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内容

アップリフトとは

属性別アップリフト

アップリフトモデルとは

アップリフトモデル分析例
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アップリフトとは

• 目的変数（購入率や販売額）の増加分のこと

– 顧客を2つのグループに分けて、一方には施策A（キャンペーン）を実
施し、もう一方には施策B（何もしない）を実施し、施策実施後の購入
率や平均購入額を比較します。

– 上記の場合、施策Aを実施したことにより、購入率で見ると11.4ポイン
ト、平均購入額で見ると29,391円、それぞれ施策Bを実施した場合よ
り全体として増加したことがわかります。

– このように、アップリフトは施策の実施効果を表します。
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施策 購入率 平均購入額

A 30.7% 129,588円

B 19.3% 100,197円

A-B 11.4% 29,391円
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属性別アップリフト

• アップリフトは一様ではなく、顧客属性によって異なります。

– 例えば、性別で分けてアップリフトを集計すると、以下のようになった
とします。

– 上記の場合、施策Aを実施したことにより、女性の購入率は28.5ポイ
ント、平均購入額が130,554円、それぞれ大幅に増加していますが、
男性の購入率は-1.7ポイント、平均購入金額は-48,326円と減少して
います。

– 施策Aは女性に対しては大変有効であったが、男性に対しては逆効
果であったことがわかります。
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施策 性別 購入率 平均購入額

A
男性 18.6% 56,108円

女性 45.8% 221,506円

B
男性 20.3% 104,434円

女性 17.3% 90,952円

A-B
男性 -1.7% -48,326円

女性 28.5% 130,554円
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アップリフトモデルとは

• アップリフトモデルは、顧客属性の組合せとアップリフト（施策実施
効果）の関係を説明する数理モデルです。

– 線形モデルの場合は、施策A実施データと施策B実施データを併合し

たデータにおいて、目的変数の出現率または目的変数値の変動を、
施策変数と各属性変数の主効果、および各属性変数と施策変数間
の有意な交互作用効果を含むロジスティック回帰モデル、または分
散共分散モデルとして表現されます。

– DMTデシジョンツリーでは、施策A実施群のデータと施策B実施群の

データをそれぞれ共通の顧客属性で分割したときのアップリフトの属
性値間のばらつきをAIC値で評価し、AIC基準による最適な属性変数
によるデータ分割を繰り返してツリー生成を行います。
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分析例: データ

• データ
– 12項目、2,000件（モデル作成データ）,2,000件（検証用データ）

– 目的変数：flg (購入あり("1")/なし("0"))

– 施策変数：DM(施策A実施("1")/施策B実施("0"))

– 属性変数9項目： SEI(性別男性("1")/女性("2")), NENREI(年齢(数値)), 
JUKYO(住居区分持家系("1","2")/借家系("3","4","5")/その他("6","7")/欠損
("")), KAZOKU_KOSEI(家族構成独身系("1","2","5")/既婚("3","4")欠損("")), 
GAKUREKI(学歴("1"～"5","")), KINMUSAKI(勤務先区分("A"～"D","")), 
GYOSHU(業種("A"～"M","")), SHOKUSHU(職種("1"～"7","")), NENSHU(年収
(数値))
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（検証用データ） 施策A 施策B 計

実施対象件数 621 1379 2000

購入数 190 266 456

購入率 31% 19% 23%

（モデル作成データ） 施策A 施策B 計

実施対象件数 619 1381 2000

購入数 190 267 457

購入率 31% 19% 23%
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分析例：項目ごとの分析

• 属性変数項目ごとのアップリフト

– AIC基準によるアップリフト
との関連が強い順に
属性変数がリストされます。

• 「性別」、「住居」、「学歴」
の順に関連が強い
ことがわかる。

• 「[D]-[C]出現率の差%」が
属性別アップリフトを
表している。

• 「性別」でみると、男性
はマイナスアップリフト、
女性は
プラスのアップリフト。
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分析例：ツリー分析

• ツリー分析

– アップリフトと関連
が強い属性組合せ
が自動的に得られる

– 4つのセグメントに分離

• 【効果最小(逆効果)】
男性かつ賃貸
マンション等に
住む顧客は、
購入率が13.7
ポイントダウン。

• 【効果最大】
女性かつ
職種が事務、
技術・サポート等
(購入率が39
ポイントアップ)
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分析例：(4)チャート表示(施策A実施データ)

• 施策A実施データのアップリフトチャート
– 施策A実施データについて
施策Bよりアップリフトが
大きい順にセグメントを
並べて、
横軸に累積人数、
縦軸に累積アップリフト
（期待応答増加人数）
を折れ線表示

• 右図は、施策A実施データ
についての
モデル作成データと
検証データを同時表示

• アップリフト正のセグメント
のみ施策Aを実施し、
アップリフト負のセグメント
は施策Bを実施する場合がアップリフト最大(検証データで82)となる。

• その場合のアップリフトは、現状より12増える見込み。（検証データで(82-70)）
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分析例：(5)チャート表示(施策B実施データ)

• 施策B実施データのアップリフトチャート
– 施策B実施データについて
施策Aよりアップリフトが
大きい順にセグメントを
並べて、
横軸に累積人数、
縦軸に累積アップリフト
（期待応答増加人数）
を折れ線表示

• 右図は、施策B実施データ
についての
モデル作成データと
検証データを同時表示

• アップリフト正のセグメント
のみ施策Bを実施し、
アップリフト負のセグメント
は施策Aを実施する場合がアップリフト最大（検証データで33）となる。

• その場合のアップリフトは、現状より146増える見込み。（検証データで(33+113)）
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分析例：(6)まとめ

• アップリフトモデル分析結果のまとめ
– モデルに従って、顧客属性別に最適な施策を実施した場合、「現行」より

12+146=158購入数が増加する見込み

※上記購入数の計算は施策B平均購入率19.3%を実施対象件数に乗じて、施
策A実施の場合はアップリフト推定値を足して求めています。
モデル最適の施策Aのアップリフトは、正のアップリフトセグメントのみ残すこと
による82に施策Bから施策Aに変更したことによる146を加えた228と推定。

• 以上のように、アップリフトモデルは、施策実施対象の最適化を実
現する具体的な方法を与えてくれます。
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（検証用データ） 施策A 施策B 計

実施対象件数 621 1379 2000

購入数 190 266 456

購入率 31% 19% 23%

（検証用データ） 施策A 施策B 計

実施対象件数 1548 452 2000

購入数 527 87 614

購入率 34% 19% 31%

現行 モデル最適


