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ブレインパッドのご紹介

東証⼀部唯⼀の
データ分析専⾨企業創業 2004年

社員数 326名（2020年3⽉末時点）
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ブレインパッドの提供サービス

Consulting ＆ Analytics

データ活⽤における
プロフェッショナルサービス

戦略コンサルティング
データサイエンス

⼈材育成

Data Experience Platform

データ活⽤に紐づく
プロダクトサービス

プロダクト提供
プロダクト活⽤⽀援

Data
Engineering

データ活⽤における
システム基盤構築

SNS

DMP/CDP

MA

予測分析
機械学習

拡張分析
データ分析受託

新規事業創出⽀援

コンサルティング

データ活⽤⼈材育成

産学連携
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これまでのGoogle様との取り組み
2015

Service Partner

• キューピー様AI不良品検知
• Find Your Candy Demo 

@Google Next@SF
• TFUG⽴ち上げ

2018
+ Reselling Partner

• ⽇本コカ・コーラ様
AIを⽤いたSNS分析

• ⼤東建託様
画像分類システム

2019
+2 Specialization

下記Specilization取得
• Marketing Analytics
• Machine Learning
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130⼈を超す

データサイエンティスト集団

1,000社以上の⽀援実績

データ活⽤ソリューション

データ活⽤のリーディングカンパニー
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⾃⼰紹介
宇田川 竜馬
株式会社ブレインパッド
ビジネス統括本部
アライアンス開発室グループマネージャー
(兼)マーケティングソリューション営業部シニアアカウントエグゼクティブ

2008年～大手自動車専門メディアで製造メーカー向けに純広告の拡販に従事
2014年～大手広告代理店でDMP、DSP等の広告商材営業のマネジメント
2016年～オラクルで製造メーカー向けにMAやDMPの拡販にとして従事
2018年～ブレインパッド社で現在に至る

主に「Rtoaster」の拡販に従事。大手メーカーやアパレルEC、旅行業界など、様々な業種のお客様
を担当。2020年からは、兼務で他社と新サービスや新会社設立企画など、販売パートナー様の支援
だけに留まらず広く深くアライアンス周りの業務にも従事。
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本⽇、お話したいこと

BrainPad製品、Google Cloud製品

顧客と繋がり続けるために
なぜデータジャーニーが重要なのか

1

2

3 Rtoasterを利⽤して
データジャーニーを循環させた実例



7

本⽇、お話したいこと

BrainPad製品、Google Cloud製品

顧客と繋がり続けるために
なぜデータジャーニーが重要なのか

1

2

3 Rtoasterを利⽤して
データジャーニーを循環させた実例



8

BrainPadのツールでもGoogleサービスを利⽤
広告運⽤を⽀援するツールにて導⼊

広告運用支援ツール

アドノート

すでにアカウント数2万件、キーワード数6億件という、
広告運⽤の⽀援ツールとして国内最⼤規模の運⽤実績を誇るツールの環境へ
Google Cloud Plattform(以降GCPと省略)を導⼊。

今後のさらなるインターネット広告需要の増加や、⾼度化・複雑化する広告運⽤に対応する
そのために⾃社でインフラの構築や運⽤管理を⾏う従来の環境から、
より拡張性・柔軟性の⾼いクラウド環境に移⾏することを決意。
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BrainPadのツールでもGoogleサービスを利⽤
広告運⽤を⽀援するツールにて導⼊

GCP導⼊の選定要件

1. 従来の環境においてスケールアップのためのさまざまな投資やカスタマイズを⾏って
いたが、クラウド移⾏後も同等のスペックを保ちつつ、コストは適正に抑えたい。

2. 多数の顧客が⽇常的に使⽤しているため、サービスに⽀障をきたさないよう、
スピーディかつスムーズなクラウド移⾏を実現したい。

3. クラウドサービスが提供する開発環境を利⽤して開発効率を上げるとともに、
インフラの運⽤・保守にかかるコストを削減したい。

広告運用支援ツール
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BrainPadのツールでもGoogleサービスを利⽤
広告運⽤を⽀援するツールにて導⼊
GCP導⼊を決めたポイント

1. ⾼速かつ安定したレスポンスと、インフラの運⽤・保守に係る業務負荷の軽減により、
開発の柔軟性と開発スピードの向上を実現
・動作が⾼速でダウンタイムが滅多に発⽣しないことを特徴としている
・Google App Engineを活⽤することでアプリケーションの開発に専念できる

2. カスタムインスタンスや1分単位の課⾦体系により、過度な投資を抑えコストを最適化
・⼤規模な予測最適化計算を定期にバッチ処理にて実⾏するシステムであるため1分単位の課⾦体系がマッチ
・⻑時間利⽤に対する⾃動ディスカウントの仕組みがマッチ

3. インターネット広告系のビジネスと親和性の⾼い機能も充実
・データ処理関連のコンポーネントとして「Google BigQuery」や「Google Cloud Dataproc」、
「Google Cloud Dataflow」など、インターネット広告系のビジネスと親和性の⾼い機能が揃っている

広告運用支援ツール
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BrainPadのツールでもGoogleサービスを利⽤
Rtoaster内の⾃動クラスタリング機能にて導⼊

PV数×訪問タイミングのユーザー⾏動データ
に基づき機械学習で⾃動でセグメンテーション

ユーザーのカテゴリ毎の閲覧状況に基づき、
機械学習でユーザーを⾃動セグメンテーション

閲覧傾向から⾃動でセグメンテーション

訪問傾向から⾃動でセグメンテーション

訪問者がアクセスしているページの傾向を訪問者ごとに集計を⾏い、
それを特徴量として複数のクラスタに分類する機能を持つ。
対象の特徴量はトラッキングから⾃動で⽣成されるため、
利⽤者で何か特別な設定をする必要はない。

ユーザー傾向を⾃動で把握、
セグメント毎の施策実⾏や設計にご利⽤

いただけます。

自動クラスタリング
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BrainPadのツールでもGoogleサービスを利⽤

⾃動クラスタリング機能に利⽤していた環境 移⾏前に発⽣していた問題点

ApachSpark

AWS EMR Data 
Proc

ハイメモリマシンインスタンスを複数台利⽤して
バッチを動かしていたため、コストが⾼額
Airflow制御でバッチ処理開始時にクラスタを起動
・終了時に破棄を実⾏

1回のバッチに数時間、全体で5時間程度要する
Sparkの処理⾃体も含め、やりとりのために
トラッキングデータをすべてGCSにダンプ・ロード
する処理にもかなり時間を要していた

運⽤のそれなりの対応⼯数が必要
たまにエラーにより正常終了しないときがあり、
そのたびに⼿動で再実⾏する必要がある
かつリリースの際の作業が多い
（パッケージのビルド、デプロイ、動作テストなど）

Rtoaster内の⾃動クラスタリング機能にて導⼊
DataProcからBigQueryMLを導⼊

ソースコードからアルゴリズムを読解した結果、
いずれもBigQueryの数学・統計関数とMLで
実現できることが分かり移⾏へ

Spark基盤では、複数の⾃動クラスタリングの
アルゴリズムによるバッチ処理を実装していた

BigQ
uery
ML

自動クラスタリング



13

BrainPadのツールでもGoogleサービスを利⽤
Rtoaster内の⾃動クラスタリング機能にて導⼊

移⾏利⽤後の問題点を全て解決

利⽤コストの削減
クラスタを作らずに済むようになったため
⽉に数万円かかるコストをそのまま削減。
他にも、GCSとの転送コストが下がるなどの成果も
重なりエンジニア作業も省⼒化。

実⾏時間の削減
今まで5〜6時間かかっていた⾃動クラスタリングのタ
スクが1時間以内に終了。総計数⼗億レコードを処
理するケースも数分⾜らずで完了するようになり、処
理時間の⼤幅な短縮を実現。

移⾏前後のGCPの料⾦（数⽇間でサンプリングした平均）
料⾦にはクラスタリング以外のバッチ処理や、オンライン処理も含む

ある⼤規模なサイトでのクラスタリングの予測処理の時間の⽐較

運⽤の問題解消
移⾏前まではあるサイトについてエラーが発⽣すると、
それ以降のバッチ処理も終了するため
復旧のために⼿動で状態のクリア→処理の再実⾏が
必要。ここで発⽣するエラーはSparkのメモリエラー
などがほとんどで、少ないながらもそれなりの頻度で
発⽣。

移⾏後は、Sparkに起因するエラーは発⽣しない
ようになり問題を解消。リリースについても、クラスタリ
ングの処理⾃体がBigQuery SQLに集約された
ため、毎回のリリース作業の負担（テスト、ビルド、デ
プロイ）が⼤きく軽減。

自動クラスタリング



Google Cloudを利⽤してビジネスしています
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なぜ繋がり続ける事が⼤事なのか

売切モデル サブスクリプションモデル

コストや製品差別化などの優位性を
確⽴させ利益を担保

主に販売する事に注⼒＝販売がゴール

利⽤のコストハードルを下げ
販売ではなく契約、その維持を⽬指す

使い続けてもらう事に注⼒＝ファン化がゴール

売切モデルとサブスクリプションモデルの⽐較
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なぜ繋がり続ける事が⼤事なのか

サブスクリプションにおけるNPS

動画配信

サブスクリプションモデルにてNetflixが成功している理由

優良会員の増加数は年度毎に増加トレンドで
地域別会員数の合計は2020年で1億8,000⼈に達する

ネットプロモータースコアの推奨者の割合の⾼さが⼤きく関係していると推測できる

資料︓サブスクリプションサービスロイヤリティサーベイ

A社 B社Netflix

Netflix有料会員数の推移
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なぜ繋がり続ける事が⼤事なのか
なぜ同業他社と⽐べて推奨者(＝ファン)が多いのか

ジャンル

利⽤
頻度

出演者

監督

和/洋

True
View

利⽤が1年間ない場合は解約アラート
2年ない場合は⾃動解約

但し再開時はユーザーのアカウント
情報は継続されている

利⽤者が⾒たいものを先回りし予測

【予測に利⽤するデータ】
・アンケート
・視聴作品
・視聴中の⾏動
・作品属性 等々

NetflixではリテンションしてLTVを向上させて満⾜度を上げていくために
顧客から収集した情報を分析→サービス最適化への情報の⽰唆→アクションに反映→結果を基に改善を実施している

そのためにはデータを収集し続ける＝ユーザーと繋がり続ける必要がある
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なぜ繋がり続ける事が⼤事なのか
なぜ同業他社と⽐べて推奨者(＝ファン)が多いのか

CRMデータ
会員属性データ

視聴データメタデータ

作品属性データ

サイト・アプリ内
ユーザー⾏動

繋がり続ける中で収集している顧客データを、様々な領域で活⽤し総合的な顧客体験を向上している
繋がり続ける事で得られたデータを、広く分断される事なくデータジャーニーとして循環させる事が重要である
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繋がり続けるためのジャーニーを循環させる仕組みが必要
データビジネス成⻑のためには、「企業・ビジネスにおけるデータを活⽤した意思決定」
「顧客・消費者データに基づくサービス体験向上」の両輪をサイクルでまわせる事が重要

データジャーニーの循環

これらの実現のための、企業・消費者データの
収集 - 加⼯ - 分析 - 意思決定 そしてアクションのデータ・ジャーニーが繋がるプラットフォーム構築が企業の⽣命線

顧客・消費者データを
循環に乗せていく

オンライン
接点

他社経由
の接点

オフライン
接点

顧客・消費者に
何を届けていくか
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データジャーニーを繋げるための重要な要素
近年、収集・処理・出⼒が分断されたサービス提供が主であり、これらをいかに「繋げ」、「活⽤する」か

そのためのプラットフォーム構築および、ケイパビリティの確保が重要かつ競争⼒の源泉に

企業課題として、データジャーニーにおける断⽚化、組織横断のデータ活⽤のための
リーダーシップ、データ活⽤に必要となるケイパビリティが不⾜している状況

収集 処
理 出⼒

①デバイス、領域を越えて様々なデータ
が⼤量にあり、幅広く活⽤可能… …

②圧倒的なデータ処理⼒がある
（技術およびコスト競争⼒）

③質・量共に⼗分なデータエンジニアリング⼈材、サイエンティスト⼈材がいる

※引⽤・参考）安宅 和⼈ 『シン・ニホン AI×データ時代における⽇本の再⽣と⼈材育成』 NewsPicksパブリッシング
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そのためにはヒト・モノ2つの条件を揃える必要がある

データジャーニーを繋げるための重要な要素を満たす

⼤量データを幅広く
活⽤できるかつ

圧倒的処理⼒のある
プラットフォーム

データサイエンティスト
とデータエンジニア
またはそれを代替し

伴⾛できるパートナー
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データジャーニーを繋げるプラットフォーム『Rtoaster』

データ活⽤におけるテーマ毎の「洞察・⽰唆に基づく意思決定」を
⽀援するソリューションを搭載した「Rtoaster insight+」

多様な顧客接点における個別化(パーソナライズ)を⾼度なアルゴリズムや
多彩なアクション機能により実現する「Rtoaster action+」

サイト
アプリ

デジタル
広告

メール/
LINE

ダイレクトメール
⾮デジタル接点

レコメンド
エンジン

ユーザー
分析

リアル店舗
対⾯販売
接客システム

…
action+

CRMデータ
会員属性データ

サイト・アプリ内
ユーザー⾏動

ソーシャル・ペイド
メディアデータ

コンテンツ
データ

オフライン
データ

その他
データ

外部オーディエンス
データ

insight+

!
"
#
$
%
&
"
'
層

アルゴリズム層

レポート層

)
*
+
,
%
連
携
層

多彩なアルゴリズムを実装

レポート/可視化/分析
データ出⼒、他社ツール連携

API
データ出⼒
多彩な連携先

デジタル接点

コア層
データ統合
データ処理⾃動化

その他

企業間、消費者との「共創」の時代に必要な要素と、データジャーニーを繋げる重要な要素を備える「Rtoaster」です

Brainpad社の本流サービスである
データサイエンティストやエンジニアによるプロフェッショナルサービスで

ユーザーへ情報を届ける前後のデータ活⽤⽀援も実施
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データジャーニーを繋げるプラットフォーム『Rtoaster』

サイト
アプリ

デジタル
広告

メール/
LINE

ダイレクトメール
⾮デジタル接点

レコメンド
エンジン

ユーザー
分析

リアル店舗
対⾯販売
接客システム

…
action+

CRMデータ
会員属性データ

サイト・アプリ内
ユーザー⾏動

ソーシャル・ペイド
メディアデータ

コンテンツ
データ

オフライン
データ

その他
データ

外部オーディエンス
データ

insight+

!
"
#
$
%
&
"
'
層

アルゴリズム層

レポート層

)
*
+
,
%
連
携
層

多彩なアルゴリズムを実装

レポート/可視化/分析
データ出⼒、他社ツール連携

API
データ出⼒
多彩な連携先

デジタル接点

コア層
データ統合
データ処理⾃動化

その他

「Rtoaster」はGCPの環境でサービスを提供しております

Rtoaster

GCP

GCPの環境を利⽤して2つの機能を提供する事により、圧倒的な処理⼒で多種⼤量データの収集から、
集計分析、可視化、⽰唆に基づく意思決定、アクション実⾏のサイクルを⾼速で実現します

もアナリティクスに組み込んでます
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サブスクリプションモデルでのRtoasterを利⽤した実例
オンデマンドで動画配信をしている某動画配信企業様

利⽤者が⾒たいものを先回りして予測

利⽤のコストハードルを下げ
販売ではなく契約を⽬指す

使い続けてもらう事に注⼒＝ファン化がゴール

利⽤者が⾒たいものを先回りし予測

【予測に利⽤するデータ】
・アンケート
・視聴作品
・視聴中の⾏動
・作品属性 等々
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サブスクリプションモデルでのRtoasterを利⽤した実例
オンデマンドで動画配信をしている某動画配信企業様

ユーザー体験を向上させるには・・・

目指したいユーザ体験例

トレンドより個⼈の嗜好に沿った作品

視聴した作品タイプに沿ったおすすめ

出演者つながりの意外性を表現

コアな映画ファンが満⾜

ユーザー体験させるためには

ユーザー⼀⼈⼀⼈の都度変わる
態度変容にも対応した最適な
⾒たいであろう作品を提⽰する

そのためには都度混在するユーザーの
傾向を緻密に把握する必要がある
→ライトユーザー、ヘビーユーザー

映画重視、TV重視
ジャンル重視、出演者重視
モバイル視聴、TV視聴
平⽇視聴、休⽇視聴・・・

ターゲットユーザーと
訴求する作品を考えると

キリがない

・
・
・
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サブスクリプションモデルでのRtoasterを利⽤した実例
オンデマンドで動画配信をしている某動画配信企業様

作品とユーザーのクラスタリングを実施

A
B

C

D

E

F

G

H

I
シリーズ

宇宙

K

J

L

すでにお客様側で持たれていた
メタデータを利⽤し作品をクラスタリング

クラスタリングした情報をアイテムの
属性として付与

アクション
宇宙
ファンタジー
戦⼠
JJエイブラムス
マークハミル
シリーズ
・・・

＋ クラスタA

クラスタリングしたアイテム属性に視聴履歴を
組み合わせる事でユーザーをクラスタリング

スターウォーズ
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サブスクリプションモデルでのRtoasterを利⽤した実例
オンデマンドで動画配信をしている某動画配信企業様

分類されたユーザーと作品のマッチングを計算するモデルを⽣成
作品のクラスター分析 ユーザーに作品クラスタ割り当て タグマッチモデル

A
B

C
D

E

F

G

H

I

視聴履歴

9/1
9/1
9/2
9/4

A

B
E

H

シリーズ
宇宙

シリーズ ３
１宇宙

シリーズ 3
1
0.5
0.5

宇宙

K

J

L

I
K
J

作品を属性によって、おおまかに分類 視聴履歴から、ユーザーの作品クラスタへ
の帰属度を計算

作品クラスタへの帰属度をタグと重みとし、
視聴作品⾃体の属性も加味してタグマッチ

戦⼠

アクション

視聴作品⾃体
の属性も加味
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サブスクリプションモデルでのRtoasterを利⽤した実例
オンデマンドで動画配信をしている某動画配信企業様
分析された結果をユーザーへのアクションに反映

1. 解約防⽌／継続率向上
a. クラスター分析によるユーザーの理解

クラスターを利⽤したコンテンツ出し分け

b. 解約確率の⾼い会員の予測
解約確率の⾼い会員に対し、リテンションプランを実施し解約を阻⽌

c. 解約・継続に影響を与える要因の特定
特定された要因のKPI利⽤を検討

2. 獲得効率向上

d. 新規登録確率の⾼い⼈の予測
ターゲティング広告による新規会員獲得施策

e. 有料会員化に影響を与える因⼦の特定
特定された要因のKPI利⽤を検討

PCサイト・スマホサイト・スマホアプリ

メール

集
客

接客

追
客

コンバージョン
最適化のための
接客コミュニケーション

メール・LINE・SMS
デジタル広告・プッシュ通知・

ロイヤリティ向上・優良化のため
の継続的コミュニケーション 顧客獲得のための

集客コミュニケーション
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サブスクリプションモデルでのRtoasterを利⽤した実例
オンデマンドで動画配信をしている某動画配信企業様
アクションの結果を利⽤して新たな顧客体験向上

利⽤のコストハードルを下げ
販売ではなく契約を⽬指す

使い続けてもらう事に注⼒＝ファン化がゴール

利⽤者が⾒たい作品を分析しオリジナルを作成

○○オリジナル作品
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サブスクリプションモデルでのRtoasterを利⽤した実例
オンデマンドで動画配信をしている某動画配信企業様

ユーザーに好まれるオリジナル作品の⽰唆となる(価値ある)データに変換

マーケティングでも利⽤したユーザーのクラスタリング
その中で割合を多く占めるクラスタを利⽤

クラスタに属するユーザーが特に興味のある
作品を視聴ログから割り出し傾向を分析

1位○○
2位○○

1位ターミネータ
2位ジョーズ 1位○○

2位○○

1位○○
2位○○

1位○○
2位○○

1位○○
2位○○

1位○○
2位○○

1位○○
2位○○

1位○○
2位○○

1位○○
2位○○

1位○○
2位○○

1位○○
2位○○

作品の企画⽴案や、主役の起⽤、キャスティングなどに
活かしている。
データジャーニーの循環により更なる顧客体験
向上を⽬指す取り組みをしている

クラスタに属するユーザーの興味ある作品属性、
其々のユーザーの属性データから傾向を探る

緊迫クラスターは、
30代男性が⼤半を締めており、
主に近未来と主⼈公の勇気
ある⾏動を題材にした作品に興
味がある傾向

緊迫クラスタ

緊迫クラスタ
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まとめ

■そのために必要な3+1には・・・

①データジャーニーが繋がるプラットフォームの構築
②幅広くデータの活⽤ができて圧倒的なデータ処理⼒があるプラットフォーム
③質・量共に⼗分なデータエンジニアリング⼈材、サイエンティスト⼈材
+1 Google Cloud Plattformという強⼒にSaaS製品を⽀える環境

■顧客と繋がり続けるためになぜデータジャーニーが重要か・・・

顧客から収集したデータを広く分断される事なく利⽤する事で総合的な顧客体験
向上に繋がり、継続した顧客体験向上により顧客と繋がり続ける事ができるため
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GCPとRtoaster insight+の組み合わせの強さ

GCP (BigQuery) Rtoaster insight+

双⽅が持つ強みを組み合わせ①②を満たせるデータプラットフォームを提供可能に

フルマネージドでサーバレス

最適なリソース配分による同時実⾏の実現

⼤規模ストレージ・SQLクエリの実⾏

セキュアかつ⾼耐久性でメンテナンスフリー

Action+で取得する整形済みトラッキングデータ活⽤

様々なデータ活⽤のシステムとのシームレス連携

マーケターでもGUI上で利⽤可能なセグメントビルダー機能

ログイン前のユーザー⾏動も把握

顧客が持つ⼤規模データをスピーディに分析・可視化をして仮説⽴案・戦略⽴案が可能

同時実⾏の実現により、リアルタイムでの複数⼈の顧客データの集計や可視化が可能

発⾒した仮説を元にGUI上でセグメントを⽣成し、すぐに施策の実施が可能

データを⾒る

データから分かる

データを活⽤する

データの「⾒る」「分かる」「活⽤する」のサイクルを⾼速に回せる環境をご提供します
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Brainpadが提供するサービスポテンシャルの⾼さ

Business Analytics Engineering

コンサルタント データサイエンティスト エンジニア
• ビジネス課題の数理問題への落とし込み
• データの集計/可視化に基づく現状理解
• 主にR, PythonなどのOSSを⽤いたモデル開発

• ビジネスの企画構想/整理
• 実⾏計画の具体化
• ツールの導⼊運⽤⽀援

• データ基盤の構築
• BIツールの導⼊
• アプリケーション開発
• システム保守運⽤

企画構想
実⾏計画策定 システム実装・運⽤概念検証(PoC)

データ分析

結果として顧客数の増加や対応カテゴリの増加に伴い
創業より売上に⽐例する形で従業員数も拡⼤している

創業よりデータ活⽤のニーズや実現性に応じてプロフェッショナル⼈材を強化
⼤きくは以下にカテゴライズされる⼈員と伴う体制を強化し続けているため③も満たします
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Analytics Innovation 
Company

ご静聴ありがとうございました。

データ活⽤を⼀緒に考え・実⾏する
パートナーとして是⾮ご相談ください。


