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Retargeting on Facebook by the Numbers 2015
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数字で見るFacebookリターゲティング 2015

マーケター1,000人を対象とした調査によると、ソーシャルメディ
アはリターゲティングにおいて最も注目を浴びている話題であり*1

、Facebookが3年前にFacebook Exchange (FBX)でリターゲティ
ングを可能にして以降、このトレンドの中心となり、現在ではFacebook
上でのリターゲティングはデジタル広告主にとって不可欠なツールと言
えます。

本レポートでは、全世界のAdRollのリターゲティング広告キャン
ペーンの広告主顧客に関するデータを分析しました。2014年7月1
日～2015年6月30日に全世界で370億のインプレッションを達成し
た、55,000を超える広告キャンペーンの成果や基準の動向に関する深
い考察(インサイト）をまとめています。

 
前年比較で明らかになったことのハイライト: 

 ↗ 世界的に見て、Facebook上のリターゲティングでは広告主あたりの
平均費用(ASPA)が前年比で平均31%増加しました。

 ↗ AdRollの広告主顧客が既存のディスプレイ リターゲティング広告
キャンペーンにFacebookを追加した際、パフォーマンスが全般的
に向上しました。具体的には、インプレッションリーチは92%増、表
示1,000回あたりのコスト（CPM）は9%減、クリック単価（CPC）は
27%減、クリックスルー率（CTR）は26%増という結果になりました

 ↗ AdRollの広告主顧客のB2B分野のマーケターは、Facebookが単な
るコンシューマーチャネルではないことに気づき、コンテンツマーケテ
ィングにFacebook上のリターゲティングを活用してソーシャルエン
ゲージメントを向上させています。B2BのCTRは前年比140%増、広
告主当たり平均投費用ASPA）は前年比60%増となりました。

 ↗ AdRollのパーソナライズされたダイナミック クリエイティブによる広
告キャンペーンは、静的(スタティック)広告のクリエイティブと比べて
CTRが24%高く、CPCが6%低く、CPAも41%低くなっていました。

 ↗ クロスデバイスでのリターゲティングの採用が進み、全体的な広告パ
フォーマンスも向上しています。AdRollのFacebook広告キャンペー
ンにモバイルでのリターゲティングを追加した場合、インプレッション
リーチが60%増、CTRが64%増、CPCが36%減となりました。

エグゼクティブサマリー 

LIKE PAGE

Dont Forget your Camera!

全世界で370億のインプレッションを達成
した、55,000を超える広告キャンペーンの
成果の動向に関する深い考察(インサイト）
をまとめました
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リターゲティングでは、的を絞ったディスプレイ広告を用いて、PC 
WebやモバイルWeb、モバイルアプリ、ソーシャルネットワークにわた
ってオーディエンスにリーチします。適切な広告を表示してユーザーを
Webサイトに呼び戻し、買い物を完了してもらうことで、オンラインで閲
覧するだけの訪問者を購入者に変えることができます。

リターゲティングでは、訪問者がWebサイトで示したインテント シグ
ナル（Webサイトに滞在した時間、途中で放棄されたショッピングカー
ト、ダウンロードしたホワイトペーパーなど）に基づいて、表示する広告
をパーソナライズできます。また、CRMシステムから取得したメールリス
トに基づき、リターゲティングセグメントを作成することも可能です。最
終的には、個々人に適した広告を表示することで、過去の訪問者をWeb
サイトに呼び戻し、実際の顧客へと変えられる（コンバートできる）確率
が高まります。

リターゲティングとは？
AdRollの「State of the Industry」レポートによると、
90%を超えるマーケターが、リターゲティングはサーチ、
メール、他のディスプレイ広告キャンペーンと同等もしくは
それ以上の成果をもたらすと考えています *1
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AdRollは、広告主がインベントリー ソース全体にわたって顧客にター
ゲットを絞れるように支援しており、Facebookはマーケティングミック
スにおいてますます重要な存在となっています。広告主はFacebook上の
リターゲティングによって、さまざまな広告フォーマット（ダイナミック ク
リエイティブ”動的広告”やモバイルアプリインストール広告など）を使用
し、すでにコンテンツの閲覧に夢中になっているユーザーに再度ターゲッ
トを絞ることができます。

Facebookでは、さまざまな業界や地域の広告主が、マーケティング目
標の達成に役立つ適切なベンダーを見つけられるよう、マーケティングパ
ートナーのバッジプログラムを開始しています。新しいプログラムではパ
ートナーにバッジが1つ付与され、Facebookのパートナー基準を満たし
ているか、または上回っていることが示されます。また、パートナーは9種
類の専門領域に基づいて分類されます *2。このプログラムでは、広告主に
とっての透明性、選択肢、インパクトを高め、Facebook広告での最大の
成果を保証するため、テクノロジー企業を認定しています。AdRollはマー
ケティングバッジを獲得しており、Ad TechnologyとFBXの2つの専門
領域で認定を受けています。

FACEBOOKでのADROLLのリターゲティング

Dont Forget your Camera!

Dont Forget your Camera!

Dont Forget your Camera!

Facebook広告まとめ
2014年以降の変化 *3

リーチ
全世界の月間アクティブ
ユーザー14億9,000万人
(13%増)

広告収入
43%増加

モバイルでのリーチ
全世界の月間アクティブ
モバイルユーザー13億人
(23%増)

モバイルでの広告収入
74%増加
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画像サイズ：1,200 x 628ピクセル
画像の縦横比：1.9:1
見出し：25文字以内
テキスト：90文字以内
リンクの説明：30文字以内
画像にテキストが占める面積が
20%を超えないこと。画像にテキ
ストが占める割合をチェックでき
るFacebookのグリッドツールを
ご利用ください

FACEBOOK広告のフォーマット
右側広告枠デスクトップニュースフィード

モバイルニュースフィード
画像サイズ：1,200 x 628ピクセル
画像の縦横比：1.9:1
見出し：25文字以内
テキスト：90文字以内
リンクの説明：30文字以内
画像にテキストが占める面積が
20%を超えないこと。画像にテキ
ストが占める割合をチェックでき
るFacebookのグリッドツールを
ご利用ください

モバイルアプリの
インストール
画像サイズ：1,200 x 628ピクセル
画像の縦横比：1.9:1
テキスト：90文字以内
画像にテキストが占める面積が
20%を超えないこと。画像にテ
キストが占める割合をチェックで
きるFacebookのグリッドツー
ルをご利用ください

FACEBOOKモバイル広告のフォーマット
モバイル広告フォーマット

ダイナミックプロダクト
広告
2014年2月に発表されたFacebookのダイナミッ
クプロダクト広告では、広告主のWebサイトを訪
問したことのあるユーザーに対し、単一の広告で
複数の製品を訴求できます。また、場所や年齢、興
味などの具体的な属性に基づいて、ユーザーにリ
ーチすることも可能です。この広告は、デスクトップ

（ニュースフィードと右側広告枠）およびモバイル
の双方で表示できます。

推奨画像サイズ：600 x 600ピクセル
画像の縦横比：1:1
見出し：40文字以内
テキスト：90文字以内
リンクの説明：20文字以内
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今回の分析で明らかになった主なポイントの1つが、多様なインベントリ
ー ミックスにわたって広告キャンペーンを実施することで、パフォーマンスと
ROIを改善できるという点です。Facebookはインベントリー ソースとして
最大規模であるため、既存のリターゲティング戦略にFacebookを追加す
ることで、パフォーマンスの著しい上昇が期待できます。

FacebookとWebディスプレイ広告キャンペーンのコンバージョン率を
比較したところ、コンバージョンの大半は依然としてディスプレイで生じてい
ました。(日本では2015年3月からAdRollがサービス開始したためあくまでも参考
値。2015年3月以前の調査対象キャンペーン数はゼロではないが圧倒的に少ない。)

しかし、Facebookリターゲティングを既存のディスプレイ広告キャン
ペーンに追加することでリーチが拡大し、CPCが大幅に減少し、全体的に
CPAが減少していました。

FACEBOOK追加でリターゲティングキャンペーンの成果は向上
世界的なトレンド: 

ヨーロッパ
漸増的に上昇

+85% インプレッションリーチ
-35% Click CPA
-28% CPC

C
ON

VERSION BY INVENTOR
Y

64%36%

日本
漸増的に上昇

+84% インプレッションリーチ
-50% Click CPA
-42% CPC

C
ON

VERSION BY INVENTOR
Y

65%
35%

オーストラリア
漸増的に上昇

+91% インプレッションリーチ
-41% Click CPA
-34% CPC

C
ON

VERSION BY INVENTOR
Y

81%

19%

米国
漸増的に上昇

+92% インプレッションリーチ
-33% Click CPA
-26% CPC

C
ON

VERSION BY INVENTOR
Y

63%37%

• Display   

• Facebook

全世界 

既存のディスプレイリターゲティングキャンペーンの上に
FACEBOOKリターゲティングを追加すると、広告効果は
漸増的に上昇。

+92% インプレッションリーチ
-33% Click CPA
-28% CPC

イ
ン

ベントリー別コンバージョン

63%37%
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Facebookが世界中で拡大を続けるなかで、各業界はFacebookのリー
チに投資するというチャンスに気付いています。全世界で、特にB2Bとリ
テール分野の広告主において、Facebook上のリターゲティングの広告
主あたりの平均費用(ASPA)が一貫して目覚ましく上昇しています。

世界的なトレンド: 

広告主あたり
平均費用(ASPA)
対前年比 

ヨーロッパ
52%

66%

49%

B2B

RETAIL 

OTHER

+37%

+68%

B2B +5%

RETAIL 

OTHER

広告主あたり
平均費用(ASPA)
対前年比 

日本
45%

71%

60%

+67%

+22%B2B

RETAIL +13%

B2B

RETAIL 

OTHER

OTHER 

北米
ADROLL
の広告主の
FACEBOOK　広
告費用
(業界別)

広告主あたり
平均費用(ASPA)
対前年比 

OTHER 

66%

45%

+26%

+51%

OTHER +1%

48%B2B

RETAIL 

OTHER

全世界 

OTHER 

ADROLL
の広告主の
FACEBOOK
広告費用
(業界別)

広告主あたり
平均費用(ASPA)
対前年比

B2B

RETAIL 

OTHER

49%

66%

46%

+31%

+61%B2B

RETAIL 

OTHER +4%

ADROLL
の広告主の
FACEBOOK　広
告費用
(業界別)

広告主あたり
平均費用(ASPA)
対前年比 

46%

51%

64%

B2B

RETAIL 

OTHER

OTHER 

+46%

+75%

+124%B2B

RETAIL 

オーストラリア 

業界別広告費トレンド
ADROLL
の広告主の
FACEBOOK
広告費用
(業界別)

ADROLL
の広告主の
FACEBOOK
広告費用
(業界別)

B2B

RETAIL 
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わずか数年前までは、Facebook広告はコンシューマーユーザーに
リーチするだけのチャネルと考えられていました。しかし今では、メディ
ア消費の習慣が変化しており、B2BマーケターはB2Cの同種企業を
見習って、状況に適応する必要があります。結果としてB2Bマーケター
は、Facebookでブランディングやリードジェネレーション キャンペーン
を成功させています。コンテンツマーケティングはB2Bマーケティング分
野の主力になっていることから、Facebookが新しいコンテンツに注目を
を引き寄せられる優れたインベントリー ソースであることが証明されてい
ます。この1年間で、B2BマーケターはFacebookリターゲティングの効
果に気付き、急速に採用を進めていることが本調査からわかりました。

B2BマーケターによるFACEBOOKの採用が急速に
進み、素晴らしいROIを達成

B2BマーケターはいまFacebook上で
ブランディング施策やリードジェネレーション
施策を成功させています

全世界のB2Bの対前年増加率

+60%

+115%

-11%

+140%

CPACPC

CPMCTRASPA 

-42%
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Facebookは昨年、Facebookカスタムオーディエンス(WCA)を通じてモバ
イルでリターゲティングする機能を発表しました。Facebookの月間アクティブ
ユーザー（13億人）のうち87%は、スマートフォンやタブレットからプラットフォ
ームにアクセスしているため、広告主にとってはオムニチャネルのユーザーとつ
ながる莫大なチャンスです。 *4

モバイルリターゲティングを既存のデスクトップ広告キャンペーンに追加
したAdRollを活用する広告主は、Facebookインベントリー全体でパフォー
マンスが大幅に向上しました。すべての地域でインプレッションとCTRが増加
し、CPCが減少しています。

FACEBOOKがモバイルの潜在能力を解き放つ

FACEBOOKでのクロスデバイス リターゲティングを追加することで成果は向上
•全世界 •米国 •ヨーロッパ •オーストラリア • 日本

インプレッションリーチ CPC CTR

+60% +58%
+51%

+103% +101%

+64% +61%

+82%

+52%

+64%

-36% -35% -36%
-42%

-6%

全地域で
インプレッションとCRT
は増加、
CPCは減少傾向

Facebookモバイル
アプリインストール
広告:  
Facebookはこれまで、35億を超えるアプ
リインストールを促しており *5、広告主から
の要望の高まりを受けて、WCAでモバイ
ルアプリインストール広告キャンペーンを
実施する機能を追加しました。AdRollの
調査によると、モバイルアプリインストール
広告キャンペーンへの支出は前年比で12
倍、インストール数は13.8倍に到達してい
ます。モバイルアプリインストール広告の採
用は依然として大幅に増加しており、来年
はさらに増えるものと予想されます。

Dont Forget your Camera!
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Facebook上のダイナミック クリエイティブは、複数のデバイスにわ
たって関連性の高いパーソナライズ広告を表示するために、製品カタロ
グを利用します。広告主のWebサイトに訪問したことのあるユーザーに
は、以前に表示した製品、お勧め、主力製品などに基づいて、Facebook
の利用中に関連する広告が表示されます。AdRollのプラットフォームで
は、予測アルゴリズムを用いてこうしたパーソナライズされたお勧め情報
を生成し、よく売れている製品などの他のヒューリスティックスをサポー
トします。

Facebookでのダイナミック クリエイティブ(動的広告)とスタティック
(静的)広告とを比較すると、ダイナミック クリエイティブが圧倒的に勝っ
ています。ダイナミック クリエイティブの効果は、ニュースフィードや右側
広告枠でのCTRの向上、CPCおよびCPAの削減につながっています。特
に、ダイナミック クリエイティブのCPAは、Facebookのスタティック広告
よりも41.5%低くなっています。

FACEBOOKにおけるADROLLのダイナミック クリエイティブのパフォーマンス

ダイナミッククリエイティブ VS スタティック広告
+24% インプレッションリーチ 
-6% CPC 
-41% CPA 

成果:

6.8x ROI
目標よりも29%低いCPA
目標よりも86%低いモバイルCPA 

Facebookのダイナミック 
クリエイティブとスタティック
広告とを比較すると、明らか
にダイナミック クリエイティブ
が勝者

Journelleは新規顧客の開拓に備えると同
時に、一貫した継続的なブランド体験によって
既存顧客のナーチャリング(育成)を続けられる
ソリューションも必要としていました。マーケテ
ィングディレクターのAllison Beale氏は、次の
ように語っています。「通常、当社の売上の70%
は既存のお客様で、30%が新規のお客様です。
当社の製品は、ごひいきのお客様に大変好評
です。」

Journelleは、サイトにおける個々の買い物
客の閲覧履歴を利用する、AdRollのダイナミッ
ク クリエイティブ(動的広告)を試すことにしま
した。この機能により、パーソナライズされた素
晴らしいユーザー エクスペリエンスを大々的に
提供できます。AdRollのダイナミック クリエイ
ティブチームは、Journelleのブランドを維持し
つつ、買い物客にとってパーソナルな広告を作
り上げました。「AdRollは、当社のマーケティン
グチームの一員として貢献し、当社の主なパフ
ォーマンス目標を見失うことなく、お客様に対し
て当社のブランドを生き生きと表現してくれまし
た」とBeale氏は語っています。

お客様事例



11 www.adrol l .com

数字で見るFacebookリターゲティング 2015

FacebookでのCRMリターゲティングは、オフラインの顧客データと
ソーシャル広告戦略のギャップを埋めるものです。CRMシステムから取
得したメールリストに基づいてユーザーに再度ターゲットを絞り、Web
サイト訪問者以外にもリターゲティング広告キャンペーンを拡大で
きます。CRMデータはExcelのスプレッドシート形式でアップロード
し、Facebookインベントリー全体にわたるリターゲティングセグメント
に変換できます。

FACEBOOKでのCRMリターゲティング

仕組み:

主なパフォーマンス指標: 
6.9% コンバージョン率
3.8x ROI

2. AdRollがオンライン上で広告主の顧客オーディエンスを特定

3. 広告を配信

1. CRMデータをAdRollにアップロード 社内のデジタルプログラム化が進むにつ
れ、Kiehl’sカナダはオンライン店舗と実店舗
のデータベースをデジタル キャンペーンにリ
ンクさせる方法を模索し始めていました。既に
Web登録や、店舗で獲得したプロフィール、過
去の購買行動などからCRMデータベースを構
築していたため、そのデータを使用してターゲ
ットを絞ったメール広告キャンペーンを行いま
した。AdRollのCRMデータオンボーディング
(CRM Data Onboarding)によって、効果の
高いメール企画をデジタル リターゲティングに
拡張することが可能となり、瞬時にして顧客の
アドレスがWebやモバイル、ソーシャルネットワ
ーク全体を通じてリターゲティングを行うこと
ができる、価値あるオーディエンスへと変わり
ました。
同社のEコマースおよびデジタルマーケティン
グマネージャーであるJordan Yuck氏は、次の
ように述べています。「AdRollはリターゲティン
グの可能性を私たちに教えてくれました。これ
までのディスプレイ広告ではできなかった方法
で、オンラインにいるオーディエンスをターゲッ
ト化できるようにしてくれたのです。今はAdRoll
を使ったパフォーマンスマーケティングを実践
中です。」

お客様事例
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全体的に見て、FACEBOOK上のリターゲティングは広告主のROIを引き続
き向上させています。FACEBOOKはこの1年で新しい広告フォーマットを
提供し、クロスデバイスのリターゲティングをさらに改善し、広告主がファー
ストパーティ データを用いてリターゲティングの有効性を高められる新た
な方策を提供しました。全世界の広告主はこうした新しいツールを活用する
ことで、パフォーマンスを大幅に改善しています。さらに、FACEBOOKインベ
ントリ全体にわたって、B2Bマーケターによるリターゲティングの採用や用
途が拡大し、パフォーマンスも向上しています。

AdRollについて
AdRollは世界で最も幅広い顧客層に利用されているリターゲティング・プラットフ
ォームを提供し、全世界で2万を超える広告主に採用されています。AdRollの革新
的で使い勝手の良いマーケティングプラットフォームは、あらゆる企業規模の広告
主が自社ウェブサイトからのデータに基づいて最適化された広告キャンペーンを
実施し、最大限のオンライン広告費用対効果を得られるように広告主をサポート
しています。
AdRollはサンフランシスコに本社を構えており、ニューヨーク、ダブリン、ロンド
ン、シドニーおよび東京にオフィスを開設し、Foundation Capital、Institutional 
Venture Partners(IVP)、Northgate Capital、Glenmede、Accel Partners、Merus 
Capital、Peter Thielなどの主要投資機関の支援を受けています。 詳細は、 www.
adroll.com をご覧ください。(日本語サイト www.adroll.jp) 

まとめ

ASPA

用語 定義

広告主当たり平均費用

提供されたインプレッションの増加率

広告表示1,000回当たりのコスト

ペイパークリック（PPC）マーケティング広告キャンペーンにおいて、
クリック1回当たりに支払う実際の金額

顧客獲得単価

クリックスルー率。広告がクリックされた回数をインプレッション総数で
割ったもの

投資収益率。収益を総支出で割ったもの

CPA

CPM

ROI

インプレッションリーチ

CTR

CPC

本レポートで欧州の広告主について言及する際
には、英国、アイルランド、フランス、オランダ、北欧
諸国、ドイツ、ベルギー、およびルクセンブルグの広
告主のデータを使用しました。

本レポートにおけるディスプレイ リターゲティ
ング広告キャンペーンとは、Webインベントリー
全体にわたって実施される広告キャンペーンを指
します。

本レポートの前年比データはすべて、2014
年7月1日～2015年6月30日に全世界で収集し
たものを、2013年7月1日～2014年6月30日に
Facebookで広告キャンペーンを実施した広告主
のデータと比べたものです。

Sources:
1. AdRoll, State of the Industry
2. Facebook, 「Facebook Marketing 

Partner Requirements（Facebookマー
ケティングパートナー要件）」

3. Facebook, 「Facebook Q1 2015 
Earnings Call（Facebookの2015年第1
四半期収支報告）」

4. Facebook, 「Facebook Q1 2015 
Earnings （Facebookの2015年第1四半
期収支）」

5. Facebook F8カンファレンスにおけるマー
ク・ザッカーバーグの基調講演

Appendix:

http://www.adroll.jp
https://www.adroll.com/resources/guides-and-reports/20141201-state-industry-close-look-retargeting-and-programmatic
https://developers.facebook.com/marketingpartners/badge
https://developers.facebook.com/marketingpartners/badge
https://developers.facebook.com/marketingpartners/badge
https://developers.facebook.com/marketingpartners/badge
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-NJ5DZ/457232066x0x823326/A88E8ECF-8532-4F35-B251-4F95C2A4C6B3/FB_Q12015_Transcript.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-NJ5DZ/457232066x0x823326/A88E8ECF-8532-4F35-B251-4F95C2A4C6B3/FB_Q12015_Transcript.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-NJ5DZ/457232066x0x823326/A88E8ECF-8532-4F35-B251-4F95C2A4C6B3/FB_Q12015_Transcript.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-NJ5DZ/457232066x0x823326/A88E8ECF-8532-4F35-B251-4F95C2A4C6B3/FB_Q12015_Transcript.pdf
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=908022
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=908022
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=908022
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=908022
https://fbf8.com/
https://fbf8.com/
https://fbf8.com/

