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1. はじめに 
消費者のメディア消費が多岐にわたるにつれ、広告に使

われるメディアも多様化している。TV は依然として１日

当たりの接触時間がもっとも多いメディアだが、スマート

フォンをはじめとするインターネットメディアの比重は

年々高まっている 1。各メディアの特性を考慮すると、特

定メディアのみへの広告出稿は考えにくく、より効果効率

的にマーケティング/広告目標を達成できると考えられるメ

ディアを組み合わせ使っていく必要がある。 
本研究では、特定ブランドのマーケティング・コミュニ

ケーションに使われた種々のメディアを同時に分析するこ

とで、統合的な広告効果モデルの構築を試みる。さらに各

メディアの売り上げへの定量的な影響度の確認のほか、メ

ディア間の因果関係の有無なども検証する。 

2. VAR による統合的分析 
VAR（Vector Auto Regression Model）モデルとは、多変

量時系列モデルの１つで、時系列データの相互作用を表現

できるモデルである。複数の時系列データ（各種広告変数

など）を統合してモデリングすることで高い予測精度が期

待できるほか、変数間の影響を調べることが可能なので、

「異なる時系列データ同士のダイナミックな関係性を推定

できる」ことがメリットとして挙げられる。 
また VAR モデルでは①Granger の因果：データ間の因果

関係の有無の検定、②インパルス応答関数：変数𝑦_𝑡（広

告）が増加すると変数𝑥_𝑡（売上）にはどういった影響が

あるのか？を定量的に評価、そして③分散分解：各変数の

不確実性（予測できない変動）において、他の変数が寄与

する割合を計算することが可能である。 
グレンジャーでの因果関係を確認することで、プッシュ

型メディアの影響でプル型メディアへの消費者の訪問が誘

発されるなどメディア間の因果関係を、インパルス応答関

数では、広告出稿が売上に寄与するタイミングの確認、ま

た分散分解では各広告が売上にどの程度影響を与えている

かの示唆を得ることが出来ると考えられる。 

3. 利用データ 
本研究では、消費者購買履歴データ(QPR)2 を用いて分析

を行う（図表１）。データの概要は以下の通り。 
Ø データ期間：2016 年 1 月 1 日～12 月 31 日 
Ø エリア：首都圏 
Ø 対象：消費財(CPG；Consumer Packaged Goods) 
Ø 期間内モニター数：14,850 名 
Ø 単位：100 人当り購入回数（回） 

売上データの購入回数とは、当該ブランドの購入数量で

はなく、当該ブランドの買い物回数をカウントしたもので

ある。１回のお買い物での購入であるならば、10 個でも 3
個でも購入数量に関係なく１とカウントされる。 

またメディアデータについては、売上と同一期間の広告

出稿データなどを利用している（図表２）。 
本稿ではページの関係上テレビの出稿データとOOH（屋

外広告）のデータを例示する。作図に当たっては、最大値

を１、最小値を０として正規化している。 

4. VAR モデル 
4.1 VAR モデルとは 

VAR モデルは AR モデル（Auto Regression Model）をベ

クトルに一般化したもので、多変量時系列モデルの中で最

もよく使われ、以下のように表される。 
Ø VAR(p) 

𝑦$ = 𝑐 + 𝜙)𝑦$*) +⋯+𝜙,𝑥$*, + 𝜀$	
² 𝑦_𝑡は𝑛個の変数ベクトル，𝑐は𝑛×1 の定数ベクト

ル，𝜙_𝑖は𝑛×𝑛の係数行列 
² ｎ変量 VAR(p)モデルは n 本の回帰式からなる 
² それぞれの回帰式は各変数を定数と全変数の p 期

間の過去の値に回帰した形 
² 全ての回帰式が同一の説明変数をもつ 
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図表 1 トレンド 

図表 2 広告出稿 
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Ø VAR（１）の例 
𝑦$ = 𝑐) + 𝜙))𝑦$*) + 𝜙)1𝑥$*) + 𝜀)$ 
𝑥$ = 𝑐1 + 𝜙1)𝑦$*) + 𝜙11𝑥$*) + 𝜀1$ 
² 同時点の相手のデータはモデルに含まれない 

4.2 Granger 因果性検定 

Granger の意味での因果とは、相手がいることで予測精

度が上がるかどうかを意味する。 
𝑦$ = 𝑐) + 𝜙))𝑦$*) + 𝜙)1𝑥$*) + 𝜀)$ 
𝑦$ = 𝑐) + 𝜙))𝑦$*) + 𝜙)1𝑥$*) + 𝜀1$ 
² 𝜀_1𝑡：相手のデータも使った時の予測残差 
² 𝜀_2𝑡：相手のデータを使っていない時の予測残差 

この二つの予測残差の残差平方和の大小を比較し、   
相手のデータを使うことで予測残差が有意に減少したかを

検定する。この場合の帰無仮説は「予測残差は減少しない」

であり、対立仮説は「予測残差は減少する」となる。対立

仮説が支持された場合、Granger の因果があるとみなせる。 

4.3 インパルス応答関数 

インパルス応答関数とは、ある変数の誤差項に与えられ

た衝撃（イノベーション）がその他の変数にどのように伝

搬しているかを示す関数のことで、その形状を観察しVAR
モデルにおける各変数間の影響を分析する。 
インパルス応答関数は以下で表され、𝑦_𝑖の直行化攪乱

項に 1単位または１標準偏差のショックを与えた時の𝑦_𝑖の
直行化インパルス応答を時間の関数としてみる。 

𝐼𝑅𝐹56(𝑘) =
𝜕𝑦5,	$<=
𝜕𝑢6$

, 	𝑘 = 0, 	1, 	2, … 

4.4 分散分解 

分散分解では、予測の MSE（mean squared error）を各変

数固有の攪乱項が寄与する部分に分解し、ある変数の予測

できない変数を説明するために、どの変数が重要であるか

を明らかにする。𝑦_𝑖の𝑘期先予測の MSE に対して、𝑦_𝑖の
直行化攪乱項が寄与する割合は、𝑦_𝑖の𝑘期先予測における

𝑦_𝑖の相対的分散寄与率と呼ばれ、RVC_𝑖𝑗 (𝑘)と表記される。

この RVC_𝑖𝑗 (𝑘)を各変数について計算したものを分散分解

という。 

𝑅𝑉𝐶56(𝑘) =
𝑀𝑆𝐸(IJK,	LMN|L)において𝑦5が寄与する部分

𝑀𝑆𝐸(IJK,	LMN|L)
 

² 分散分解は RVC_𝑖𝑗を𝑘の関数として求める 
² 複数の𝑘に対して RVC_𝑖𝑗を求めることで、短期的

に重要な変動要因となっている変数、長期的に重

要な変動要因となっている変数などを比較するこ

とが出来る 

5. 実証分析 
5.1 ラグの選択 

VAR モデルのラグ次数を選択するため、10 次までのラ

グの VAR モデルについて情報量基準を計算した。その結

果、AIC（赤池情報基準）基準では 8 次、SC（Schwarz 
information criterion ） と HQ （ Hannan-Quinn information 
criterion）基準では 1 次のラグが選択された。本稿の VAR
モデリングでは AIC 基準に従い、8 次のラグを採用した。 

5.2 VAR モデル 

本研究にて構築された VAR モデルのうち、4 月分を例示

（図表 3）。実線が実測値であり、破線がモデルによる推

定値（各メディアの貢献度を積み上げ棒グラフで提示）を

示している。 

また TVCM→売上などで Granger 因果性が存在している

こと、インパルス応答関数（図表 4）にて OOH出稿後に売

上げが増加していることなどを確認した。紙面の都合上、

実証分析の詳細は大会当日に発表を行う。 
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1博報堂ＤＹメディアパートナーズ「メディア定点調査 2019」に

よれば、１日あたりのメディア接触時間（東京地区）は、テレビ

の 153.9 分が最も多く、次いで携帯電話/スマートフォンの 117.6
分となっている。http://mekanken.com/mediasurveys/ 
2 消費者購買履歴データ(QPR)は、株式会社エムキューブが保有す

る、QPR モニターの購買情報と意識調査を組み合わせた日本初の

オンラインシングルソースデータ。https://www.m-cube.com/qpr/ 

 
図表 3 構築された VAR モデル 

 
図表 4 インパルス応答関数 
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