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新規事業開発室 グループマネージャー

1987 年生まれ。早稲田大学卒業後、日本オラクルに新卒入社。

大規模なシステムインフラに関する PJ に従事。その後、デロイト

トーマツコンサルティング合同会社、SAP ジャパン株式会社を経て、株式会

社リクルートに入社。不動産メディアのシステム統括部門の

マネージャとして、事業横断での業務改善、IT戦略立案、データ基盤

構築・BI 導入を経験。2017 年より新規事業室に異動し、新規事業の

インキュベーションおよびグロース全般を担当。



本日お伝えしたいこと

● 新規事業におけるデータ活用の重要性

● 複数事業間でデータ基盤を標準化する際のポイント

● データ活用を支える仕組み・体制



01会社紹介



株式会社リクルートは人と情報をつなぐ
メディア＆ソリューションカンパニーです。









02
データ・ドリブンな事業
開発の必要性





新規事業は基本的に失敗する。

筋の良い事業アイデア ≠ 成功する事業。





この差分は
何か？



この差分は
何か？ 事業の再現性を高める

科学的なアプローチ



出典：Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
https://www.amazon.co.jp/dp/B08H177WQP/

科学的なアプローチでピボットを行うことができ

た企業は、そうでない企業と比較して 1 年後の

売上が 50 倍異なるという実験データが存在し

ます。



経験則的なアプローチ 科学的的なアプローチ

事業の不確実性が高く、定量的な基準が

ないため、ピボットが遅くなる傾向にある。

事前に基準を定めることで、早期にピボットを行

い、最短ルートで事業開発を行える。



データにより事業の状況を把握して PDCA を繰り返すことで、事業開発の精度を向上できます。

科学的な事業開発のプロセス



不確実性が高い新規事業こそ

データ活用が求められる



03
クラウドネイティブなデータ
分析基盤の導入



当時の状況

● データ基盤整備や BI 導入の優先度が上がらない

● データ分析業務は担当者の Excel やスプレッドシートで

行われており、データがクローズドな状態

● モニタリング対象の指標に網羅性がない



データ活用を阻害していた 3 つの壁

01 システムの壁

データの可視化・分析を行うため

のデータ基盤整備や  BI ツール導

入をどのように構築すればいいか

分からない。

02 人材の壁

新規事業のメンバー内にデータ分

析に明るい人材が存在せず、デー

タ活用の整備が進まない。

03 知識の壁

PL 作成、KPI ツリーの設計、

ユニットエコノミクスの定義など、事業とし

てモニタリングすべき指標が分からない。



データ活用を阻害していた 3 つの壁

01 システムの壁

データの可視化・分析を行うため

のデータ基盤整備や  BI ツール導

入をどのように構築すればいいか

分からない。

02 人材の壁

新規事業のメンバー内にデータ分

析に明るい人材が存在せず、デー

タ活用の整備が進まない。

03 知識の壁

PL 作成、KPI ツリーの設計、

ユニットエコノミクスの定義など、事業と

してモニタリングすべき指標が分からな

い。

データ環境の標準化



すべての新規事業で共通のデータ環境を利

用することで、構築コストを削減するととも

に、ナレッジの蓄積を効率化。



ETL 分析 DB 可視化データソース

汎用性・保守性を高めるために、クラウドサービスをフル活用して環境を整備。

BigQuery Google Sheets

Amazon
Connect

Google Analytics

Google Sheets



標準データ環境のポイント

● データソースとなる業務システムもクラウド中心に構築することで、データフ

ロー全体の再現性を高める

● データ分析時の集計を効率化するために、

各データソースにて顧客 ID を連携することを必須とする

● クラウドの設定・実装は事業ごとにカスタマイズ可能な一方で、

標準環境は原則事業ごとのカスタマイズを禁止とする



データ活用を阻害していた 3 つの壁

01 システムの壁

データの可視化・分析を行うため

のデータ基盤整備や  BI ツール導

入をどのように構築すればいいか

分からない。

02 人材の壁

新規事業のメンバー内にデータ分

析に明るい人材が存在せず、デー

タ活用の整備が進まない。

03 知識の壁

PL 作成、KPI ツリーの設計、

ユニットエコノミクスの定義など、事業と

してモニタリングすべき指標が分からな

い。

データ人材の横断組織化データ環境の標準化



データ環境の整備や導入支援を事業から分離して、

横断チームにすることで、すべての事業がデータを扱える支援体制を構築。



事業 アクセラチーム

要件定義 ● ▲

設計 ▲ ●

データフロー構築 ▲ ●

LookML 開発 ●

ダッシュボード構築 ●

運用 ● ▲

● 事業側の担当者に、他事業でのダッシュ

ボードや事例を共有して、事業で使えるイ

メージを持ってもらう

● 事業側が丸投げにならないように 、設計や

データフロー構築に担当者を巻き込みなが

ら進める

● 初めから 100% のダッシュボードを求め

ず、60~70% 程度で作って、早めに現場で

利用してもらう



データ活用を阻害していた 3 つの壁

01 システムの壁

データの可視化・分析を行うため

のデータ基盤整備や  BI ツール導

入をどのように構築すればいいか

分からない。

02 人材の壁

新規事業のメンバー内にデータ分

析に明るい人材が存在せず、デー

タ活用の整備が進まない。

03 知識の壁

PL 作成、KPI ツリーの設計、

ユニットエコノミクスの定義など、事業と

してモニタリングすべき指標が分からな

い。

データ人材の横断組織化データ環境の標準化 データ分析手法の型化



サイト行動 広告KPI ツリー

ファネル 営業顧客分析

LTV CSPL の予実比較

プロダクト 業務

汎用性：低 汎用性：高



データ環境手法の型化

● 事業内容に寄らず項目が共通化できる業務系のダッシュボードはLooker 
およびデータフローをテンプレート化

● 事業間の依存性を下げるために、テンプレート化するのは設定のみで環境

自体はプロジェクトごとに分離

● 事業ごとにカスタマイズが必要な KPI ツリーや顧客分析は、

ダッシュボードの設計をアクセラチームがサポート



ETL 分析 DB 可視化データソース

ここの設定（メタデータ）をテンプレート化

BigQuery

Google Analytics

Google Sheets Google Sheets



プロダクト開発の初期フェーズから

データ環境を整備することで、

データ活用の意識を醸成する



事業の初期段階から KPI をリアルタイムに把握し、データ・ドリブンな PDCA を実現



事業の PDCA サイクルが高速化

事業の KPI がリアルタイムに可視化されることで、事業の  PDCA サイクルが高速化して、

KPI の改善速度が向上。

データに基づく客観的な事業判断

従来は定性的な観点で行われることが多かった事業判断が、データに基づく客観的な視点

で語られることが当たり前に。

事業の失敗確率が低下

日常的に計画と実績の比較が可能になったことで、ピボットまでの期間が短くなり、大きな

失敗が起きる確率が低下。



データ活用のハードルを下げ、

データを意識する習慣することで

データ・ドリブンな事業開発の浸透を。




