のようにコンテ

契約形態の礎になり、現在に至っています。

ンツとして存在します。

2. 運用型広告とは
①運用型広告の概要

ネット接続の高速化とともに登場した広告と
いえば、「リッチメディア広告」
や
「動画広告」
で

アドテクノロジーの発達で、純広告から進化

しょう。リッチメディア広告には、
一見、
バナー

した広告の呼称が
「運用型広告」
です。バナーや

広告のようで、マウスのカーソルを合わせると

テキストなど、広告形状は変わりませんが、純

広告が拡大するエクスパンド広告、Web ページ

広告との差異で大きなポイントとなるのは、広

上にアニメーションが動くフローティング広告

告の配信方法です。運用型広告は、効果目標を

など、いくつかの種類があります。

達成するために、リアルタイムに広告枠を買い
取り、
競合する広告と入札額を競い決定します。

動画広告は、テレビ CM の延長線上にあり、
回線速度と配信技術の向上で増加傾向にありま

同時に、広告のクリック数を獲得するために、

す。配信先は、Web サイトや SNS、YouTube

広告デザインなどのクリエイティブや表示され

や動画配信プラットフォームなど多数です。

るターゲットユーザーなどを変更・改善しなが

③純広告の契約例と課金

ら運用していきます。考察しながら広告を配信

地方自治体の Web サイトへの広告掲載例など

することから、運用型広告といわれています。

は「期間保証型」
が一般的で、
契約期間が長い程、

電通の
「日本の広告費」
によると、2019 年のネッ

割引率が高くなることが多いようです。期間保

ト広告市場の約 80％は運用型広告で、前年比

証型は、Web 担当者がバナー広告を貼り付ける

115.2％の成長でした。

原始的な手法でしたが、広告の部分だけを
「アド

②運用型広告の種類と配信方法
技術的な話題にも適時触れながら、広告の種

サーバー」
から配信する技術の登場で、さまざま

類とともに、変遷を述べていきましょう。

な課金方法が生まれました。
例えば、上限 1,000 回のクリック数で契約し
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b. Cookie を活用した広告配信の開始


時代のリスティングとディス
a.「広告ランク」

Cookie＊4 とは、Webブラウザで閲覧したWeb

プレイ広告
運用型広告の中でも最古参が、2002 年に登場

サイトの情報データを一時的に保存させるしく

したリスティング広告
（検索連動型広告）です。

みです。過去に見た Web サイトの広告が、別の

Google や Yahoo! が導入し、検索エンジンでの

サイトの広告枠に表示された経験があると思い

検索結果ページに表示されるテキスト広告です。

ます。これは Cookie を活用した
「リターゲティ

2003 年には、ディスプレイ広告が登場しま

ング広告」もしくは
「リマーケティング広告」と

す。これは、Web ページの広告枠に表示され

呼ばれる手法で、2005 年に登場しました。

るもので、表 1 のバナー広告、リッチメディア、

c. 端末に合わせた表示形式の登場

テキスト広告、が該当します。ユーザーの Web

スマートフォンの登場により、さらに端末に

閲覧や年齢性別等の属性で、広告枠の画像やテ

合わせた広告が配信されるようになりました。

キストの文言が変更される
「ダイナミック広告」

テキストと画像を混ぜ合わせた広告が主ですが、

や、配信先の広告枠のサイズに合わせて、出稿

スマートフォン上で閲覧するニュース記事や

時に入稿したテキストや画像のデータを複合的

SNS のタイムライン上の記事と記事の間に表示

に表示する「レスポンシブ広告」
、ユーザーの

される
「インフィード広告」
も、ユーザーのター

Web サイト上での行動履歴に基づいて、商品

ゲティングが可能なことから市場が拡大してい

やサービスの広告を表示する
「動的ディスプレ

ます。また、各 SNS 独自の広告配信も市場が

イ広告」などに分類されます。

伸びており、ユーザーの興味関心や属性に基づ

リスティング広告、ディスプレイ広告は、
「広告

き表示されています。これらの広告には記事内

ランク」
と呼ばれるしくみで表示させる広告の選

容と広告内容を自然に溶け込ませ、ユーザーに

定を行っています。計算式は次のとおりです。

コンテンツの一部として見てもらうことでスト
レスを与えない
「ネイティブアド」
といわれてい

入札金額×品質スコア＝広告ランク

るものが多く見られます。

「広告ランク」
が登場する以前は、入札額が高い

運用型広告の課金方法と配信方法は、アドテ

広告が優先表示される方式でしたが、広告ラン

クノロジーの進化でさらにリアルタイムに売買

クへ変更後は入札金額だけでなく、広告のクリッ

する
「プログラマティック・バイイング時代」へ

ク率や広告のリンク先ページとの関連性や利便

移り変わりますが、その前にいったん、課金方

性から判断し、数値化
（品質スコア）
して
「広告ラ

法の種類について解説します
（表 2）
。

ンク」
を算出し、広告表示順位を決定しています。
表 2 契約形態と課金方法
契約形態・課金方法

内容

期間保証型

月額等、期間を区切って広告を掲載する古典的な契約形態。長期間になると、広告料が割引される

クリック課金型

クリック毎に広告料が課金されるシステム

クリック保証型

契約した上限クリック数に達するまで広告が掲載される

インプレッション保証型

広告の表示回数を契約条件に入れ、表示回数に達するまで広告が表示される

インプレッション課金型

広告が表示されるごとに課金される契約形態。予算や表示回数での契約も可能

配信数保証型

メールマガジン広告や LINE での契約形態。配信数によって広告料が変動する

成果報酬型

上記の広告とは異なり、契約数や販売数によって、売上の数パーセント等支払う契約形態

＊ 4	ウェブ版
「国民生活」2018 年 1 月号「絵をみて分かるインターネット技術の基礎」第 7 回「ウェブ閲覧のセキュリティ」参照

2020.7
国民生活

3

ネット広告と消費者トラブル

特集
特集

1 最近のネット広告のしくみ
＊５
図 1 黎明期の出稿とアドサーバー

③運用型広告の課金方法
a. クリック課金型
（CPC）

黎明期

アップロード コンテンツ
入稿

リックされるごとに広告料が発生します。主に

広告主
Webメディア
広告代理店
管理者

広告枠

サーバー

CPC とは
「Cost Per Click」の略です。1 回ク

コンテンツと
広告を同時配信

広告枠
コンテンツ

広告枠は
「純広告」
で
期間を決めて出稿

リスティング広告やディスプレイ広告、SNS 広
告での課金方法です。

アドサーバー時代
アドサーバー

入稿

CPMは、インプレッション型広告の課金方法

広告配信

広告枠

b. インプレッション課金型
（CPM）

広告主
広告代理店

であり、「Cost Per Mille」の略です。Mille は

アップロード

1,000 の意味で、表示回数 1,000 回当たりに対

コンテンツ
サーバー

広告枠
コンテンツ

コンテンツ配信

Webメディア
管理者

して課金金額が決まります。
c. 成果報酬型（CPA）

純広告は前述したとおり、Web メディア管理者

成果報酬型は、
「Cost Per Acquisition」を略

が入稿された広告データをWebページに貼り付

した CPA と呼ばれています。一定の売買など、

けていました。またアドサーバーは、図 1のよ

広告の目的を達成するコンバージョン
（成果）
発

うに、コンテンツサーバーとは別のアドサー

生時に課金され、代表的なものの１つにアフィリ

バーから広告が配信され広告管理を容易とし、

エイト広告があります。

インプレッション課金などを実現しました。

d. 広告視聴単価型
（CPV）

ただし、アドサーバーからの広告配信先は、限

動画広告の課金形式で、
「Cost Per View」の

定した Web メディアのみでしたが、配信先を増

略が CPV です。出稿先のメディアでビデオ作

やし、広告の入稿も一元化しようと2008 年に登

品内の本編再生前、再生途中、再生後などに挿

場したのが、
「アドネットワーク」
です。
「広告配

入されるインストリーム広告。また、ディスプ

信ネットワーク」
ともいえ、複数の Webメディア

レイ広告の枠に表示されるインバナー広告、

を集めて、1 つのアドサーバーから複数の Web

Web 上で記事等を読みながら下部へ移動すると

メディアの広告枠へ広告を配信するしくみです。

動画広告が画面に表示され再生されるインリー

2. アドエクスチェンジの登場と RTB
アドネットワークでは、広告主は各アドネッ

ド広告などがあります。

トワークへそれぞれ入稿する必要がありまし

CPV は再生回数で課金されますが、あらかじ

た。この手間を省くために開発された技術が、

め設定された秒数以上の再生で課金、フル再生

「アドエクスチェンジ」です
（図 2）
。アドエクス

で課金（スキップ不可）
など、課金方式は出稿先
メディアで異なります。また、CPCV
（Cost Per

＊５
図 2 アドエクスチェンジの概念図

Completed View）
という動画完全視聴完了数で

アドネットワーク

課金する方式もあります。

入稿（入札）

広告を配信する
アドテクノロジーとは

Webメディア
Webメディア
Webメディア

アド
サーバー

Webメディア
Webメディア
Webメディア

アドエクスチェンジ

1. アドサーバーとアドネットワーク

広告主

現在のアドテクノロジーは、さまざまな変遷

アド
サーバー

Webメディア
Webメディア
Webメディア

アドネットワーク

を経て、現在の配信技術へと進化してきました。
＊5

アド
サーバー

アドネットワーク

アド
サーバー

4

Webメディア
Webメディア

アドネットワーク

佐藤和明著
『図解入門ビジネス 最新ネット広告の基本と仕組みがすべてわかる本』
（秀和システム、2019 年）を元に編集部で作成
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チェンジは、アドネットワーク同士を接続して、

ment Platform）
」
と呼ばれる顧客情報と連携さ

登録されているWebサイトの広告枠を交換する

れたシステムです。広告主等蓄積されたCookie

しくみで、2010 年頃に登場し、広告枠へのリ

や位置情報などに企業の保有する顧客情報を関

アルタイム入札である「RTB」も可能としまし

連づけて、さらに的確にターゲティングした広

た。RTB は
「Real Time Bidding」の略で、広告

告の配信が可能になりました。

主が指定した広告枠へ競合広告も配信しようと

さらに広告を的確に配信するシステムとして、

している場合に、指値で自動的に入札し、高額

「3PAS
（Third Party Ad Serving）
」が登場しま

の広告が表示されるしくみです。広告ランクな

した。第三者のアドサーバーを介して広告配信

どが加味されるケースもあります。RTB がア

するシステムで、配信先の重複などを減らし、

ドエクスチェンジの基本的な礎となり、プログ

精度の高い広告配信と効果測定を行えるサー

ラマティック・バイイング時代が到来します。

バーです。また、ターゲティングに気象条件な

3. プログラマティック・バイイング時代

どの要素を追加する機能も持ち合わせています。

プログラマティック・バイイングは、「枠か

アドテクノロジーの
問題点とこれから

ら人へ」ともいわれており、Cookie を介して広
告主がターゲットとするユーザーの興味関心を
分析し、その属性情報に合うサイトの広告枠に

ネット広告への個人情報の活用は、以前から

出稿することを可能としました。その礎には、

欧米、日本でも問題視されていました。業界も

DSP と SSP が存在します
（図 3）。

対応措置に動きます。
個人情報保護の観点から、

＊５

図 3 DSPとSSP の例

AIを使いユーザー行動をトラッキングしている

アドエクスチェンジ

広告主

リアルタイム
入札

SSP

広告枠

DSP

Cookie を削除する機能を実装したブラウザを

広告枠

提供している事業者も登場しています。

コンテンツ

公的な規制として、EU は 2018 年 5 月からEU
内のすべての個人のプライバシーを守るための

DSPは「Demand Side Platform」、SSPは

規則である GDPR を施行。日本人も取引などで

「Supply Side Platform」
の略で、広告主の需要

EU市場と関係を保つ場合は対象となります。日

とWebメディア供給関係を最適化するシステム

本では、個人情報が特定されなければ、Cookie

です。広告主はターゲティングした見込み客層

利用の問題はありませんでした。しかし、DMP 等

が集まる Web メディアのコンテンツや SNS へ

の活用で、Cookieと照合することで、個人情報の

少しでも安く広告を表示したいと考えます。こ

特定可能な場合があり問題視され、Cookie の

れに対して、メディアは広告枠を少しでも高く、

提供等が規制されることになりました。

売れ残らないように販売したいと考えます。そ

広告業界もさまざまな対応を迫られている現

こで、アドエクスチェンジで需要と供給を管理

状のなか、Cookie を活用しないターゲティン

しつつ、広告主と Web メディアをマッチングさ

グ方法が開発され、特許取得されました。同技

せ、RTB で勝ち取った広告枠へ広告を配信する

術は、Cookie を利用せずに、デバイス情報や

システムです。プログラマティック・バイイング

日時、URL などから、AI がユーザーの属性を

は、現在の運用型広告の基本形ともいえ、2011

判断し、広告を配信するものです。今後、アド

年頃から運用が開始されています。

テクノロジーは、AI 活用へのシフトを加速し、

4. より的確に広告を配信する DMP と 3PAS

個人情報の取得を最小限にする方向へ進んでい

広告配信にさらにデータ活用するシステムが

くものと思われます。

2013年頃に誕生します。
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