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はじめに

ユーザーの 25% は、一度しかアプリを使いません。このことは、アプリ 開
発者にとって大きな課題となっています。

2015 年には、世界のモバイルアプリの数は 370 万でしたが、2019 年に
は その数が 490 万に急増しました。激しい競争の中、ユーザーの関心を 
引き続けられず、長期エンゲージメントを失うアプリも多くなっています。 
アプリのオーナーは、休眠ユーザーを掘り起こす方法を必要としていま
す。 ここでお役に立てるのが、私たち Aarki です。
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リエンゲージメントとは？

リエンゲージメントとは、アクティブユーザーをリエンゲージさせ、休眠ユーザー
を、アプリをアンインストールしたか否かを問わず、掘り起こすための戦略です。

リエンゲージメントは、ユーザーの休眠を防ぐための防止策としても利用できま
す。 アプリを離れる可能性のあるユーザーは、リテンションや購入などといった
様々なリテンションレートを通して特定できます。

またアクティブユーザーを再度ターゲティングし、特定の新しい行動（例：登録、
購入、特定のステージのプレイ、アプリ内の別の機能を使う）を促すこともできま
す。これにより、ユーザー・エンゲージメントが向上します。
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リエンゲージメントの
仕組み

リエンゲージメント戦略の仕組みはシンプルです。

1

2

3

45

広告主がリエンゲージメン
ト・ パートナー（Aarki）と、 
デバイス ID やユーザー属性 
などのユーザー情報を 
共有します。

リエンゲージメント・ 
パートナーが情報を利
用し、 入札ストリーム
内の ユーザーを見つけ
ます。

ユーザーを特定したら、
リエンゲージメント・ 
パートナーが、 エンゲー
ジ率の予測に 基づいて
入札を 行います。

ターゲティングされた 
ユーザーに、過去の 
エンゲージメントや属性
に基づいたパーソナラ
イズド広告が配信され
ます。

ユーザーが 
応答します。

6 ユーザーがアプリを 
再起動しました！
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リエンゲージメントはなぜ重要なのか

数値データを詳しく見てみましょう。

リエンゲージメントによって得られるメリット：

25%
2019 年中のコンバーションの

4 分の 1 は、アプリのリエン
ゲージメントの試みによるもので

す。

エンゲージメントの
増加

リテンションの 
向上

高ライフタイムバリュ
ーユーザーの増加 

2 倍
2017 年から 2019 年にかけて、

リエンゲージメント・キャンペーン
を行うアプリのシェアはほぼ倍増

しました。
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リエンゲージメント戦略の柱

リエンゲージメント・キャンペーンを成功させ、安定したパフォーマンスを叶えるにあたっては、アプリの
カテゴリを問わず、5 つの重要な柱があります。すなわちオーディエンス、一致率、クリエイティブ、モデ
ル、そしてインクリメンタル・リフト・テストです。

オーディエンス 一致率 クリエイティブ

モデル インクリメンタル・リ
フト・テスト
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オーディエンス 
リエンゲージメント・キャンペーンにはターゲティングする
ユーザーリストが欠かせませんが、ユーザーリストはひとつ
ひとつ異なります。既存ユーザーの行動パターンを分析し、
具体的なセグメントを特定することで、彼らに特化させたク
リエイティブで、適切なタイミングにリーチを図れます。これ
により、大幅なコンバーション率アップが期待できます。リエ
ンゲージするユーザーを選ぶ際は、以下のポイントを考慮
に入れましょう。 

• クラスタリング - リエンゲージメント・キャンペーンの
パフォーマンスは、ユーザーをどうグループ化するかに
よって変わってくる可能性があります。セグメンテーショ
ンは顧客を類似性に基づいてグループ分けすることを
指しますが、これに対してクラスタリングは、顧客をグル
ープ化できるよう、ひいてはセグメンテーションできるよ
う「類似性を探す」プロセスを指します。クラスタリング
は、最適化やセグメンテーションの潜在機会を洗い出
すのに役立ちます。リエンゲージメント・キャンペーンで
インクリメンタル・リフトが発生していない理由や、どの
領域が不調に影響しているのかを特定する助けにもな
ります。 

• 休眠ウィンドウ - ユーザーがアプリとエンゲージしていない期間がどれほどかを指します。適切な休眠ウィン
ドウを選ぶことで、ターゲティング効率が上がります。休眠ウィンドウが長すぎると、ユーザーはお客様のアプ
リの魅力を忘れているかもしれません。逆に短すぎると、どちらにせよ戻ってきたであろうユーザーを対象に
することになりかねず、予算を無駄遣いしてしまいます。 

• アクティブユーザー - ほとんどの広告主は、エンゲージを止めたユーザーや、アプリをアンインストールした
ユーザーを呼び戻すためにリエンゲージメント・キャンペーンを行います。しかしアクティブユーザーをリエ
ンゲージすることはユーザー離れの防止になり、長期的には休眠ユーザーの減少にも繋がります。

一致率 
一致率とは、定義されたターゲットユーザーの数だけリ
ーチするAarkiの能力を指します。 Aarkiは、入札者を
通じて一致率を最大化し、在庫供給と幅広いクリエイテ
ィブ フォーマットを通じてリーチを拡大します。
iOSデバイス用のIDFAが削除されたことにより、iOSの
リターゲティングキャンペーンを 実行するための基礎
として、広告主は一致率を注意深く監視しています。
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クリエイティブ
広告クリエイティブはリエンゲージメント・キャンペーン
の成否を直接的に左右します。高ターゲットのクリエイテ
ィブを配信すれば、一致率を最大限に高めることができ
ます。静的なリエンゲージメント戦略を用いる場合、セグ
メンテーションによって各モバイル広告クリエイティブの
個性が決まり、事前にクリエイティブを準備することが必
要になります。オーディエンスが広告疲れに陥らないよ
う、クリエイティブを更新することを忘れないようにしま
しょう。 

静的な戦略に代わって、動的リエンゲージメントを採用
することもできます。こちらの戦略はユーザーの過去のエ
ンゲージメントや行動を利用し、広告がインプレッション
に配信される瞬間に、過去の行動に合わせてパーソナラ
イズした広告を配信するものです。エンゲージメントを最
大限に高めるため、ユーザーレベルの属性を組み合わせ
たり、オーディエンスデータを利用して広告のメッセージ
を決めたりしましょう。こうすることでパーソナライズド広
告の質がレベルアップします。

例えば、ステージ 20 でゲームをやめた休眠ユーザーが
いるとします。このユーザーには、ゲームのステージ 1 の
テーマよりも、ステージ 20 のテーマを見せる方が効果
的です。また、最後にクリアしたステージのキャラクター
が悲しんでいる様子を描くのもよいでしょう。こうすること
で自分の不在が悲しまれ、必要とされているという感情
を呼び起こし、アプリとエンゲージするよう促すことがで
きます。ブランドとオーディエンスの間のサブリミナルな
繋がりをブーストするには、複数のクリエイティブ戦略を
実装し、最も効果が高いのはどれかを測定しましょう。こ
れには高度パーソナライゼーション、ローカライゼーショ
ン、チャンピオン / チャレンジャー多変量テストなどが含
まれます。
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モデル
最高の結果を得るため、入札モデルはリエンゲージメント・キャンペーンのみをふまえてトレーニングすることを
おすすめします。Aarki の経験では、リアクティベーションののち支出を行うユーザーは、典型的なユーザー獲得
キャンペーンのターゲットユーザーとは層が異なります。リエンゲージメント・キャンペーンを踏まえてトレーニン
グされ、ユーザーの影響を強く受けているモデルを使用すれば、最適化の精度がアップします。休眠ユーザーの
リエンゲージを行う際は、次のモデルをご検討ください。

セグメントメンバーシップ

このモデルは、セグメントとユ
ーザーの休眠前の行動を組み
合わせて予測に活用します。

クラスターカテゴリー

このモデルは、ニューラルネッ
トオートエンコーダーを備えた

アプリの埋め込みを
利用し、クラスタリングを使用
して自動分類法での検出を実

行します。

ユーザーレスポンスおよ
びアプリ内行動 予測

ユーザーレスポンスおよびアプ
リ内行動予測 このモデルは特
定のクリエイティブに対するユ
ーザーレスポンス、ならびにイ
ンストール後のアプリ内行動（
例：リテンション、登録、購入）
を、すべてリアルタイムで予測
します。これらの予測は、広告
主 KPI を達成しつつ最大限の
リーチを実現にあたって最適
な入札を算出するのに使われ

ます。
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増分効果テスト
パプリック広告（PSA）テストでキャンペーン・リフトを測定し、リエンゲージメント戦略の有効性を計りましょう。
このタイプのテストでは、キャンペーン戦略が ROI にどう影響しているかを確認できます。

Aarki では、オーディエンスを処理群と対照群に区分し、対照群には公共広告（プラセボ）を、処理群にはキャン
ペーン広告を表示します。そして両群の結果を測定・比較し、キャンペーン・リフトを算出します。同様の手法とし
て、対照群をキャンペーンから除外し（ホールドアウト群）、両者の結果を比較するものもあります。 

対照群

公共広告を表示 リエンゲージメント広告
を表示

処理群 
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キャンペーンのパフォーマンスを最大限に高め、成
長を導くため、以下の指標を測定しましょう。

投資収益率（ROI） 
• ROI を最重要指標としてください
• リエンゲージメント・キャンペーンを行うことで

ユーザーベースを最大限に拡張でき、ユーザー
離れを防ぐことができます。これにより ROI が
上昇します

増分効果
• リエンゲージメントがオーガニックなリアクティ

ベーションと比べてどの程度効果を発揮してい
るかを確認しましょう

• 収益、インストールあたりの収益（RPI）、回帰率
などから、増分効果を確認しましょう

• ホールドバック群または PSA テスト法を使っ
て、増分効果を測定しましょう

クリックスルー率（CTR）
• ユーザーがゲームに戻りたくなるようなクリエ

イティブをデザインしましょう
• CTR をふまえてクリエイティブの効果を計りま

しょう

最も重要なリエンゲー
ジメント KPI はどれか
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Aarki のアプローチ

Aarki のリアクティベーション・キャンペーンは、下記の 3 点を礎としています。 

機械学習（AI）アルゴリズム 
Aarki では、独自の機械学習を活用して、ユーザーがどのように広告とエンゲージするか、そのエンゲージメント
がアプリ内行動にどう関連しているかを分析します。これにより、継続的にキャンペーンを最適化し、収益に繋が
るリアクティベーションを叶えています。

自社 DMP 
プログラマティック／RTB 用に世界の主要エクスチェンジ全てと統合し、さらに 5 つのグローバル・データセン
ターを抱えている Aarki は、クライアント様とのキャンペーンに際して高品質な広告枠にアクセスできるため、き
わめて正確性の高い予測を行うことができます。

動的クリエイティブ最適化 
Aarki はクリエイティブのパーソナライゼーションやローカライゼーションなどといった戦略を用いて広告エンゲ
ージメントを向上させています。広告配信の瞬間に、ユーザーの過去のアプリ内行動をふまえてクリエイティブ要
素を動的に組み合わせ、ハイパー・パーソナライズされた広告を実現しています。
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•  5  つのグローバル・データセンターで、毎秒 100 
万件以上のクエリを処理

• 全ての主要広告エクスチェンジと統合。全ての広
告フォーマットをサポート

• •  動的リストとリアクティベーション成功ユーザ
ーのリアルタイム・サプレッションで、支出効率と 
ROI がアップ

• 強力なリーチ
• 高いユーザー発見率（オーディエンスリスト掲載

ユーザーのうち入札ストリームに登場したユーザ
ーの割合）

• ハイタッチ率（発見したユーザーのうちリエンゲ
ージメント・クリエイティブを見たユーザーの割
合）

•  微細な入札最適化を実現する高度なセグメンテ
ーション技術

• ユーザー属性を利用した高度なクリエイティブ・
ハイパー・パーソナライゼーション

• クリエイティブ・ローカライゼーション（26 言語
対応）

• ROI の最適化

A arki  ではこれまで、インタースティシャル、動画、バ
ナー、ネイティブなど様々な広告フォーマットを用い、
多数のリエンゲージメント・キャンペーンを展開して
きました。A arki  のデータサイエンティストたちが豊
富なオーディエンス・データベースとユーザー・エン
ゲージメント・データを活用して構築するロバストな
機械学習アルゴリズムで、休眠ユーザーのターゲティ
ングと、めざましいアプリマーケティング・パフォーマ
ンスを実現しています。 

リエンゲージメントに
おける A arki  の強み
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Case Study

The Challenge
Jam City 社は、今後のキャンペーンに向けて効果の実証されたアプロー
チを試すべく、インクリメンタリティ（リフト）測定を熟知したリエンゲージ
メント・パートナーを探しておられました。これに加え、グローバルなスケ
ール、複数の広告フォーマット、クリエイティブ・パーソナライゼーションへ
の対応をお求めでした。̀

The Solution
Jam City 社よりご提供いただいた膨大なオーディエンス・セグメントを 
ふまえ、入札モデルのトレーニングを行いました。 
 
Aarki は対照群に適用する PSA 戦略を開発し、処理群にはエンゲージメ
ント 
向上のためにデザインされたハイパー・パーソナライズド・クリエイティブ
を 
表示しました。また収益性のあるリアクティベーションを目指し、機械学習 
アルゴリズムで CPM 入札額を計算しました。

収益性のある大規模なリアクティベーションを実現

• 全世界でのリアクティベー
ション25 倍

• ROI は一貫して 
正規化 ROI 目標 
以上

• 平均広告費用回収率 
（ROAS）10 倍

Sarah Yamanouchi
ユーザー獲得アソシエイト・ディレクター

オーディエンス・コンバーションにかかわるキャンペーン戦略の影響を Aarki がスピーディーに分析してくれたお
かげで、非常に良いパフォーマンスを残せたと考えております。各ターゲット・グループに対してカスタムクリエイテ
ィブを高速で制作、迅速に最適化することで、最高のキャンペーン・パフォーマンス達成をサポートしていただきま
した。また、A arkiは、カスタム入札モデルとオーディエンス・セグメントを通して、当社のアプリユーザーにパーソ

ナライズされたリアクティベーション広告体験を届けてくれました。
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Aarkiについて

Aarki は 100% リアルタイム・ビッディング（RTB）で展開するデマンドサイド・プラットフォーム（DSP）であり、独自
の機械学習、ビッグデータ、広大なカスタマー・リーチを通して、モバイルユーザー基盤の拡大・リエンゲージを目
指す企業をサポートしております。当社は様々なマーケティング目標に対応して、幅広くパフォーマンスを向上し、
クライアント様の投資利益率（ROI）目標を達成することを目指しています。Aarki のデータからは、ユーザーの意
図や傾向に関するディープなインサイトが得られます。独自の機械学習アルゴリズムでデータアセットを活用し、パ
ーソナライズされたクリエイティブでリアルタイムにユーザーへエンゲージすることで、パフォーマンスを向上して
おります。 

Aarki では、世界の主要 RTB エクスチェンジとの統合をフル活用し、世界 5 カ所で展開しているデータセンターか
ら、グローバルなモバイル広告枠のほぼ全てにアクセス可能です。


