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はじめに

プログラマティック・メディア購入は、モバイル広告業界をさらに効率化
し、アプリのマーケターとデベロッパーの両者によりよい結果をもたらす
原動力となっています。	
	
今日の広告業界では、モバイル広告枠が取引される主な手法のひとつに
プログラマティック・メディアが数えられます。しかし、「プログラマティック
広告」の名を聞いたことのあるマーケターは多い一方で、	
それが正確には何であってどのように機能するのかということは、あまり
よく知られていません。	
	
このホワイトペーパーでは、プログラマティックの基本要素と、それらが
どのように作用しあっているのかを分かりやすくご説明いたします。	



2Aarki | プログラマティック広告 ビギナーズ・ガイド

#1 プログラマティック広告とは？

モバイル・プログラマティック広告とは、モバイル
広告枠を超効率的に売買する自動メソッドのこ
とです。	
	
シンプルに聞こえますよね。さらに詳しく見てい
きましょう。
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#2 プログラマティック広告の仕組
みを簡単にまとめると？

プロセスの説明に入る前に、メディア売買のランドスケープにおける	2	種のプレイヤーについて解説
いたします。

パブリッシャーは、広告主が広告を配信できる広告枠（広告スペース）を提供します。アプリ・デベロッ
パーがパブリッシャーを務めている場合もあります。この場合、モバイルアプリ内に広告スペースが
設けられているということになります。

仕組みはこうです。まずパブリッシャーが広告枠にルールや制限を設定します。例えば：	
	 •		最低価格ライン	
	 •		広告を配信できる広告主や商品カテゴリ	
	 •		配信できる広告タイプ
	
パブリッシャー（販売者）はエクスチェンジを介して、購入可能な個々の広告インプレッションについ
ての情報（位置情報、デバイスのタイプ、デバイス	ID	など）を渡します。購入者はこのデータ（入札ス
トリーム）を分析し、特定の広告インプレッションに入札するかどうかを決めます。オークションに入
札して勝った広告主が、そのインプレッションで広告を配信できます。

広告主

広告主とは、自分の商品またはアプ
リを宣伝したいブランドまたはアプ
リ開発者です。広告がターゲット・オ
ーディエンスの目に入るよう、適切

な場の広告スペースを購入したいと
思っています。

パブリッシャー

パブリッシャーは、広告主が広告を
配信できる広告枠（広告スペース）

を提供します。アプリ・デベロッパー
がパブリッシャーを務めている場合
もあります。この場合、モバイルアプ
リ枠に広告スペースが設けられてい

るということになります。
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#3 プログラマティック広告
の 3 つの種類

プログラマティックにおいては、モバイルアプリの広告主が、広告配信に適したメディア広告枠
を探すための方法が	3	つあります。

オープン・マーケットプレイス
オープン・マーケットプレイスでは、広告枠の価格がオークション
を通してリアルタイムに決定されます。いかなるパブリッシャー／
広告主も参加できるため、非常に動的で競合度の高い市場とな
っています。一般には、パブリッシャーが	1000	インプレッションあ
たりのコスト（CPM）の最低額を設定してメディア広告枠を売りに
出すことが多く、広告主は広告枠を購入すべくリアルタイム・ビッ
ディング（RTB）オークションで競り合います。RTB	については、こ
のホワイトペーパーで後ほど詳しくご説明します。
    

プログラマティック・ダイレクト
プログラマティック・ダイレクトでは、パブリッシャーと広告主の間
で直接交渉が行われます。広告枠と価格が保証されており、キャ
ンペーンは広告サーバー内の他のダイレクト取引と同じ優先度
で配信されます。ここでは自動化が非常に有利に働きます。交渉
から成立までのプロセスが、直接話す必要なしにプラットフォー
ム上で完結するためです。

プライベート・マーケットプレイス
プライベート・マーケットプレイス（PMP）では、プレミアム価値
のあるパブリッシャーが、メディア広告枠を限られた広告主に
プレミアム価格で提供します。オープン・マーケットプレイスと
異なり、このプライベートな取引では、まず特定の広告主に優
先して広告枠の購入権が与えられ、その後オープン・マーケット
プレイスに解放されます。
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リアルタイム・ビッディングとは、広告インプレッシ
ョンがわずかミリ秒単位で売買されるオークショ
ンです。

「RTB」と「プログラマティック」という言葉は同義
語のように使われることも多いのですが、実際に
は同じ意味ではありません。「プログラマティック」
とは、特定のオーディエンスやデモグラフィックを
ターゲットに設定することにより、メディア購入の
意思決定プロセスを自動化するテクノロジーの総
称です。他方	RTB	とは、単に広告枠がインプレッシ
ョン単位のオークション・ベースで売買される手段
を指します。

	 プログラマティックを理解するには、下記の重要
な用語を押さえ、各要素がプログラマティックの
世界でどう作用しているかを把握する必要があ
ります。	
	 •	サプライサイド・プラットフォーム（SSP）	
	 •	デマンドサイド・プラットフォーム（DSP）	
	 •	アドエクスチェンジ”

#4 リアルタイム・ビッ
ディング（RTB）とは？

#5 RTB に関わる 
3 プレイヤー
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サプライサイド・プラットフォーム（SSP）
サプライサイド・プラットフォーム（SSP）とは、パブリッシャーが
アプリを収益化するのを手伝うプラットフォームです。SSP	は、パ
ブリッシャーの広告枠を広告エクスチェンジに追加し、あらゆる
デマンドソースでインプレッションの収率が最大化されるように
設定を行います。この設定には、最低価格、広告掲載が許可さ
れる広告主やカテゴリ、広告タイプなどが含まれます。

デマンドサイド・プラットフォーム（DSP）
デマンドサイド・プラットフォーム（DSP）は、広告主側が使用す
る	SSP	に相当します。アプリを宣伝したいブランド／アプリ開
発者（この場合、広告主に相当）は	DSP	を使ってキャンペーン
を立ち上げ、最大入札額、予算、ターゲット・オーディエンス、キ
ャンペーン目標などの条件を設定します。DSP	はそれぞれ、規
模（締結しているパートナーシップの）や購入に使用しているテ
クノロジー（インフラ、入札、最適化モデル）などが異なります。

DSPは、マーケターが使用するもので、広告エクスチェン
ジからできるだけ効率的に広告インプレッションを購入
するのに使われます。これに対し、SSP	はパブリッシャー
側が	DSP	とは逆の効果（広告枠の収益の最大化）を意図
して設計したものです。



7Aarki | プログラマティック広告 ビギナーズ・ガイド

アドエクスチェンジ

広告エクスチェンジはいわば、SSP	と	DSP	という同じ硬貨の裏表を接続する存在です。上
記の売買プロセス全てをリアルタイム・オークションで行える、中立かつ自律的なプラットフ
ォームが、広告エクスチェンジになります。

下の図は	RTB	オークションのプロセスを簡略化して示したものです。実際のプロセスはこの図よ
りはるかに複雑なものとなります。これにはいくつかの理由があります。

	 •	単一のアプリ開発者がパブリッシャーと広告主を兼ねている場合もある
	 •	単一のパブリッシャーが複数の	SSP	と繋がっていたり、単一の広告主が複数の	DSP	と繋	
	 			がっていたりする場合もある
	 •	単一の	DSP	または	SSP	が複数の広告エクスチェンジに繋がっている場合もある
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#6 RTB の仕組み

では、プレイヤーを把握したところで、RTB	の仕組みを詳しく見ていきましょう。

これが実際のリアルタイム・ビッディング・プロセスです。リアルタイム・オークションは通常、「フ
ァーストプライス・オークション」または「セカンドプライス・オークション」のどちらかの方法を使
って行われます。

ユーザーがアプリを開くと、対応する入札リクエスト
が	SSP	に送られ、広告インプレッションが購入可能
であることを知らせます。この入札リクエストには、
デモグラフィック、位置情報、デバイス	ID	などといっ
たユーザーデータが含まれる場合があります。

続いて	SSP	が広告エクスチェンジに入札リクエスト
を提示します。

広告エクスチェンジが、統合された	DSP	に入札リクエ
ストを渡します。

DSP	は入札リクエストを検証し、接続している広告
主のキャンペーン・ターゲティング・パラメータと比
較します。アルゴリズムに基づき、一致するキャンペ
ーンを有する各広告主について、広告インプレッショ
ンへの入札額が決定します。

DSP	が広告エクスチェンジに「入札レスポンス」
を返送します。入札レスポンスには、一致するキ
ャンペーンそれぞれについての様々な情報（広
告主、広告ユニット、広告ユニットの希望価格）が
含まれています。

広告エクスチェンジが、DSP	の送信した入札情報を他
の購入者の入札と比べる形でオークションを行いま
す。落札した広告主が、パブリッシャーのアプリで広告
を配信できます。
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#7 セカンドプライス・
オークションとは？

セカンドプライス・オークションモデルは長年にわたり、モバイル広告枠オークション手法の大定番
でした。このオークションモデルでは、最高額を入札した者が落札者となりますが、自分の入札額
ではなく、2	位に来た入札額に少し上乗せした額を支払います（「セカンドプライス」という名前は
ここから来ています）。このオークションモデルでは、落札者の支払い額が安く済む可能性があるた
め、かなり踏み込んだ入札が行われがちです。この戦略は購入者には有利であるものの、広告枠の
価値を最大化し、広告主に適正価格で売りたいパブリッシャーには厄介でした。
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#8 ファーストプライス・オー
クションとは？

やがて業界が成熟する中、ファーストプライス・オークションモデルを支持する入札者が増え始めま
した。この中には	Aarki	も含まれます。ファーストプライス・オークションでは、よりシンプルな形で
入札・落札が行えますが、より洗練された入札モデルが求められる一面もあります。ファーストプラ
イス・オークションでは、最高額で入札した広告主が落札者となり、落札額は入札額とイコールと
なります。言い換えれば、自らがオークションで提示した価格をそのまま支払うことになります。	
	
すなわち、ファーストプライス・オークションとセカンドプライス・オークションの主な違いとは、入札
がどのように確定されるかという点になります。
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プログラマティック広告の基本を押さえたところで、その
利点をまとめてみましょう。

•	高度なターゲティング能力	-	プログラマティック購入
という仕組みの最も革命的な点は、広告主が特定の
広告を特定のオーディエンスに狙って配信できると
ころです。広告主はどのオーディエンスがどの広告に
いつ触れるのか、緻密に設定することができます。

•	自動化	-	デジタル広告は自動でリアルタイムに売買
されます。人の手による広告申し込みや取引に依拠
するところはありません。

•	時間と費用の節約	-	従来の取引にはマニュアルなキ
ャンペーン設定が必要であるため、プロセスの速度
が落ちるとともに、ヒューマンエラーも起こりやすい
という問題がありました。プログラマティック広告で
は、パブリッシャーがキャンペーンを設定する必要は
ありません。またプログラマティックでは、様々なパブ
リッシャーや広告主が参加可能なオークションを通
して、リアルタイムに広告枠の価格が決定されます。
つまり価格交渉の必要がなく、パブリッシャーと広告
主の両者が時間を節約できます。

#9 プログラマティック広告
の利点
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#10 これからのプログラマティック・キャン
ペーンで Aarki と協力するメリット

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。

Aarkiは以下のアワードで評価を受けている会社です。 
The American Business Awards, Red Herring 100, Internet Advertising Competition, 
Deloitte’s Technology Fast 500, The Drum Advertising Awards US, Horizon Interactive 
Awards, Effective Mobile Marketing Awards, The Wires by Exchange Wire, Artificial 
Intelligence Excellence Awards, CognitionX, the Stevie Awards for Great Employers

詳しくは、ウェブサイト www.aarki.com にアクセスいただくか、Twitter: @aarkimobile のフォロ
ーをよろしくお願いいたします。

http://www.aarki.com
https://twitter.com/aarkimobile

