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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザに関するユーザ情報を取得し、取得したユーザ情報をユーザ情報記憶部に記憶し
、前記ユーザに配信された広告に関する配信ログ情報を取得し、取得した配信ログ情報を
配信ログ情報記憶部に記憶する取得部と、
　前記ユーザ情報記憶部に記憶されたユーザ情報と前記配信ログ情報記憶部に記憶された
配信ログ情報とに基づく学習により、広告情報のデータ形式における種別に関する評価値
を予測するモデルを生成する生成部と、
　を備えたことを特徴とする生成装置。
【請求項２】
　前記生成部は、
　前記取得部により取得されたユーザ情報に基づいて、前記種別に関するクリック率を予
測するモデルを生成する
　ことを特徴とする請求項１に記載の生成装置。
【請求項３】
　前記生成部により生成された前記モデルに基づいて、広告コンテンツの前記種別を決定
する決定部、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の生成装置。
【請求項４】
　端末装置から広告の配信要求を受け付ける受付部、
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　をさらに備え、
　前記決定部は、
　前記端末装置を利用するユーザのユーザ情報と前記モデルとにより予測される前記評価
値に基づいて、前記端末装置に配信する広告コンテンツの種別を決定する
　ことを特徴とする請求項３に記載の生成装置。
【請求項５】
　前記決定部は、
　前記端末装置を利用するユーザが所定の条件を満たす場合、複数の種別を前記端末装置
に配信する広告コンテンツの種別の候補として決定する
　ことを特徴とする請求項４に記載の生成装置。
【請求項６】
　前記決定部は、
　所定の期間内における前記端末装置を利用するユーザの広告のクリック率が所定の閾値
以上の場合、複数の種別を前記端末装置に配信する広告コンテンツの種別の候補として決
定する
　ことを特徴とする請求項５に記載の生成装置。
【請求項７】
　前記決定部は、
　前記種別のうち、各種別に対応する所定の評価値が上位の種別を前記端末装置に配信す
る広告コンテンツの種別の候補として決定する
　ことを特徴とする請求項４～６のいずれか１項に記載の生成装置。
【請求項８】
　前記決定部は、
　前記種別のうち、前記所定の評価値としてのクリック率が上位の種別を配信する広告コ
ンテンツの種別の候補として決定する
　ことを特徴とする請求項７に記載の生成装置。
【請求項９】
　前記決定部は、
　前記種別のうち、前記所定の評価値としての期待収益値が上位の種別を配信する広告コ
ンテンツの種別の候補として決定する
　ことを特徴とする請求項７に記載の生成装置。
【請求項１０】
　前記決定部は、
　前記所定の評価値が最も高い種別と当該種別の前記所定の評価値から所定の範囲内の前
記所定の評価値の種別とを、配信する広告コンテンツの種別の候補として決定する
　ことを特徴とする請求項７～９のいずれか１項に記載の生成装置。
【請求項１１】
　コンピュータが実行する生成方法であって、
　制御部が、ユーザに関するユーザ情報を取得し、取得したユーザ情報をユーザ情報記憶
部に記憶し、前記ユーザに配信された広告に関する配信ログ情報を取得し、取得した配信
ログ情報を配信ログ情報記憶部に記憶する取得工程と、
　前記制御部が、前記ユーザ情報記憶部に記憶されたユーザ情報と前記配信ログ情報記憶
部に記憶された配信ログ情報とに基づく学習により、広告情報のデータ形式における種別
に関する評価値を予測するモデルを生成する生成工程と、
　を含むことを特徴とする生成方法。
【請求項１２】
　制御部が、ユーザに関するユーザ情報を取得し、取得したユーザ情報をユーザ情報記憶
部に記憶し、前記ユーザに配信された広告に関する配信ログ情報を取得し、取得した配信
ログ情報を配信ログ情報記憶部に記憶する取得手順と、
　前記制御部が、前記ユーザ情報記憶部に記憶されたユーザ情報と前記配信ログ情報記憶
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部に記憶された配信ログ情報とに基づく学習により、広告情報のデータ形式における種別
に関する評価値を予測するモデルを生成する生成手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする生成プログラム。
【請求項１３】
　ユーザ情報記憶部に記憶されたユーザに関するユーザ情報と、フォーマット情報記憶部
に記憶された広告情報のデータ形式における種別に関する評価値を予測するモデルとを用
いて、前記ユーザに配信する広告コンテンツの前記種別の決定に用いられる値である予測
評価値を予測し、予測した前記予測評価値に基づいて、前記ユーザに配信する広告コンテ
ンツの前記種別を決定する決定部、
　を備えたことを特徴とする決定装置。
【請求項１４】
　コンピュータが実行する決定方法であって、
　制御部が、ユーザ情報記憶部に記憶されたユーザに関するユーザ情報と、フォーマット
情報記憶部に記憶された広告情報のデータ形式における種別に関する評価値を予測するモ
デルとを用いて、前記ユーザに配信する広告コンテンツの前記種別の決定に用いられる値
である予測評価値を予測し、予測した前記予測評価値に基づいて、前記ユーザに配信する
広告コンテンツの前記種別を決定する決定工程、
　を含むことを特徴とする決定方法。
【請求項１５】
　制御部が、ユーザ情報記憶部に記憶されたユーザに関するユーザ情報と、フォーマット
情報記憶部に記憶された広告情報のデータ形式における種別に関する評価値を予測するモ
デルとを用いて、前記ユーザに配信する広告コンテンツの前記種別の決定に用いられる値
である予測評価値を予測し、予測した前記予測評価値に基づいて、前記ユーザに配信する
広告コンテンツの前記種別を決定する決定手順、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする決定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生成装置、生成方法、生成プログラム、決定装置、決定方法、及び決定プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、配信要求元に応じてデザインを決定した広告を配信する技術が提供されている。
例えば、ウェブページのデザインに基づいて広告を動的に生成する技術が提供されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５２６５６５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の従来技術では、広告コンテンツのデータ形式における種別ごとの
配信実績に基づいて、配信する広告コンテンツの種別における評価値を予測する場合、適
切に評価値を予測できない場合がある。例えば、複数の分類毎に種別の評価値を収集する
場合、各種別の評価値の実績が不足し、適切に評価値を予測できない場合がある。
【０００５】
　本願は、上記に鑑みてなされたものであって、配信する広告コンテンツの種別に関する
評価値を予測するモデルを適切に利用可能とする生成装置、生成方法、生成プログラム、
決定装置、決定方法、及び決定プログラムを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願に係る生成装置は、ユーザに関するユーザ情報を取得する取得部と、前記取得部に
より取得されたユーザ情報に基づいて、広告情報のデータ形式における種別に関する評価
値を予測するモデルを生成する生成部と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　実施形態の一態様によれば、配信する広告コンテンツの種別に関する評価値を予測する
モデルを適切に利用可能とすることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施形態に係る生成処理の一例を示す図である。
【図２】図２は、実施形態に係る配信処理の一例を示す図である。
【図３】図３は、実施形態に係る広告配信装置の構成例を示す図である。
【図４】図４は、実施形態に係るユーザ情報記憶部の一例を示す図である。
【図５】図５は、実施形態に係る配信ログ情報記憶部の一例を示す図である。
【図６】図６は、実施形態に係るフォーマット情報記憶部の一例を示す図である。
【図７】図７は、実施形態に係る広告情報記憶部の一例を示す図である。
【図８】図８は、実施形態に係るテンプレート情報記憶部の一例を示す図である。
【図９】図９は、実施形態に係る生成処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、実施形態に係る配信処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、実施形態に係る複数のフォーマットを決定する生成処理の一例を示
す図である。
【図１２】図１２は、実施形態に係る複数のフォーマットを決定する生成処理の一例を示
す図である。
【図１３】図１３は、広告配信装置の機能を実現するコンピュータの一例を示すハードウ
ェア構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本願に係る生成装置、生成方法、生成プログラム、決定装置、決定方法、及び
決定プログラムを実施するための形態（以下、「実施形態」と呼ぶ）について図面を参照
しつつ詳細に説明する。なお、この実施形態により本願に係る生成装置、生成方法、生成
プログラム、決定装置、決定方法、及び決定プログラムが限定されるものではない。また
、以下の各実施形態において同一の部位には同一の符号を付し、重複する説明は省略され
る。
【００１０】
（実施形態）
〔１－１．生成処理〕
　まず、図１を用いて、実施形態に係る生成処理の一例について説明する。図１は、実施
形態に係る生成処理の一例を示す図である。図１に示す広告配信装置１００は、フォーマ
ットに関する所定の評価値を予測するモデルを生成する。また、広告配信装置１００は、
コンテンツ配信装置５０が配信するコンテンツに表示される広告コンテンツを配信する配
信サービスを提供するが、この点については図２で説明する。
【００１１】
　また、広告コンテンツのデザインは、広告情報のデータ形式における種別と、広告情報
を広告コンテンツとして表示する際の表示様式との２つの要素からなる。ここでいう広告
情報のデータ形式における種別とは、例えば、文字情報や、画像情報や、文字情報と画像
情報との組合せなど、広告情報のデータ形式に基づく分類を示す。以下では、広告情報の
データ形式における種別を「フォーマット」とする場合がある。また、例えば、広告情報
とは、例えば車Ａのテキスト広告や、車Ａの画像広告や、車Ａのテキストと画像とを組み
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合わせた広告などの広告の具体的な内容を示す。また、広告情報の表示様式とは、例えば
、広告情報を広告コンテンツとして表示する際の文字フォントや、文字の色や、文字情報
を表示する行数や、文字情報及び画像情報等の各構成要素の配置など、種々の要素を組み
合わせた表示態様の分類を示す。以下では、広告情報の表示様式を「テンプレート」とす
る場合がある。また、以下に示す例において、広告コンテンツにおける各フォーマットに
は、各々に対して適用可能なテンプレートが、例えば複数用意される。例えば、図２では
、フォーマットＩＤ「ＦＭ１１」により識別されるフォーマットには、テンプレートＩＤ
「ＴＰ１１」により識別されるテンプレートや、テンプレートＩＤ「ＴＰ１２」により識
別されるテンプレート等の複数のテンプレートから選択された任意のテンプレートが、適
用可能である。
【００１２】
　図１に示すように、配信システム１には、端末装置１０と、コンテンツ配信装置５０（
図２参照）と、広告配信装置１００とが含まれる。端末装置１０と、コンテンツ配信装置
５０と、広告配信装置１００とは図示しない所定の通信網を介して、有線または無線によ
り通信可能に接続される。なお、図１に示した配信システム１には、複数台の端末装置１
０や、複数台のコンテンツ配信装置５０や、複数台の広告配信装置１００が含まれてもよ
い。
【００１３】
　端末装置１０は、ユーザによって利用される情報処理装置である。端末装置１０は、例
えば、スマートフォンや、タブレット型端末や、ノート型ＰＣ（Personal　Computer）や
、デスクトップＰＣや、携帯電話機や、ＰＤＡ（Personal　Digital　Assistant）等によ
り実現される。図１は、端末装置１０がスマートフォンである場合を示す。
【００１４】
　また、端末装置１０は、ユーザによる操作を受け付ける。図１に示す例において、端末
装置１０は、所定のアプリ（例えば、ブラウザ等）に表示するコンテンツをコンテンツ配
信装置５０へ要求する。また、端末装置１０は、表示するコンテンツに広告を表示する領
域が含まれる場合、広告を広告配信装置１００へ要求する。なお、以下では、端末装置１
０をユーザと表記する場合がある。すなわち、以下では、ユーザを端末装置１０と読み替
えることもできる。
【００１５】
　広告配信装置１００は、ユーザ情報に基づいて、広告情報のフォーマットに関する評価
値であるＣＴＲを予測するモデルを生成する生成装置である。また、広告配信装置１００
は、広告の配信要求に応じて広告を配信する広告配信サービスを提供する情報処理装置で
ある。例えば、広告配信装置１００は、広告の配信を要求した端末装置１０を利用するユ
ーザに応じて、端末装置１０へ広告を配信する情報処理装置である。
【００１６】
　コンテンツ配信装置５０は、コンテンツを配信する情報処理装置である。図１に示す例
において、コンテンツ配信装置５０は、端末装置１０からのコンテンツ要求に応じて、端
末装置１０において起動されたアプリに表示されるコンテンツを配信する。
【００１７】
　以下、図１を用いて、生成処理の一例を説明する。図１は、ユーザがユーザＩＤ「Ｕ１
」により識別されるユーザ（以下、「ユーザＵ１」とする場合がある）である場合を示す
。また、図１では、モデルを生成する対象となるフォーマットに関する評価値を、クリッ
ク率、すなわちＣＴＲ（Click　Through　Rate）とした場合を例に説明する。
【００１８】
　また、図１では、広告配信装置１００は、複数のフォーマットごとにＣＴＲを予測する
モデルを生成する。具体的には、広告配信装置１００は、フォーマット情報記憶部１２３
に記憶されるフォーマットＩＤ「ＦＭ１１」～「ＦＭ１３」により各々識別される複数の
フォーマットごとにＣＴＲを予測するモデルを生成する。なお、以下では、フォーマット
ＩＤ「ＦＭ１１」により識別されるフォーマットをフォーマットＦＭ１１とし、フォーマ
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ットＩＤ「ＦＭ１２」により識別されるフォーマットをフォーマットＦＭ１２とし、フォ
ーマットＩＤ「ＦＭ１３」により識別されるフォーマットをフォーマットＦＭ１３とする
。例えば、図１では、フォーマットＦＭ１１は、テキスト（文字情報）である。また、フ
ォーマットＦＭ１２は、画像である。また、フォーマットＦＭ１３は、テキストと画像の
組合せである。
【００１９】
　まず、図１に示すように、広告配信装置１００は、端末装置１０からユーザＵ１の行動
履歴等のユーザ情報を取得する（ステップＳ１）。そして、広告配信装置１００は、ユー
ザＵ１のユーザ情報をユーザ情報記憶部１２１に記憶する。例えば、図１では、広告配信
装置１００は、ユーザ情報記憶部１２１にユーザＵ１の２０代男性であることを示す情報
や、車に関して検索を行ったことやサイトＡを閲覧したこと等を示す情報を記憶する。な
お、広告配信装置１００は、ユーザ情報であれば、ユーザの行動履歴に限らず、ユーザの
年代や性別等、目的に応じて種々の情報を取得してもよい。
【００２０】
　そして、広告配信装置１００は、端末装置１０に表示されたコンテンツＣＴ１０中に含
まれる広告表示領域ＡＲ１１に表示する広告コンテンツを配信する（ステップＳ２）。以
下、広告表示領域を単に「領域」や「枠」とする場合がある。例えば、広告表示領域ＡＲ
１１を単に「領域ＡＲ１１」と記載する場合がある。図１のステップＳ２において、広告
配信装置１００は、テキストのフォーマットＦＭ１１の広告コンテンツＡＣ１１をユーザ
Ｕ１の端末装置１０に配信する。
【００２１】
　そして、ユーザＵ１が利用する端末装置１０は、受信した広告コンテンツＡＣ１１をコ
ンテンツＣＴ１０中に含まれる広告表示領域ＡＲ１１に表示する。また、図１では、ユー
ザＵ１が、端末装置１０に表示された広告コンテンツＡＣ１１を選択、すなわちクリック
したものとする。
【００２２】
　その後、広告配信装置１００は、ユーザＵ１が利用する端末装置１０から配信した広告
に関する配信ログ情報を取得する（ステップＳ３）。例えば、広告配信装置１００は、ユ
ーザＵ１が利用する端末装置１０からユーザＵ１が広告コンテンツＡＣ１１をクリックし
たことを示す情報を取得する。
【００２３】
　また、広告配信装置１００は、端末装置１０に表示されたコンテンツＣＴ１０中に含ま
れる広告表示領域ＡＲ１１に表示する広告コンテンツを配信する（ステップＳ４）。図１
のステップＳ４において、広告配信装置１００は、画像のフォーマットＦＭ１２の広告コ
ンテンツＡＣ２１をユーザＵ１の端末装置１０に配信する。
【００２４】
　そして、ユーザＵ１が利用する端末装置１０は、受信した広告コンテンツＡＣ２１をコ
ンテンツＣＴ１０中に含まれる広告表示領域ＡＲ１１に表示する。また、図１では、ユー
ザＵ１が、端末装置１０に表示された広告コンテンツＡＣ２１を選択、すなわちクリック
しなかったものとする。
【００２５】
　その後、広告配信装置１００は、ユーザＵ１が利用する端末装置１０から配信した広告
に関する配信ログ情報を取得する（ステップＳ５）。例えば、広告配信装置１００は、ユ
ーザＵ１が利用する端末装置１０からユーザＵ１が広告コンテンツＡＣ２１をクリックし
なかったことを示す情報を取得する。そして、広告配信装置１００は、ステップＳ３やス
テップＳ５で取得した配信ログ情報を配信ログ情報記憶部１２２に記憶する。例えば、図
１では、広告配信装置１００は、配信ログ情報記憶部１２２にユーザＵ１が広告コンテン
ツＡＣ１１をクリックしたことや広告コンテンツＡＣ２１をクリックしなかったこと等を
示す情報を記憶する。
【００２６】
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　なお、ステップＳ１やステップＳ２やステップＳ４は、ステップＳ６のモデル生成の前
であれば、いずれの順序により行われてもよい。また、ステップＳ３及びステップＳ５に
おける配信ログ情報の取得は、１つのステップとして行われてもよい。また、図１では、
説明のために、コンテンツＣＴ１０中に含まれる広告表示領域ＡＲ１１に表示する広告コ
ンテンツを配信する場合を示すが、配信ログ情報は他のコンテンツや他の広告表示領域に
表示される広告コンテンツに関する情報も含んでもよい。また、図１では、ユーザＵ１に
関するユーザ情報や配信ログ情報を取得する場合を図示したが、広告配信装置１００は、
ユーザＵ１を含む複数のユーザからユーザ情報や配信ログ情報を取得するものとして、以
下説明する。
【００２７】
　次に、広告配信装置１００は、ユーザ情報記憶部１２１に記憶されたユーザ情報や、配
信ログ情報記憶部１２２に記憶された配信ログ情報を用いて、フォーマットＦＭ１１～Ｆ
Ｍ１３ごとにＣＴＲを予測するモデルを生成する（ステップＳ６）。例えば、広告配信装
置１００は、ユーザ情報記憶部１２１に記憶されたユーザ情報や、配信ログ情報記憶部１
２２に記憶されたフォーマットＦＭ１１の広告コンテンツに関する配信ログ情報を用いて
、フォーマットＦＭ１１のＣＴＲを予測するモデルを生成する。
【００２８】
　また、例えば、広告配信装置１００は、フォーマットごとのＣＴＲを予測するモデルと
して、各素性に対応する重みを導出する。なお、広告配信装置１００が生成するモデルの
重みは、０や負の値であってもよい。また、広告配信装置１００は、種々の従来技術を適
宜用いてモデルの生成を行ってもよい。例えば、広告配信装置１００は、抽出した素性の
重みを学習により導出することよりモデルを生成してもよいし、予め指定された素性を用
いてモデルの生成を行ってもよい。例えば、広告配信装置１００は、図１に示す素性１が
「男性」であり、素性２が「サイトＢの閲覧」等であるモデルを生成する。なお、素性に
は、広告表示領域に関する情報（例えば、後述する枠タイプ等）が含まれてもよい。
【００２９】
　また、広告配信装置１００は、ステップＳ６において生成した各フォーマットのモデル
をフォーマット情報記憶部１２３に記憶する。図１では、広告配信装置１００は、フォー
マットＦＭ１１のモデルにおいて、素性１の重みが「０．６」であり、素性２の重みが「
０．１」であることを示す情報を記憶する。なお、フォーマット情報記憶部１２３に記憶
されたモデルを用いたＣＴＲ予測については、図２において説明する。
【００３０】
　上述したように、広告配信装置１００は、配信する広告情報のフォーマットに関するＣ
ＴＲを適切に予測するモデルを生成することができる。また、広告配信装置１００は、フ
ォーマット情報記憶部１２３に記憶されたモデルを用いることにより、配信要求を送信す
る端末装置１０を利用するユーザに応じて、適切に各フォーマットのＣＴＲを予測するこ
とができる。例えば、広告配信装置１００は、配信実績が十分でない広告コンテンツを配
信する場合であっても、適切に各フォーマットのＣＴＲを予測し、適切なコンテンツを配
信することができる。また、例えば、広告配信装置１００は、配信実績が十分でないユー
ザに配信する場合であっても、適切に各フォーマットのＣＴＲを予測し、適切なコンテン
ツを配信することができる。
【００３１】
　なお、図１に示す例においては、広告配信装置１００が広告情報の各フォーマットに対
するＣＴＲを予測するモデルを生成する場合を示したが、広告配信装置１００は、広告情
報の各テンプレートに対するＣＴＲを予測するモデルを生成してもよい。
【００３２】
〔１－２．配信処理〕
　次に、図２を用いて、実施形態に係る配信処理の一例について説明する。図２は、実施
形態に係る配信処理の一例を示す図である。図２は、ユーザがユーザＩＤ「Ｕ１０」によ
り識別されるユーザ（以下、「ユーザＵ１０」とする場合がある）である場合を示す。な
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お、図２では、広告配信装置１００がユーザＵ１０の行動履歴等のユーザ情報を取得済み
である場合を例に説明する。
【００３３】
　また、図２では、フォーマットや広告情報やテンプレートを決定する際の評価値を期待
収益値、すなわちｅＣＰＭ（effective　Cost　Per　Mille）とする場合を例に説明する
。なお、ｅＣＰＭは一例であり、フォーマットや広告情報やテンプレートを決定する際の
評価値は、クリック率、すなわちＣＴＲ等、目的に応じて種々の評価値が用いられてもよ
い。
【００３４】
　図２に示すように、コンテンツ配信装置５０は、端末装置１０にコンテンツＣＴ１０を
配信する（ステップＳ１０）。例えば、端末装置１０からコンテンツ要求を受け付けたコ
ンテンツ配信装置５０は、端末装置１０にコンテンツＣＴ１０を配信する。
【００３５】
　コンテンツＣＴ１０を受信した端末装置１０は、コンテンツＣＴ１０中に広告表示領域
ＡＲ１１が含まれるため、広告配信装置１００に広告コンテンツの配信要求を送信する（
ステップＳ１１）。図２では、端末装置１０は、ステップＳ１１において、配信要求とし
て、端末装置１０を利用するユーザＵ１０に関するユーザ情報や領域ＡＲ１１に関する情
報を広告配信装置１００に送信する。
【００３６】
　ステップＳ１１において、例えば、端末装置１０は、領域ＡＲ１１に関する情報として
領域ＡＲ１１のサイズ、または配置される位置等を示す情報を広告配信装置１００に送信
する。なお、端末装置１０は、領域に関する情報であれば種々の情報を広告配信装置１０
０に送信してもよい。図２では、端末装置１０は、領域ＡＲ１１に関する情報として領域
ＡＲ１１が枠タイプＡであることを示す情報を広告配信装置１００に送信する。なお、広
告配信装置１００が領域ＡＲ１１に関する情報を取得している場合、端末装置１０は、ス
テップＳ１１において、領域ＡＲ１１に関する情報を広告配信装置１００に送信しなくて
もよい。
【００３７】
　端末装置１０から広告の配信要求を取得した広告配信装置１００は、端末装置１０に配
信する広告コンテンツのフォーマットを決定する（ステップＳ１２）。ここで、広告配信
装置１００は、広告コンテンツのフォーマットを決定するために、ユーザ情報記憶部１２
１に記憶されたユーザ情報と、フォーマット情報記憶部１２３に記憶されたモデルとに基
づいて、フォーマットごとのＣＴＲを予測する。図２では、広告配信装置１００は、ユー
ザＵ１０のユーザ情報と、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３のモデルとに基づいて、フ
ォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３ごとのＣＴＲを予測する。以下、予測したＣＴＲを予測Ｃ
ＴＲとする場合がある。
【００３８】
　図２では、広告配信装置１００は、予測一覧表ＰＲ１１に示すように、フォーマットＦ
Ｍ１１の予測ＣＴＲを「０．２」、フォーマットＦＭ１２の予測ＣＴＲを「０．１」、フ
ォーマットＦＭ１３の予測ＣＴＲを「０．２」と予測する。
【００３９】
　そして、広告配信装置１００は、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３の予測ＣＴＲを基
に各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３の広告コンテンツのｅＣＰＭを推定する。図２では
、広告配信装置１００は、予測一覧表ＰＲ１１に示すように、フォーマットＦＭ１１のｅ
ＣＰＭを「３０（円）」、フォーマットＦＭ１２のｅＣＰＭを「１０（円）」、フォーマ
ットＦＭ１３のｅＣＰＭを「２０（円）」と推定する。
【００４０】
　そして、広告配信装置１００は、複数のフォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３のうち、ｅＣ
ＰＭが最も高いフォーマットを配信する広告コンテンツのフォーマットとして決定する。
図２では広告配信装置１００は、予測一覧表ＰＲ１１に示すように、ユーザＵ１０に広告
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コンテンツを配信する場合におけるｅＣＰＭが最も高いフォーマットＦＭ１１を配信する
広告コンテンツのフォーマットとして決定する。これにより、広告配信装置１００は、以
下に示すステップＳ１３でも広告決定において、広告情報記憶部１２４から抽出する広告
情報の数の増大を抑制することができる。例えば、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３に
対応する広告情報の数が等しいとした場合、広告配信装置１００は、全フォーマットＦＭ
１１～ＦＭ１３に対応する広告情報を広告情報記憶部１２４から抽出する場合に比べて、
１／３にまで抽出する広告情報の数を抑制することができる。これにより、広告配信装置
１００は、配信する広告を決定する処理負荷を抑制することができる。
【００４１】
　次に、広告配信装置１００は、ステップＳ１２において決定したフォーマットＦＭ１１
に対応する広告情報を広告情報記憶部１２４から抽出する。図２では、広告配信装置１０
０は、広告情報記憶部１２４から、広告ＩＤ「Ａ１１」により識別される広告情報や広告
ＩＤ「Ａ１２」により識別される広告情報等を抽出する。なお、以下では、広告ＩＤ「Ａ
１１」により識別される広告情報を広告情報Ａ１１とし、広告ＩＤ「Ａ１２」により識別
される広告情報を広告情報Ａ１２とする。
【００４２】
　ここで、図２では、広告コンテンツの配信対象は、ユーザ情報が２０代男性であり、領
域ＡＲ１１は枠タイプＡである。そこで、広告配信装置１００は、広告情報記憶部１２４
に記憶されたフォーマットＦＭ１１に対応する広告情報Ａ１１や広告情報Ａ１２等のうち
、２０代男性、枠タイプＡを配信対象とした場合におけるｅＣＰＭが最も高い広告情報を
配信する広告コンテンツの広告情報として決定する（ステップＳ１３）。
【００４３】
　具体的には、図２では、２０代男性のユーザＵ１０に対して枠タイプＡの領域に広告コ
ンテンツを表示した場合、広告情報Ａ１１であればｅＣＰＭが４０（円）であり、広告情
報Ａ１２であればｅＣＰＭが１０（円）である。そのため、広告配信装置１００は、広告
情報記憶部１２４－１に示すように、２０代男性、枠タイプＡを配信対象とした場合にお
けるｅＣＰＭが最も高い広告情報Ａ１１を配信する広告コンテンツの広告情報として決定
する。すなわち、広告配信装置１００は、転職Ａに関する広告情報Ａ１１を配信する広告
コンテンツの広告情報として決定する。
【００４４】
　なお、広告情報記憶部１２４に記憶されたｅＣＰＭは、同じ広告情報が同じ配信対象に
配信された広告コンテンツの全体平均であってもよい。また、配信対象に基づくｅＣＰＭ
は、ステップＳ１２においてフォーマットを決定した後に算出してもよい。
【００４５】
　その後、広告配信装置１００は、ステップＳ１３において決定した広告情報Ａ１１に対
応するテンプレートをテンプレート情報記憶部１２５から抽出する。図２では、広告配信
装置１００は、テンプレート情報記憶部１２５から、テンプレートＩＤ「ＴＰ１１」によ
り識別されるテンプレートやテンプレートＩＤ「ＴＰ１２」により識別されるテンプレー
ト等を抽出する。なお、以下では、テンプレートＩＤ「ＴＰ１１」により識別されるテン
プレートをテンプレートＴＰ１１とし、テンプレートＩＤ「ＴＰ１２」により識別される
テンプレートをテンプレートＴＰ１２とする。
【００４６】
　ここで、図２では、広告コンテンツの配信対象は、ユーザ情報が２０代男性であり、領
域ＡＲ１１は枠タイプＡであり、配信する広告コンテンツの広告情報は広告情報Ａ１１で
ある。そこで、広告配信装置１００は、テンプレート情報記憶部１２５に記憶されたフォ
ーマットＦＭ１１に対応するテンプレートＴＰ１１やテンプレートＴＰ１２等のうち、２
０代男性、枠タイプＡを配信対象とし、広告情報Ａ１１を配信した場合におけるｅＣＰＭ
が最も高いテンプレートを、配信する広告コンテンツのテンプレートとして決定する（ス
テップＳ１４）。
【００４７】
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　具体的には、図２では、２０代男性のユーザＵ１０に対して枠タイプＡの領域に広告コ
ンテンツを表示した場合、テンプレートＴＰ１１であればｅＣＰＭが３５（円）であり、
テンプレートＴＰ１２であればｅＣＰＭが２０（円）である。そのため、広告配信装置１
００は、テンプレート情報記憶部１２５－１に示すように、２０代男性、枠タイプＡを配
信対象とし、広告情報Ａ１１を配信した場合におけるｅＣＰＭが最も高いテンプレートＴ
Ｐ１１を、配信する広告コンテンツのテンプレートとして決定する。すなわち、広告配信
装置１００は、広告情報Ａ１１が表示する際に用いるテンプレートをテンプレートＴＰ１
１と決定する。なお、配信対象に基づくｅＣＰＭは、ステップＳ１３において広告情報を
決定した後に算出してもよい。
【００４８】
　その後、広告配信装置１００は、広告情報Ａ１１をテンプレートＴＰ１１で表示する広
告コンテンツＡＣ１１を端末装置１０へ配信する（ステップＳ１５）。そして、広告コン
テンツＡＣ１１を受信した端末装置１０は、コンテンツＣＴ１０中の広告表示領域ＡＲ１
１に広告コンテンツＡＣ１１を表示する（ステップＳ１６）。
【００４９】
　上述したように、広告配信装置１００は、フォーマットを先に決定した後、決定したフ
ォーマットに対応する広告情報のみを抽出することにより、配信する広告を決定する処理
負荷を抑制することができる。具体的には、広告配信装置１００は、広告情報記憶部１２
４から広告情報を抽出する対象とするフォーマットの数を減らすことにより、抽出する広
告情報の数の増大を抑制することができる。これにより、広告配信装置１００は、配信す
る広告を決定する処理負荷を抑制することができる。また、広告配信装置１００は、処理
負荷を抑制しつつ、端末装置１０を利用するユーザのユーザ情報及び広告表示領域に基づ
くｅＣＰＭができるだけ高い広告コンテンツを配信することにより収益性を確保すること
ができる。なお、上述した例においてはフォーマットを広告情報のデータ形式における種
別とする場合を示したが、フォーマットは、目的に応じて種々の種別が用いられてもよい
。例えば、広告配信装置１００は、入稿された広告情報の管理に基づく種別をフォーマッ
トとしてもよい。例えば、広告配信装置１００は、入稿された広告情報の商材としての種
別をフォーマットとしてもよい。また、例えば、広告配信装置１００は、入稿された広告
情報の管理（例えば在庫管理等）における分類をフォーマットとしてもよい。なお、上記
例では、広告配信装置１００がモデルを生成する例を示したが、広告配信装置１００は、
予め生成されたモデルであって、広告情報のデータ形式における種別に関する評価値を予
測するモデルに基づいて、広告コンテンツの種別を決定してもよい。例えば、広告配信装
置１００は、外部装置から取得した広告情報のデータ形式における種別に関する評価値を
予測するモデルに基づいて、広告コンテンツの種別を決定してもよい。すなわち、広告配
信装置１００は、広告情報のデータ形式における種別に関する評価値を予測するモデルに
基づいて、広告コンテンツの種別を決定する決定装置であってもよい。
【００５０】
〔２．広告配信装置の構成〕
　次に、図３を用いて、実施形態に係る広告配信装置１００の構成について説明する。図
３は、実施形態に係る広告配信装置１００の構成例を示す図である。図３に示すように、
広告配信装置１００は、通信部１１０と、記憶部１２０と、制御部１３０とを有する。な
お、広告配信装置１００は、広告配信装置１００の管理者等から各種操作を受け付ける入
力部（例えば、キーボードやマウス等）や、各種情報を表示するための表示部（例えば、
液晶ディスプレイ等）を有してもよい。
【００５１】
（通信部１１０）
　通信部１１０は、例えば、ＮＩＣ（Network　Interface　Card）等によって実現される
。そして、通信部１１０は、ネットワークと有線または無線で接続され、端末装置１０と
の間で情報の送受信を行う。
【００５２】
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（記憶部１２０）
　記憶部１２０は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、フラッシュメモリ（Fl
ash　Memory）等の半導体メモリ素子、または、ハードディスク、光ディスク等の記憶装
置によって実現される。実施形態に係る記憶部１２０は、図３に示すように、ユーザ情報
記憶部１２１と、配信ログ情報記憶部１２２と、フォーマット情報記憶部１２３と、広告
情報記憶部１２４と、テンプレート情報記憶部１２５とを有する。
【００５３】
（ユーザ情報記憶部１２１）
　実施形態に係るユーザ情報記憶部１２１は、コンテンツに関する各種情報を記憶する。
図４に、実施形態に係るユーザ情報記憶部１２１の一例を示す。図４に示すユーザ情報記
憶部１２１は、「ユーザＩＤ」、「年齢」、「性別」、「クリック回数」、「行動履歴」
といった項目が含まれる。
【００５４】
　「ユーザＩＤ」は、ユーザを識別するための識別情報を示す。例えば、ユーザＩＤ「Ｕ
１」により識別されるユーザは、図１の例に示したユーザに対応する。また、「年齢」は
、ユーザＩＤにより識別されるユーザの年齢を示す。なお、「年齢」は、例えば３５歳な
ど、ユーザＩＤにより識別されるユーザの具体的な年齢であってもよい。また、「性別」
は、ユーザＩＤにより識別されるユーザの性別を示す。
【００５５】
　また、「クリック回数」は、所定の期間Ａにおけるクリック回数の平均を示す。なお、
「クリック回数」は、図４に示す例に限らず、目的に応じて種々の情報を記憶してもよい
。例えば、「クリック回数」は、広告コンテンツの表示回数に対するクリック回数の割合
であってもよい。なお、「クリック回数」に基づいてフォーマットを決定する場合につい
ては後述する。
【００５６】
　また、「行動履歴」は、対応するユーザの行動履歴を示す。「行動履歴」には、「行動
内容」や「日時」といった項目が含まれる。「行動内容」は、ユーザの行動の内容を示す
。また、「日時」は、対応する行動を行った日時を示す。
【００５７】
　例えば、図４に示す例において、ユーザＩＤ「Ｕ１」により識別されるユーザの年齢は
、「２０代」であり、性別は、「男性」であることを示す。また、例えば、ユーザＩＤ「
Ｕ１」により識別されるユーザは、クリック回数が「２．５」であることを示す。また、
ユーザＩＤ「Ｕ１」により識別されるユーザは、２０１５年８月２３日１２時３４分２６
秒に検索クエリ「車」でインタネット検索を行ったことを示す。また、ユーザＩＤ「Ｕ１
」により識別されるユーザは、２０１５年８月２３日１４時１２分４５秒にサイトＡを閲
覧したことを示す。
【００５８】
　なお、ユーザ情報記憶部１２１は、上記に限らず、目的に応じて種々の情報を記憶して
もよい。例えば、ユーザ情報記憶部１２１は、氏名、家族構成、収入、勤務先等の情報を
記憶してもよい。
【００５９】
（配信ログ情報記憶部１２２）
　実施形態に係る配信ログ情報記憶部１２２は、配信ログに関する各種情報を記憶する。
図５に、実施形態に係る配信ログ情報記憶部１２２の一例を示す。図５では、各端末装置
１０から取得した配信ログ情報を記憶する。図５に示す配信ログ情報記憶部１２２には、
「ログＩＤ」、「配信先（ユーザ）」、「配信内容」といった項目が含まれる。
【００６０】
　「ログＩＤ」は、配信ログ情報を識別するための識別情報を示す。また、「配信先（ユ
ーザ）」は、対応する配信ログにおける広告コンテンツの配信先を示す。「配信内容」に
は、「広告コンテンツ」や「クリック」といった項目が含まれる。「広告コンテンツ」は
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、対応する配信ログにおいて配信した広告コンテンツを示す。また、「クリック」は、対
応する広告コンテンツがユーザにクリックされたかを示す。
【００６１】
　例えば、図５に示す例において、ログＩＤ「ＬＧ１１」により識別される配信において
、ユーザＵ１の端末装置１０に配信された広告コンテンツＡＣ１１がクリックされたこと
を示す。また、ログＩＤ「ＬＧ１２」により識別される配信において、ユーザＵ１の端末
装置１０に配信された広告コンテンツＡＣ２１がクリックされなかったことを示す。
【００６２】
　なお、配信ログ情報記憶部１２２は、上記に限らず、目的に応じて種々の情報を記憶し
てもよい。例えば、配信ログ情報記憶部１２２は、広告コンテンツが配信された時間に関
する情報や広告コンテンツが表示された時間に関する情報を記憶してもよい。
【００６３】
（フォーマット情報記憶部１２３）
　実施形態に係るフォーマット情報記憶部１２３は、フォーマットの評価値（例えばＣＴ
Ｒ等）を算出するモデルに関する各種情報を記憶する。図６に、実施形態に係るフォーマ
ット情報記憶部１２３の一例を示す。図６に示すフォーマット情報記憶部１２３は、「フ
ォーマットＩＤ」、「フォーマット」、「モデル」といった項目が含まれる。
【００６４】
　「フォーマットＩＤ」は、フォーマットを識別するための識別情報を示す。また、「フ
ォーマット」は、フォーマットに含まれる情報の種別を示す。また、「モデル」は、対応
するフォーマットのＣＴＲを算出するモデルを示す。
【００６５】
　図６に示す例では、フォーマット情報記憶部１２３には、フォーマットＩＤ「ＦＭ１１
」～「ＦＭ１３」により各々識別される複数のフォーマットに関する情報が記憶される。
例えば、図６では、フォーマットＩＤ「ＦＭ１１」により識別されるフォーマットは、テ
キスト（文字情報）である。また、フォーマットＩＤ「ＦＭ１２」により識別されるフォ
ーマットは、画像である。また、フォーマットＩＤ「ＦＭ１３」により識別されるフォー
マットは、テキストと画像の組合せである。
【００６６】
　例えば、フォーマットＩＤ「ＦＭ１１」により識別されるフォーマットは、素性１の重
みが「０．６」であり、素性２の重みが「０．１」であることを示す。また、例えば、フ
ォーマットＩＤ「ＦＭ１２」により識別されるフォーマットは、素性１の重みが「０．２
」であり、素性２の重みが「０．５」であることを示す。また、例えば、フォーマットＩ
Ｄ「ＦＭ１３」により識別されるフォーマットは、素性１の重みが「０．３」であり、素
性２の重みが「０．３」であることを示す。なお、各素性の重みは、負の数であってもよ
い。
【００６７】
　なお、フォーマット情報記憶部１２３は、上記に限らず、目的に応じて種々の情報を記
憶してもよい。
【００６８】
（広告情報記憶部１２４）
　実施形態に係る広告情報記憶部１２４は、広告コンテンツの広告情報に関する各種情報
を記憶する。図７に、実施形態に係る広告情報記憶部１２４の一例を示す。図７に示す広
告情報記憶部１２４は、「フォーマットＩＤ」、「広告ＩＤ」、「広告情報」、「ｅＣＰ
Ｍ」といった項目が含まれる。
【００６９】
　「フォーマットＩＤ」は、フォーマットを識別するための識別情報を示す。「広告ＩＤ
」は、広告情報を識別するための識別情報を示す。「広告情報」は、広告主から入稿され
た広告に関する情報を示す。例えば、「広告情報」には、広告主から入稿された文字情報
や画像情報や文字情報と画像情報との組合せ等が記憶される。また、「ｅＣＰＭ」は、ユ
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ーザ情報と枠タイプの組合せに基づく配信対象毎のｅＣＰＭを示す。
【００７０】
　図７に示す例では、広告情報記憶部１２４には、各広告情報がフォーマットＩＤ「ＦＭ
１１」～「ＦＭ１３」等に対応付けて記憶される。例えば、図７では、広告ＩＤ「Ａ１１
」により識別される広告情報は、フォーマットＩＤ「ＦＭ１１」に対応付けて記憶される
。すなわち、広告ＩＤ「Ａ１１」により識別される広告情報は、テキスト（文字情報）で
あることを示す。広告ＩＤ「Ａ１１」により識別される広告情報は、文章「転職なら転職
Ａ」やＵＲＬ（Uniform　Resource　Locator）「ｗｗｗ．ｔｅｎｓｙｏｋｕ．．」といっ
た情報を含むことを示す。
【００７１】
　例えば、広告ＩＤ「Ａ１１」により識別される広告情報は、配信対象のユーザが２０代
女性であり、広告表示領域が枠タイプＡである場合、ｅＣＰＭが「２０」円であることを
示す。また、例えば、広告ＩＤ「Ａ１１」により識別される広告情報は、配信対象のユー
ザが２０代男性であり、広告表示領域が枠タイプＡである場合、ｅＣＰＭが「４０」円で
あることを示す。
【００７２】
　なお、広告情報記憶部１２４は、上記に限らず、目的に応じて種々の情報を記憶しても
よい。例えば、広告情報記憶部１２４は、広告主を識別するための識別情報や、広告の対
象となる商品やサービスの分類を示す情報や、商品やサービスを識別するための識別情報
を記憶してもよい。また、例えば、広告情報記憶部１２４は、入札価格に関する情報等を
記憶してもよい。
【００７３】
（テンプレート情報記憶部１２５）
　実施形態に係るテンプレート情報記憶部１２５は、広告コンテンツのテンプレートに関
する各種情報を記憶する。図８に、実施形態に係るテンプレート情報記憶部１２５の一例
を示す。図８に示すテンプレート情報記憶部１２５は、「フォーマットＩＤ」、「テンプ
レートＩＤ」、「テンプレート」、「ｅＣＰＭ」といった項目が含まれる。
【００７４】
　「フォーマットＩＤ」は、フォーマットを識別するための識別情報を示す。「テンプレ
ートＩＤ」は、テンプレートを識別するための識別情報を示す。「テンプレート」は、広
告コンテンツの表示様式に関する情報を示す。また、「ｅＣＰＭ」は、各広告情報に対応
するユーザ情報と枠タイプの組合せに基づく配信対象毎のｅＣＰＭを示す。
【００７５】
　図８に示す例では、テンプレート情報記憶部１２５には、各テンプレートがフォーマッ
トＩＤ「ＦＭ１１」～「ＦＭ１３」等に対応付けて記憶される。例えば、図８では、テン
プレートＩＤ「ＴＰ３１」により識別されるテンプレートは、フォーマットＩＤ「ＦＭ１
３」に対応付けて記憶される。すなわち、テンプレートＩＤ「ＴＰ３１」により識別され
るテンプレートは、左側に画像情報が表示され、右側にテキスト（文字情報）が表示され
る表示形式であることを示す。なお、テンプレートには、文字情報のサイズや色や行数な
ど広告コンテンツの表示に関する情報であれば、どのような情報が含まれてもよい。
【００７６】
　例えば、テンプレートＩＤ「ＴＰ３１」により識別されるテンプレートは、配信対象の
ユーザが２０代女性であり、広告表示領域が枠タイプＡである場合、ｅＣＰＭが「３０」
円であることを示す。また、例えば、テンプレートＩＤ「ＴＰ３１」により識別されるテ
ンプレートは、配信対象のユーザが２０代男性であり、広告表示領域が枠タイプＡである
場合、ｅＣＰＭが「１５」円であることを示す。
【００７７】
　なお、テンプレート情報記憶部１２５は、上記に限らず、目的に応じて種々の情報を記
憶してもよい。例えば、テンプレート情報記憶部１２５は、ユーザ情報と枠タイプの組合
せに基づく配信対象毎に、テンプレートで配信された広告コンテンツ全体のｅＣＰＭを記
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憶してもよい。
【００７８】
（制御部１３０）
　図３の説明に戻って、制御部１３０は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit
）やＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）等によって、広告配信装置１００内部の記憶装
置に記憶されている各種プログラム（配信プログラムの一例に相当）がＲＡＭを作業領域
として実行されることにより実現される。また、制御部１３０は、例えば、ＡＳＩＣ（Ap
plication　Specific　Integrated　Circuit）やＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate
　Array）等の集積回路により実現される。
【００７９】
　図３に示すように、制御部１３０は、取得部１３１と、生成部１３２と、受付部１３３
と、第１決定部１３４と、第２決定部１３５と、第３決定部１３６と、配信部１３７とを
有し、以下に説明する情報処理の機能や作用を実現または実行する。なお、制御部１３０
の内部構成は、図３に示した構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他の
構成であってもよい。また、制御部１３０が有する各処理部の接続関係は、図３に示した
接続関係に限られず、他の接続関係であってもよい。
【００８０】
（取得部１３１）
　取得部１３１は、ユーザに関するユーザ情報を取得する。例えば、取得部１３１は、端
末装置１０からユーザＵ１の行動履歴等のユーザ情報を取得する。図１では、取得部１３
１は、ユーザ情報記憶部１２１にユーザＵ１の２０代男性であることを示す情報や、車に
関して検索を行ったことやサイトＡを閲覧したこと等を示す情報を取得する。なお、取得
部１３１は、ユーザ情報であれば、ユーザの行動履歴に限らず、ユーザの年代や性別等、
目的に応じて種々の情報を取得してもよい。また、取得部１３１は、取得したユーザ情報
をユーザ情報記憶部１２１に記憶する。
【００８１】
　また、取得部１３１は、ユーザＵ１が利用する端末装置１０から配信した広告に関する
配信ログ情報を取得する。図１では、取得部１３１は、ユーザＵ１が利用する端末装置１
０からユーザＵ１が広告コンテンツＡＣ１１をクリックしたことを示す情報を取得する。
また、図１では、取得部１３１は、ユーザＵ１が利用する端末装置１０からユーザＵ１が
広告コンテンツＡＣ２１をクリックしなかったことを示す情報を取得する。
【００８２】
（生成１３２）
　生成部１３２は、取得部１３１により取得されたユーザ情報に基づいて、広告情報のデ
ータ形式における種別に関する評価値を予測するモデルを生成する。例えば、生成部１３
２は、取得部１３１により取得されたユーザ情報に基づいて、広告情報のフォーマットに
関するＣＴＲを予測するモデルを生成する。例えば、生成部１３２は、取得部１３１によ
り取得されたユーザ情報に基づいて、フォーマットに関するクリック率を予測するモデル
を生成する。
【００８３】
　図１では、生成部１３２は、ユーザ情報記憶部１２１に記憶されたユーザ情報や、配信
ログ情報記憶部１２２に記憶された配信ログ情報を用いて、フォーマットＦＭ１１～ＦＭ
１３ごとにＣＴＲを予測するモデルを生成する。例えば、生成部１３２は、ユーザ情報記
憶部１２１に記憶されたユーザ情報や、配信ログ情報記憶部１２２に記憶されたフォーマ
ットＦＭ１１の広告コンテンツに関する配信ログ情報を用いて、フォーマットＦＭ１１の
ＣＴＲを予測するモデルを生成する。
【００８４】
　また、生成部１３２は、フォーマットごとのＣＴＲを予測するモデルとして、各素性に
対応する重みを導出する。なお、生成部１３２が生成するモデルの重みは、０や負の値で
あってもよい。また、生成部１３２は、種々の従来技術を適宜用いてモデルの生成を行っ
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てもよい。例えば、生成部１３２は、抽出した素性の重みを学習により導出することより
モデルを生成してもよいし、予め指定された素性を用いてモデルの生成を行ってもよい。
例えば、生成部１３２は、図１に示す素性１が「男性」であり、素性２が「サイトＢの閲
覧」等であるモデルを生成する。なお、素性には、広告表示領域に関する情報（例えば、
後述する枠タイプ等）が含まれてもよい。また、生成部１３２は、生成した各フォーマッ
トのモデルをフォーマット情報記憶部１２３に記憶する。なお、広告配信装置１００が予
め生成されたモデルであって、広告情報のデータ形式における種別に関する評価値を予測
するモデルに基づいて、広告コンテンツの種別を決定する場合、生成部１３２を有しなく
てもよい。例えば、広告配信装置１００が外部装置から取得した広告情報のデータ形式に
おける種別に関する評価値を予測するモデルに基づいて、広告コンテンツの種別を決定す
る場合、生成部１３２を有しなくてもよい。すなわち、広告配信装置１００は、生成部１
３２を有さず、広告情報のデータ形式における種別に関する評価値を予測するモデルに基
づいて、広告コンテンツの種別を決定する決定装置であってもよい。
【００８５】
（受付部１３３）
　受付部１３３は、端末装置１０から広告の配信要求を受け付ける。例えば、受付部１３
３は、端末装置１０を利用するユーザＵ１０に関するユーザ情報や領域ＡＲ１１に関する
情報を受け付ける。図２では、受付部１３３は、ユーザＵ１０のユーザ情報としてユーザ
Ｕ１０が２０代であることや男性であることを示す情報を端末装置１０から受け付ける。
なお、受付部１３３は、ユーザ情報であれば、年代や性別に限らず種々の情報を端末装置
１０から受け付けてもよい。また、図２では、受付部１３３は、領域ＡＲ１１に関する情
報として領域ＡＲ１１のサイズや配置される位置等を示す情報を端末装置１０から受け付
ける。なお、受付部１３３は、領域に関する情報であれば、年代や性別に限らず種々の情
報を端末装置１０から受け付けてもよい。図１では、受付部１３３は、領域ＡＲ１１に関
する情報として領域ＡＲ１１が枠タイプＡであることを示す情報を端末装置１０から受け
付けてもよい。
【００８６】
　また、受付部１３３は、広告主から広告の入稿を受け付けてもよい。なお、受付部１３
３は、広告主から広告の入稿を依頼された代理店から広告の入稿を受け付けてもよい。こ
の場合、例えば、受付部１３３は、広告主や代理店が利用する情報処理装置から広告の入
稿を受け付ける。また、例えば、受付部１３３は、入稿を受け付けた広告情報を広告情報
記憶部１２４に記憶する。
【００８７】
（第１決定部１３４）
　第１決定部１３４は、広告情報のデータ形式における種別を決定する。例えば、第１決
定部１３４は、広告コンテンツにおける広告情報のフォーマットと広告情報を広告コンテ
ンツとして表示する際のテンプレートとのうち、フォーマットを決定する。
【００８８】
　第１決定部１３４は、端末装置１０を利用するユーザに関する情報とモデルとにより予
測（推定）される評価に基づいて、ユーザに配信する広告コンテンツのフォーマットを決
定する。図２では、第１決定部１３４は、広告コンテンツのフォーマットを決定するため
に、ユーザ情報記憶部１２１に記憶されたユーザ情報と、フォーマット情報記憶部１２３
に記憶されたモデルとに基づいて、フォーマットごとのＣＴＲを予測する。具体的には、
第１決定部１３４は、ユーザＵ１０のユーザ情報と、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３
のモデルとに基づいて、フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３ごとのＣＴＲを予測する。図２
では、第１決定部１３４は、予測一覧表ＰＲ１１に示すように、フォーマットＦＭ１１の
予測ＣＴＲを「０．２」、フォーマットＦＭ１２の予測ＣＴＲを「０．１」、フォーマッ
トＦＭ１３の予測ＣＴＲを「０．２」と予測する。
【００８９】
　そして、第１決定部１３４は、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３の予測ＣＴＲを基に
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各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３の広告コンテンツのｅＣＰＭを推定する。図２では、
第１決定部１３４は、予測一覧表ＰＲ１１に示すように、フォーマットＦＭ１１のｅＣＰ
Ｍを「３０（円）」、フォーマットＦＭ１２のｅＣＰＭを「１０（円）」、フォーマット
ＦＭ１３のｅＣＰＭを「２０（円）」と推定する。
【００９０】
　そして、第１決定部１３４は、複数のフォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３のうち、ｅＣＰ
Ｍが最も高いフォーマットを配信する広告コンテンツのフォーマットとして決定する。図
２では、第１決定部１３４は、予測一覧表ＰＲ１１に示すように、ユーザＵ１０に広告コ
ンテンツを配信する場合におけるｅＣＰＭが最も高いフォーマットＦＭ１１を配信する広
告コンテンツのフォーマットとして決定する。
【００９１】
　また、第１決定部１３４は、ユーザが所定の条件を満たす場合、複数のフォーマットを
端末装置１０に配信する広告コンテンツのフォーマットの候補として決定する。例えば、
第１決定部１３４は、所定の期間内におけるユーザの広告のクリック率が所定の閾値以上
の場合、複数のフォーマットを端末装置１０に配信する広告コンテンツのフォーマットの
候補として決定する。なお、ユーザに基づく複数のフォーマットの決定についての詳細は
後述する。
【００９２】
　また、第１決定部１３４は、フォーマットのうち、各フォーマットに対応する所定の評
価値が上位のフォーマットを配信する広告コンテンツのフォーマットの候補として決定す
る。例えば、第１決定部１３４は、フォーマットのうち、所定の評価値としてのクリック
率（ＣＴＲ）が上位のフォーマットを配信する広告コンテンツのフォーマットの候補とし
て決定する。また、例えば、第１決定部１３４は、フォーマットのうち、所定の評価値と
しての期待収益値（ｅＣＰＭ）が上位のフォーマットを配信する広告コンテンツのフォー
マットの候補として決定する。例えば、第１決定部１３４は、所定の評価値が最も高いフ
ォーマットとそのフォーマットの所定の評価値から所定の範囲内の所定の評価値のフォー
マットとを、配信する広告コンテンツのフォーマットの候補として決定する。なお、所定
の評価値に基づく複数のフォーマットの決定についての詳細は後述する。
【００９３】
（第２決定部１３５）
　また、第２決定部１３５は、第１決定部１３４により決定された種別に対応する広告情
報のうち、配信する広告情報を決定する。例えば、第２決定部１３５は、第１決定部１３
４により決定されたフォーマットに対応する広告情報のうち、端末装置１０に配信する広
告情報を決定する。
【００９４】
　具体的には、第２決定部１３５は、広告情報記憶部１２４から第１決定部１３４により
決定されたフォーマットに対応する広告情報を抽出する。そして、第２決定部１３５は、
抽出した広告情報から端末装置１０に配信する広告コンテンツの広告情報を決定する。図
２では、第２決定部１３５は、広告情報記憶部１２４－１に示すように、２０代男性、枠
タイプＡを配信対象とした場合におけるｅＣＰＭが最も高い広告情報Ａ１１を配信する広
告コンテンツの広告情報として決定する。
【００９５】
（第３決定部１３６）
　第３決定部１３６は、第２決定部１３５により決定された広告情報の表示様式を決定す
る。例えば、第３決定部１３６は、第２決定部１３５により決定された広告情報のテンプ
レートを決定する。例えば、第３決定部１３６は、広告情報を広告コンテンツとして表示
する際のテンプレートを決定する。図２では、第３決定部１３６は、テンプレート情報記
憶部１２５－１に示すように、２０代男性、枠タイプＡを配信対象とし、広告情報Ａ１１
を配信した場合におけるｅＣＰＭが最も高いテンプレートＴＰ１１を、配信する広告コン
テンツのテンプレートとして決定する。例えば、第３決定部１３６は、広告情報Ａ１１を
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表示する際に用いるテンプレートをテンプレートＴＰ１１と決定する。
【００９６】
（配信部１３７）
　配信部１３７は、第３決定部１３６によりテンプレートが決定された広告コンテンツを
配信する。図２では、配信部１３７は、広告情報Ａ１１をテンプレートＴＰ１１で表示す
る広告コンテンツＡＣ１１を端末装置１０へ配信する。
【００９７】
〔３．生成処理のフロー〕
　次に、図９を用いて、実施形態に係る配信システム１による生成処理の手順について説
明する。図９は、実施形態に係る生成処理の一例を示すフローチャートである。
【００９８】
　図９に示すように、広告配信装置１００の取得部１３１は、ユーザ情報を受け付ける（
ステップＳ１０１）。例えば、取得部１３１は、端末装置１０から端末装置１０を利用す
るユーザの行動履歴等のユーザ情報を受け付ける。また、取得部１３１は、配信ログ情報
を取得する（ステップＳ１０２）。例えば、受付部１３３は、端末装置１０に配信した広
告コンテンツのクリック有無に関する情報を取得する。なお、ステップＳ１０１とステッ
プＳ１０２は、複数回にわけて行ってもよく、また、ステップＳ１０１よりも前にステッ
プＳ１０２が行われてもよい。
【００９９】
　その後、広告配信装置１００の生成部１３２は、ステップＳ１０１で取得したユーザ情
報及びステップＳ１０２で取得した配信ログ情報に基づいてモデルを生成する（ステップ
Ｓ１０３）。例えば、生成部１３２は、ユーザ情報記憶部１２１に記憶されたユーザ情報
や配信ログ情報記憶部１２２に記憶された配信ログ情報に基づいて、各フォーマットＦＭ
１１～ＦＭ１３のＣＴＲを予測するモデルを生成する。
【０１００】
〔４．配信処理のフロー〕
　次に、図１０を用いて、実施形態に係る配信システム１による配信処理の手順について
説明する。図１０は、実施形態に係る配信処理の一例を示すフローチャートである。
【０１０１】
　図１０に示すように、広告配信装置１００の受付部１３３は、広告の配信要求を受け付
ける（ステップＳ２０１）。例えば、受付部１３３は、端末装置１０から広告の配信要求
を受け付ける。また、受付部１３３は、広告を表示する領域に関する情報を受け付ける（
ステップＳ２０２）。例えば、受付部１３３は、端末装置１０から広告表示領域ＡＲ１１
に関する情報を受け付ける。なお、ステップＳ２０２は、ステップＳ２０１において行わ
れてもよく、また、ステップＳ２０１よりも前に行われてもよい。
【０１０２】
　その後、広告配信装置１００の第１決定部１３４は、ユーザ情報及びモデルに基づいて
配信する広告情報のフォーマットを決定する（ステップＳ２０３）。例えば、第１決定部
１３４は、モデルによる予測ＣＴＲに基づくｅＣＰＭの比較により、フォーマット情報記
憶部１２３に記憶された複数のフォーマットから広告コンテンツのフォーマットを選択す
る。
【０１０３】
　その後、広告配信装置１００の第２決定部１３５は、ステップＳ２０３において決定さ
れたフォーマットに対応する広告情報を抽出する（ステップＳ２０４）。例えば、第２決
定部１３５は、広告情報記憶部１２４からフォーマットに対応する広告情報を抽出する。
そして、第２決定部１３５は、ステップＳ２０４で抽出した広告情報から配信する広告情
報を決定する（ステップＳ２０５）。
【０１０４】
　その後、広告配信装置１００の第３決定部１３６は、ステップＳ２０５において決定さ
れた広告情報のテンプレートを決定する（ステップＳ２０６）。その後、広告配信装置１
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００の配信部１３７は、ステップＳ２０６において決定したテンプレートで広告情報を表
示する広告コンテンツを配信する（ステップＳ２０７）。
【０１０５】
〔５．ユーザに基づく複数のフォーマットの決定〕
　上述したように、広告配信装置１００の第１決定部１３４は、広告コンテンツを配信す
るユーザが所定の条件を満たす場合、複数のフォーマットを端末装置１０に配信する広告
コンテンツのフォーマットの候補として決定してもよい。この点について図１１を用いて
説明する。なお、図１１では、広告配信装置１００がユーザＵ２の行動履歴等のユーザ情
報を取得済みである場合を例に説明する。また、図１１においては、複数のフォーマット
の決定の説明に必要な配信システム１の構成のみを示す。また、図１と同様の点について
は説明を適宜省略する。
【０１０６】
　図１１は、実施形態に係る複数のフォーマットを決定する生成処理の一例を示す図であ
る。具体的には、図１１は、所定の期間内（例えば、１週間や１ヶ月等）におけるユーザ
の広告のクリック率が所定の閾値以上の場合、複数のフォーマットを端末装置１０に配信
する広告コンテンツのフォーマットの候補として決定する場合を示す。すなわち、図１１
に示す例は、ユーザＵ２が所定の期間におけるクリック率が所定の閾値以上であるユーザ
（以下、「クリッカ」とする場合がある）である場合を示す。例えば、所定の期間Ａにお
けるクリック回数が「５（回）」であり、クリッカであるとした場合、ユーザＵ２は、図
４に示すように、所定の期間Ａにおけるクリック回数の平均が「８（回）」であり、クリ
ッカである。
【０１０７】
　図１１に示す例において、コンテンツＣＴ１０を受信した端末装置１０は、コンテンツ
ＣＴ１０中に広告表示領域ＡＲ１１が含まれるため、広告配信装置１００に広告コンテン
ツの配信要求を送信する（ステップＳ２１）。図１１では、端末装置１０は、ステップＳ
２１において、配信要求として、領域ＡＲ１１に関する情報を広告配信装置１００に送信
する。
【０１０８】
　ステップＳ２１において、例えば、端末装置１０は、領域ＡＲ１１に関する情報として
領域ＡＲ１１のサイズ、または配置される位置等を示す情報を広告配信装置１００に送信
する。図１１では、端末装置１０は、領域ＡＲ１１に関する情報として領域ＡＲ１１が枠
タイプＡであることを示す情報を広告配信装置１００に送信する。なお、広告配信装置１
００が領域ＡＲ１１に関する情報を取得している場合、端末装置１０は、ステップＳ２１
において、領域ＡＲ１１に関する情報を広告配信装置１００に送信しなくてもよい。
【０１０９】
　そして、広告配信装置１００は、広告コンテンツのフォーマットを決定するために、ユ
ーザ情報記憶部１２１に記憶されたユーザ情報と、フォーマット情報記憶部１２３に記憶
されたモデルとに基づいて、フォーマットごとのＣＴＲを予測する。図１１では、広告配
信装置１００は、ユーザＵ２のユーザ情報と、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３のモデ
ルとに基づいて、フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３ごとのＣＴＲを予測する。
【０１１０】
　図１１では、広告配信装置１００は、予測一覧表ＰＲ２１に示すように、フォーマット
ＦＭ１１の予測ＣＴＲを「０．２」、フォーマットＦＭ１２の予測ＣＴＲを「０．１」、
フォーマットＦＭ１３の予測ＣＴＲを「０．２」と予測する。
【０１１１】
　そして、広告配信装置１００は、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３の予測ＣＴＲを基
に各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３の広告コンテンツのｅＣＰＭを推定する。図１１で
は、広告配信装置１００は、予測一覧表ＰＲ２１に示すように、フォーマットＦＭ１１の
ｅＣＰＭを「３０（円）」、フォーマットＦＭ１２のｅＣＰＭを「１０（円）」、フォー
マットＦＭ１３のｅＣＰＭを「２０（円）」と推定する。
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【０１１２】
　ここで、広告配信装置１００は、端末装置１０を利用するユーザＵ２がクリッカである
ため、複数のフォーマットを決定する（ステップＳ２２）。すなわち、広告配信装置１０
０は、複数のフォーマットを端末装置１０に配信する広告コンテンツのフォーマットの候
補として決定する。具体的には、広告配信装置１００は、予測一覧表ＰＲ２１に示す複数
のフォーマットから２つのフォーマットを端末装置１０に配信する広告コンテンツのフォ
ーマットの候補として決定する。
【０１１３】
　具体的には、広告配信装置１００は、複数のフォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３のうち、
ｅＣＰＭが最も高いフォーマットと２番目にｅＣＰＭが最も高いフォーマットとを配信す
る広告コンテンツのフォーマットの候補として決定する。図１１では、広告配信装置１０
０は、ユーザＵ１に広告コンテンツを配信する場合におけるｅＣＰＭが最も高いフォーマ
ットＦＭ１１と２番目にｅＣＰＭが最も高いフォーマットＦＭ１３とを配信する広告コン
テンツのフォーマットの候補として決定する。
【０１１４】
　なお、ステップＳ２２の後の処理は、図２に示すステップＳ１３～Ｓ１６と同様である
。例えば、広告配信装置１００は、フォーマットＦＭ１１とフォーマットＦＭ１３との各
々に対応する広告情報を広告情報記憶部１２４から抽出し、最もｅＣＰＭが最も高い広告
情報を配信する広告コンテンツの広告情報として決定する。また、広告配信装置１００は
、２０代男性、枠タイプＡを配信対象とし、決定した広告情報を配信した場合におけるｅ
ＣＰＭが最も高いテンプレートを、配信する広告コンテンツのテンプレートとして決定す
る。そして、広告配信装置１００は、決定した広告情報を決定したテンプレートで表示す
る広告コンテンツを端末装置１０へ配信する。
【０１１５】
　これにより、広告配信装置１００は、広告情報記憶部１２４から抽出する広告情報の数
の増大を抑制しつつ、クリック率の高い、すなわち優良なユーザにはできる限り適切な広
告コンテンツを配信することができる。
【０１１６】
〔６．評価値に基づく複数のフォーマットの決定〕
　上述したように、広告配信装置１００の第１決定部１３４は、種別のうち、各フォーマ
ットに対応する所定の評価値が上位のフォーマットを配信する広告コンテンツのフォーマ
ットの候補として決定してもよい。この点について図１２を用いて説明する。また、図１
２では、所定の評価値をｅＣＰＭとする場合を例に説明する。なお、ｅＣＰＭは一例であ
り、所定の評価値は、ＣＴＲ等、目的に応じて種々の評価値が用いられてもよい。また、
図１２では、広告配信装置１００がユーザＵ３の行動履歴等のユーザ情報を取得済みであ
る場合を例に説明する。また、図１２においては、複数のフォーマットの決定の説明に必
要な配信システム１の構成のみを示す。また、図１と同様の点については説明を適宜省略
する。
【０１１７】
　図１２は、実施形態に係る複数のフォーマットを決定する生成処理の一例を示す図であ
る。具体的には、図１２は、ｅＣＰＭが上位のフォーマットのうち、ｅＣＰＭが最も高い
フォーマットと当該フォーマットのｅＣＰＭから所定の範囲内（図１２では５（円）以内
とする）のｅＣＰＭのフォーマットとを、配信する広告コンテンツのフォーマットの候補
として決定する場合を示す。
【０１１８】
　図１２に示す例において、コンテンツＣＴ１０を受信した端末装置１０は、コンテンツ
ＣＴ１０中に広告表示領域ＡＲ１１が含まれるため、広告配信装置１００に広告コンテン
ツの配信要求を送信する（ステップＳ３１）。図１２では、端末装置１０は、ステップＳ
３１において、配信要求として、領域ＡＲ１１に関する情報を広告配信装置１００に送信
する。
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【０１１９】
　ステップＳ３１において、例えば、端末装置１０は、領域ＡＲ１１に関する情報として
領域ＡＲ１１のサイズ、または配置される位置等を示す情報を広告配信装置１００に送信
する。図１２では、端末装置１０は、領域ＡＲ１１に関する情報として領域ＡＲ１１が枠
タイプＡであることを示す情報を広告配信装置１００に送信する。なお、広告配信装置１
００が領域ＡＲ１１に関する情報を取得している場合、端末装置１０は、ステップＳ３１
において、領域ＡＲ１１に関する情報を広告配信装置１００に送信しなくてもよい。
【０１２０】
　そして、広告配信装置１００は、広告コンテンツのフォーマットを決定するために、ユ
ーザ情報記憶部１２１に記憶されたユーザ情報と、フォーマット情報記憶部１２３に記憶
されたモデルとに基づいて、フォーマットごとのＣＴＲを予測する。図１２では、広告配
信装置１００は、ユーザＵ３のユーザ情報と、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３のモデ
ルとに基づいて、フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３ごとのＣＴＲを予測する。
【０１２１】
　図１２では、広告配信装置１００は、予測一覧表ＰＲ３１に示すように、フォーマット
ＦＭ１１の予測ＣＴＲを「０．２」、フォーマットＦＭ１２の予測ＣＴＲを「０．３」、
フォーマットＦＭ１３の予測ＣＴＲを「０．２５」と予測する。
【０１２２】
　そして、広告配信装置１００は、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３の予測ＣＴＲを基
に各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３の広告コンテンツのｅＣＰＭを推定する。図１２で
は、広告配信装置１００は、予測一覧表ＰＲ３１に示すように、フォーマットＦＭ１１の
ｅＣＰＭを「２０（円）」、フォーマットＦＭ１２のｅＣＰＭを「３５（円）」、フォー
マットＦＭ１３のｅＣＰＭを「３２（円）」と推定する。
【０１２３】
　ここで、フォーマットＦＭ１３のｅＣＰＭである「３２（円）」は、ｅＣＰＭが最も高
いフォーマットＦＭ１２のｅＣＰＭである「３５（円）」から５（円）以内である。その
ため、広告配信装置１００は、予測一覧表ＰＲ３１に示すように、ユーザＵ３に広告コン
テンツを配信する場合におけるｅＣＰＭが最も高いフォーマットＦＭ１２と、フォーマッ
トＦＭ１２のｅＣＰＭから５（円）以内のｅＣＰＭであるフォーマットＦＭ１３とを配信
する広告コンテンツのフォーマットの候補として決定する（ステップＳ３２）。
【０１２４】
　なお、ステップＳ３２の後の処理は、図２に示すステップＳ１３～Ｓ１６と同様である
。例えば、広告配信装置１００は、フォーマットＦＭ１２とフォーマットＦＭ１３との各
々に対応する広告情報を広告情報記憶部１２４から抽出し、ｅＣＰＭが最も高い広告情報
を配信する広告コンテンツの広告情報として決定する。また、広告配信装置１００は、２
０代女性、枠タイプＡを配信対象とし、決定した広告情報を配信した場合におけるｅＣＰ
Ｍが最も高いテンプレートを、配信する広告コンテンツのテンプレートとして決定する。
そして、広告配信装置１００は、決定した広告情報を決定したテンプレートで表示する広
告コンテンツを端末装置１０へ配信する。
【０１２５】
　これにより、広告配信装置１００は、広告情報記憶部１２４から抽出する広告情報の数
の増大を抑制しつつ、評価値が拮抗している場合、すなわち最もｅＣＰＭが高いフォーマ
ット以外を選択したほうがより適切な広告を配信できる可能性が高い場合において、でき
る限り適切な広告コンテンツを配信することができる。
【０１２６】
〔７．効果〕
　上述してきたように、実施形態に係る広告配信装置１００は、取得部１３１と、生成部
１３２とを有する。取得部１３１は、ユーザに関するユーザ情報を取得する。また、生成
部１３２は、取得部１３１により取得されたユーザ情報に基づいて、広告情報のデータ形
式における種別（実施形態においては「フォーマット」。以下同じ）に関する評価値（実
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施形態においては「ＣＴＲ」。以下同じ）を予測するモデルを生成する。
【０１２７】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、配信する広告情報のフォーマット
に関する評価値を適切に予測するモデルを生成することができる。すなわち、広告配信装
置１００は、配信する広告情報のフォーマットに関する評価値を予測するモデルを適切に
利用可能とすることができる。例えば、広告配信装置１００は、配信実績が十分でない広
告コンテンツを配信する場合であっても、適切に各フォーマットの評価値を予測し、適切
なコンテンツを配信することができる。また、例えば、広告配信装置１００は、配信実績
が十分でないユーザに配信する場合であっても、適切に各フォーマットの評価値を予測し
、適切なコンテンツを配信することができる。
【０１２８】
　また、実施形態に係る広告配信装置１００において、生成部１３２は、取得部１３１に
より取得されたユーザ情報に基づいて、種別に関するクリック率を予測するモデルを生成
する。
【０１２９】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、配信する広告情報のフォーマット
に関するＣＴＲを適切に予測するモデルを生成することができる。
【０１３０】
　また、実施形態に係る広告配信装置１００は、決定部（実施形態においては「第１決定
部１３４」。以下同じ）を有する。決定部は、生成部１３２により生成されたモデルに基
づいて、広告コンテンツの種別を決定する。
【０１３１】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、配信する広告コンテンツの種別に
関する評価値を適切に予測するモデルに基づいて、フォーマットを決定することができる
。すなわち、広告配信装置１００は、配信する広告情報のフォーマットに関する評価値を
予測するモデルを適切に利用可能とすることができる。
【０１３２】
　また、実施形態に係る広告配信装置１００は、受付部１３３を有する。受付部１３３は
、端末装置１０から広告の配信要求を受け付ける。また、決定部は、端末装置１０を利用
するユーザに関するユーザ情報とモデルとにより予測される評価値に基づいて、端末装置
１０に配信する広告コンテンツの種別を決定する。
【０１３３】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、抽出する広告情報の数の増大を抑
制することができる。例えば、図２では、各フォーマットＦＭ１１～ＦＭ１３に対応する
広告情報の数が等しいとした場合、広告配信装置１００は、全フォーマットＦＭ１１～Ｆ
Ｍ１３に対応する広告情報を広告情報記憶部１２４から抽出する場合に比べて、１／３に
まで抽出する広告情報の数を抑制することができる。これにより、広告配信装置１００は
、配信する広告を決定する処理負荷を抑制することができる。
【０１３４】
　また、実施形態に係る広告配信装置１００において、決定部は、端末装置１０を利用す
るユーザが所定の条件を満たす場合、複数の種別を端末装置１０に配信する広告コンテン
ツの種別の候補として決定する。
【０１３５】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、抽出する広告情報の数の増大を抑
制しつつ、所定の条件を満たすユーザにはできる限り適切な広告コンテンツを配信するこ
とができる。
【０１３６】
　また、実施形態に係る広告配信装置１００において、決定部は、所定の期間内における
端末装置１０を利用するユーザの広告のクリック率が所定の閾値以上の場合、複数の種別
を端末装置１０に配信する広告コンテンツの種別の候補として決定する。
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【０１３７】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、抽出する広告情報の数の増大を抑
制しつつ、クリック率の高い、すなわち優良なユーザにはできる限り適切な広告コンテン
ツを配信することができる。
【０１３８】
　また、実施形態に係る広告配信装置１００において、決定部は、種別のうち、各種別に
対応する所定の評価値が上位の種別を配信する広告コンテンツの種別の候補として決定す
る。
【０１３９】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、抽出する広告情報の数の増大を抑
制しつつ、評価値が拮抗している場合においても、できる限り適切な広告コンテンツを配
信することができる。
【０１４０】
　また、実施形態に係る広告配信装置１００において、決定部は、種別のうち、所定の評
価値としてのクリック率が上位の種別を配信する広告コンテンツの種別の候補として決定
する。
【０１４１】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、抽出する広告情報の数の増大を抑
制しつつ、評価値が拮抗している場合、すなわち最もクリック率（ＣＴＲ）が高いフォー
マット以外を選択したほうがより適切な広告を配信できる可能性が高い場合において、で
きる限り適切な広告コンテンツを配信することができる。
【０１４２】
　また、実施形態に係る広告配信装置１００において、決定部は、種別のうち、所定の評
価値としての期待収益値が上位の種別を配信する広告コンテンツの種別の候補として決定
する。
【０１４３】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、抽出する広告情報の数の増大を抑
制しつつ、評価値が拮抗している場合、すなわち最も期待収益値（ｅＣＰＭ）が高いフォ
ーマット以外を選択したほうがより適切な広告を配信できる可能性が高い場合において、
できる限り適切な広告コンテンツを配信することができる。
【０１４４】
　また、実施形態に係る広告配信装置１００において、決定部は、所定の評価値が最も高
い種別と当該種別の所定の評価値から所定の範囲内の所定の評価値の種別とを、配信する
広告コンテンツの種別の候補として決定する。
【０１４５】
　これにより、実施形態に係る広告配信装置１００は、抽出する広告情報の数の増大を抑
制しつつ、評価値が拮抗している場合、すなわち最も評価値が高いフォーマット以外を選
択したほうがより適切な広告を配信できる可能性が高い場合において、できる限り適切な
広告コンテンツを配信することができる。
【０１４６】
〔８．ハードウェア構成〕
　上述してきた実施形態に係る広告配信装置１００は、例えば図１３に示すような構成の
コンピュータ１０００によって実現される。図１３は、広告配信装置の機能を実現するコ
ンピュータの一例を示すハードウェア構成図である。コンピュータ１０００は、ＣＰＵ１
１００、ＲＡＭ１２００、ＲＯＭ１３００、ＨＤＤ１４００、通信インターフェイス（Ｉ
／Ｆ）１５００、入出力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）１６００、及びメディアインターフ
ェイス（Ｉ／Ｆ）１７００を有する。
【０１４７】
　ＣＰＵ１１００は、ＲＯＭ１３００またはＨＤＤ１４００に格納されたプログラムに基
づいて動作し、各部の制御を行う。ＲＯＭ１３００は、コンピュータ１０００の起動時に
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ＣＰＵ１１００によって実行されるブートプログラムや、コンピュータ１０００のハード
ウェアに依存するプログラム等を格納する。
【０１４８】
　ＨＤＤ１４００は、ＣＰＵ１１００によって実行されるプログラム、及び、かかるプロ
グラムによって使用されるデータ等を格納する。通信インターフェイス１５００は、ネッ
トワークＮを介して他の機器からデータを受信してＣＰＵ１１００へ送り、ＣＰＵ１１０
０が生成したデータをネットワークＮを介して他の機器へ送信する。
【０１４９】
　ＣＰＵ１１００は、入出力インターフェイス１６００を介して、ディスプレイやプリン
タ等の出力装置、及び、キーボードやマウス等の入力装置を制御する。ＣＰＵ１１００は
、入出力インターフェイス１６００を介して、入力装置からデータを取得する。また、Ｃ
ＰＵ１１００は、生成したデータを入出力インターフェイス１６００を介して出力装置へ
出力する。
【０１５０】
　メディアインターフェイス１７００は、記録媒体１８００に格納されたプログラムまた
はデータを読み取り、ＲＡＭ１２００を介してＣＰＵ１１００に提供する。ＣＰＵ１１０
０は、かかるプログラムを、メディアインターフェイス１７００を介して記録媒体１８０
０からＲＡＭ１２００上にロードし、ロードしたプログラムを実行する。記録媒体１８０
０は、例えばＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）、ＰＤ（Phase　change　rewritable
　Disk）等の光学記録媒体、ＭＯ（Magneto-Optical　disk）等の光磁気記録媒体、テー
プ媒体、磁気記録媒体、または半導体メモリ等である。
【０１５１】
　例えば、コンピュータ１０００が実施形態に係る広告配信装置１００として機能する場
合、コンピュータ１０００のＣＰＵ１１００は、ＲＡＭ１２００上にロードされたプログ
ラムを実行することにより、制御部１３０の機能を実現する。コンピュータ１０００のＣ
ＰＵ１１００は、これらのプログラムを記録媒体１８００から読み取って実行するが、他
の例として、他の装置からネットワークＮを介してこれらのプログラムを取得してもよい
。
【０１５２】
　以上、本願の実施形態及び変形例のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これ
らは例示であり、発明の開示の行に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種
々の変形、改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。
【０１５３】
〔９．その他〕
　また、上記実施形態及び変形例において説明した各処理のうち、自動的に行われるもの
として説明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行
われるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともでき
る。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメ
ータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば
、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。
【０１５４】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。
【０１５５】
　また、上述してきた実施形態及び変形例は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合
わせることが可能である。
【０１５６】
　また、上述してきた「部（section、module、unit）」は、「手段」や「回路」などに
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読み替えることができる。例えば、受付部は、受付手段や受付回路に読み替えることがで
きる。
【符号の説明】
【０１５７】
　　　１　配信システム
　１００　広告配信装置（生成装置）
　１２１　ユーザ情報記憶部
　１２２　配信ログ情報記憶部
　１２３　フォーマット情報記憶部
　１２４　広告情報記憶部
　１２５　テンプレート情報記憶部
　１３０　制御部
　１３１　取得部
　１３２　生成部
　１３３　受付部
　１３４　第１決定部（決定部）
　１３５　第２決定部
　１３６　第３決定部
　１３７　配信部
　　１０　端末装置
　　５０　コンテンツ配信装置
　Ｎ　ネットワーク

【図１】 【図２】
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