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メディア業界は大規模な変化を遂げている
消費習慣の変化

視聴体験の向上

コンテンツおよび流通企業の大規
模 ＆

メディアワークフローの変化



… and it all comes back to the consumer…
すべては消費者第一主義へ収斂

“While media firms were still debating whether content or 

distribution was king, digital technology completely altered the 

behavior, expectations, and power of consumers, making them 

the ultimate authority to whom even kings must bend the 

knee”

-- Bob Iger, CEO of The Walt Disney Company

http://www.theworldin.com/article/14575/edition2018bob-iger-new-storytelling 

“コンテンツ企業と流通企業のどちらが主導権を握るか議論し
ている間に、デジタル技術によって消費者の行動、期待、力学
が変わってしまい、消費者が絶対の権威を持つようになった”



業界の動き

消費者へのリーチ
と
コンテンツライブラリ
を構築するために

AT＆T、タイムワーナーを買収

コムキャストはスカイを取得

ディズニー、BAMTech Mediaを買収

ディズニー、Foxを買収

BBC、DiscoveryのUKTVシェアを買う計
画を発表



その根幹にあるのは



アプローチ



本日ご紹介させていただくのは、
そのアプローチの最新事例



4つのワークロード

コンテンツ制作 ＆
ポストプロダクション

コンテンツ ＆ ワークフロー管理

コンテンツ配信 & 送出
（OTT、放送、出版）

機械学習 & データ分析



本日、ご紹介させていただくワークロード

コンテンツ制作 ＆
ポストプロダクション

コンテンツ ＆ ワークフロー管理

コンテンツ配信 & 送出
（OTT、放送、出版）
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Agenda

（１）ラジオ業界でなぜ聴取率が課題とされていたか？（ビジネス面）

（２）リスナーファインダーによる課題に対する取り組みと
電通ならではの付加価値、どのように実現しているか(技術面)

（３）実際に利用して感じている効果や価値と今後(ビジネス面、技術面)



自己紹介

萩原慶太郎
TBSラジオ メディア事業局 インターネット事業推進部 部長

インターネット黎明期に東北新社においてインターネット広告事業の

立ち上げ期に携わる。

TBSに転職後は、ラジオ制作で深夜ゾーン「JUNK」や音楽番組等を担当。

その後、事業部を経て現職。

放送ビジネスのデジタルトランスフォーメーションの調査・戦略策定を担当

＃オリンピック開会式が大好き ＃手作りタコス歴20年 ＃静岡



自己紹介

福留賢二
電通 データ・テクノロジーセンター DMP開発部 シニア・ITストラテジスト

NECにてノンリニア編集機／サーバ、マスターシステムの構築・導入を推進。

地上デジタル化と映像／音声のファイルベースへの転換期に携わる。

その後、ファーストリテイリングに転職し、”全員経営”を目的とした領域横断DWH/BIの
バックエンドを中心にリードを行い、ブランド／グローバル統合を達成。

上記を経て現職。社内のAWSを中心としたIT／クラウド推進、DMP／DataLake構築を実施。
放送局向けのダッシュボード基盤／データビジネスのシステム管理者を担当。

#好きなAWSサービス：Amazon S3、Amazon Athena、AWS Step Functions、Amazon CloudFront # データエンジニア

#特許：ノンリニアサーバシステム、素材管理・受け渡し方法、及び素材管理・受け渡し用プログラム(特開2011-171955)





地上波ラジオの現状

▽日本のラジオは
聴取率では微減。しかしながら広告費は微増。

→ラジオのデジタルネイティブ化「radiko」の登場

▽世界に目を向けると
・週間リーチ 日本３８％ 米国９３％ 英国９０％

・１日平均利用時間 日本２０分 米国９０分 英国１８０分

・ポッドキャストなどのオンデマンド音声コンテンツの盛り上がり

スマートフォンが普遍的になり、音声コントロールデバイスが増える中

「EYES FREE メディア」のビジネス可能性を見つめ直す。



地上波ラジオはデジタルメディアへ

２０１０年”radiko”の開始
ラジオはテレビより先行して地上波放送のサイマル放送を実現

・民放１０１局中９３局。さらに放送大学やNHKが聴ける。

・GPSやIPアドレスによりエリア判定し、放送局を限定

・有料会員「ラジコプレミアム」加入によってエリアフリーで聴ける機能

・１週間の放送を遡り聴ける「タイムシフト」機能

・SNSやメールを通じ放送を簡単にシェアできる「シェアラジオ」機能

・人によって異なるCMを流すことが可能な「radikoオーディオアド」開始



ダウンロード数 ３０００万DL以上

MAU 約７５０万

DAU 約１４０万

月間延べ聴取時間 約５０億分

※2019/5時点



これらのradikoのアクセスログデータは宝物
広告ID(IDFA, ADID)やエリア情報も

活用できるのではないか。

このデータをどう活用する？
これらの地上波ラジオの

デジタルネイティブ化の動きは

近い将来、スマートフォンで

地上波テレビ放送されたときの

姿ではないか？



データ活用の第一歩

radikoアクセスログデータの可視化

現在のアクセス数を生放送のスタジオサブや

オフィス内でリアルタイム表示したい！

まずは編成・制作の活用を主眼に

取得されたデータを細かく分析し、放送内容に役立てたい！

「・・・・・したい！」を洗い出したい！

ダッシュボード「リスナーファインダー」の開発





電通としての取り組み状況
１．TV向けのダッシュボード基盤を構築

電通グループ独自の「STADIA ※１」と「People Driven DMP ※２」を活用して、

TV視聴状況／プロファイルを可視化した番組分析ダッシュボードを構築していた。

２．radikoデータの収集と効果検証の実施
radikoデータを使ったラジオ広告を中心とした統合分析ツール「radiko dots」

を利用して効果検証を実施していた。

・ベースとなるシステム基盤は構築済み。

・マーケティングデータ(デモグラ,興味関心・・etc)は準備済み。

・radiko聴取データも保持済み(1分サイクル)。

「リアルタイムダッシュボード構築にチャレンジ！！」
※１：大規模実視聴ログ解析プラットフォーム。実際のテレビ視聴データを保有し、インターネットに接続されたテレビ、モバイル・PCデバイスのデータをシングルソースで活用・分析し、その結果に基づく広告配信まで可能。

※２：cookie等のオーディエンスデータに加えて、スマートフォン由来のオーディエンスデータやテレビの実視聴ログデータ、購買データ等を繋いだ全ファネルの統合プラットフォーム。



初期構成(TV視聴：番組分析ダッシュボード)

Amazon S3
Amazon EC2

Amazon Aurora

(MySQL)
Amazon Aurora

(PostgresSQL)

DataLake ETL/制御 Batch処理→画面参照 画面表示(画面操作)

編成/制作
メンバー

日次構成(レポーティング)

※日次サイクル

・既存データ共通処理基盤のAmazon EC2、Amazon Aurora(MySQL)上で追加開発により

シンプルな構成でクイックに構築。# WINDOW関数が使いたくてPostgresSQLを残念ながら途中追加。。

・番組視聴傾向、視聴者プロファイルを可視化



データエンジニアとして、何をどうやった？

TV視聴可視化／番組分析ダッシュボードの自動化(2018/5～2018/6)
・視聴データを使った、分析は実施していたが、パワポ／BIツールで主に手動作成の状況。

・電通グループ内を中心に、データ理解の高いメンバーでミニマム構成のプロトタイプを構築。

・AWS構成にすることで、スピード感をもって自動更新のダッシュボードを社内外へ公開実現。

・開発期間：1.5ヵ月、総開発費：数百万円、AWS費用：数十万円／月 # GWは全メンバー休んでます！

・結果、依頼が増加して、複数展開／機能拡張することができた。

・ラジオ領域にも展開してみないか？とお声がけいただけた。



日次構成(レポーティング)

リアルタイム構成＋複製(リスナーファインダー)

Amazon S3
Amazon EC2

Amazon Aurora

(MySQL)
Amazon Aurora

(PostgresSQL)

DataLake ETL/制御 Batch処理→画面参照 画面表示(画面操作)

AWS Lambda Amazon Aurora

(PostgresSQL)
Amazon CloudFrontAmazon S3

DataLake ETL/制御 Batch処理/画面参照 画面表示(サイネージ)

リアルタイム構成

編成/制作
メンバー

局内関係者

※日次サイクル

※1分サイクル

※1分サイクル

日次処理部分はデータソースのみ変更してTV版を流用開発。聴取傾向／プロファイルを可視化。

リアルタイム部分をLambda×2で1分サイクルに処理してAmazon Auroraへ。数秒のディレイでDBに反映。

・処理データ量：1.1～1.3億レコード/日、33～40憶レコード/月(計測できるもののみ)



データエンジニアとして、何をどうやった？

radikoリアルタイムダッシュボードの構築(2018/12～2019/1)
・スマホアプリがデータソースであり、リアルタイムでの可視化をチャレンジ。

・日次処理版はTV側を流用。

・リアルタイム部分はAWSスキルの高さを優先。新規にクラスメソッド様と一緒に構築。

・現行と同じTableauでリアルタイムダッシュボードを構築してUIを統一。

・スピード優先でフルAWS構築でリアルタイムダッシュボード部分を社内外へ公開実現。

・開発期間：1.5ヵ月、総開発費：数百万円、AWS費用：数万円／月 # 年末年始は全メンバー休んでま
す！

・ラジオ業界で初の取り組みとなり、記事化／多数の見学もあり話題になった。

・AMDアワード、社内マーケティング／クリエイティブ等を受賞。

※TBSラジオ様局内に常にデータを見れる環境を届けることができた。









システム／テクノロジーの目的でもある、

クライアントやビジネスメンバーが、アイディアはあって、やりたいことだけど、

実現が難しいことを、最新のAWSサービスをフル活用してクイックに実現していった。

その結果、評判や実績がついてきて領域を伸ばすことができていった。

これをどういった仕組みで実現したか？

現在～将来どういった構成にしていく予定か？
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編成/制作
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リアルタイム部分をLambda×2で1分サイクルに処理してAmazon Auroraへ。数秒のディレイでDBに反映。

・処理データ量：1.1～1.3億レコード/日、33～40憶レコード/月(計測できるもののみ)



全体最適化に向けて

Amazon DynamoDB
（ステータス管理）

JOB/ワークフロー

AWS Step Functions

Amazon AthenaAWS Glue

Amazon CloudWatch
（監視）

Analytics基盤

AWS Lambda Amazon Aurora

(PostgresSQL)
Amazon CloudFrontAmazon S3

DataLake ETL/制御 Batch処理/画面参照 画面表示(サイネージ)

リアルタイム構成

Amazon S3

DataLake ETL/制御

AWS Lambda

ETL/Batch処理/画面参照
画面表示(画面操作)

日次構成(レポーティング/アドホック分析) アドホック分析

データサイエ
ンティスト

編成/制作
メンバー

局内関係者
※1分サイクル

※日次サイクル

※日次サイクル

※1分サイクル
更にAPIで追加取得

日次処理をサーバ／DBレスにしてパフォーマンス向上とメンテナンス負荷軽減を実現。

クレンジングしたデータをアドホック分析用にも同期コピー。



AWSサービスの選定

・マネージドサービスへの統廃合
・運用保守のコスト削減と安定化のために、サーバ/DBレス構成に変更していった。

・「Amazon EC2→Lambda」「Amazon RDS→AWS Glue/Amazon Athena」に変更し、
「AWS Step Functions」でワークフローを可視化。

・リアルタイム用のWEB画面をAmazon CloudFrontで構成して、サーバレス構成で対応。

・リアルタイム用のDBをAmazon Auroraにした理由？
・唯一のボトルネック部分・・・。監視もメンテナンスも必要。

・ただ、リアルタイム性を出すにはRDBじゃないと厳しいため選定。

（今後、負荷が高くなる場合はAmazon RedShiftに変更。日次処理部分はAmazon Athenaで対応。）

新サービスAWS Lake Formetionのリリース後にAWS Glue等々を含めて再検討。



データ集計処理のサーバ／DBレスに向けて
JOB/ワークフロー

AWS Step Functions

Amazon Athena

制御

AWS Lambda

Batch処理

・・・・・

Amazon Athena

制御

AWS Lambda

Batch処理

Amazon Athena

制御

AWS Lambda

Batch処理

Analytics基盤

画面表示(画面操作)

アドホック分析

Amazon DynamoDB
（ステータス管理）

Amazon EC2×Amazon RDSを組み合わせて構築／メンテナンスしていた状況から
Lambda×Amazon Athenaにしてパフォーマンス向上とスケールアップを意識しない構成に変更

※StepFunctionsでジョブフロー
をビジュアライズ



外部ツール利用：Tableau×CDNでリアルタイム表
示

Javascriptで
60秒おきに切替

Amazon CloudFront

Amazon Simple Storage 

Service (S3)

WEBサイト 設定ファイル WEB画面管理
（Tableau埋め込み）

Tableau元データ

※ファイルをS3にアップ
するだけでリリース可

画面参照Table

Amazon Aurora

(PostgresSQL)

※1分サイクル
※1分サイクル

※リアルタイムでのアクセス負荷
を気にしないで大丈夫ないように

Web部分はCloudFrontを採用

日次処理版と同じく、Tableauでリアルタイム版も構築することで

ユーザビリティの統一、開発／運用コストを軽減



外部ツール利用：ビッグデータ転送SaaS “trocco”
データ転送のあらゆる工数を削減し、本来の分析業務に注力

・データ分析基盤に必要な「データ転送作業」を代替
環境構築（サーバ、OS、ミドルウェア、自動スケーリング機構）
プログラミング（SDK、Embulk）
運用・保守業務（アラート、リトライ）

・開発・運用作業時間を大幅カット
開発なし、運用作業も月数時間に抑えられます
シンプルUI+手厚いサポートで、学習コストいらず

・高速・安全なデータ転送が、たった1時間の作業で
データ転送用OSSの「Embulk」を採用し、高速な並列実行が可能

・暗号化・マスキングなど、データセキュリティ面も万全
50テーブルの転送ジョブが、たった1時間の作業で作成可能(導入サポート利用時)

複数のDB,クラウドストレージ,ローカル環境のデータコピーをGUI上で可能。

「過渡期の一時的なI/F」「都度発生するアドホックなデータコピー」

といった部分まで全部構築／作業はしないようにしてツールで対応。

※導入企業数 91社 (6/5時点)





＜進める上でのポイント＞
・あくまでも編成制作活用を主眼にした。

・あたらしいリスナーを「開拓」するためという目的に特化

・社内プロジェクトを立ち上げ、常に意見を聞くアジャイル開発の体制。

・電通の知見と、放送局の知見を積極的に「共有」

＜やってみての感想＞
・社内スタッフの意識の変化

→数字に触れ、思考する、議論する機会が増えた。

→数字を見て、何を見いだすのか？ マーケティング意識のさらなる向上

・将来的には営業活用できるのではないか？という期待感

・やればやるほど出現する「want to」

ビジネス的な面



システム的な面
＜進める上でのポイント＞
・まずはユーザが見て認識できる画面／状況を素早く実現する。

→見せることで要件整理の意見を出せるようにする。

→仕様を詰めすぎると変更が難しくなる(結果、使われないものになりがち)。

・日々のデータ整理とDataLake構築。データがどういった粒度／場所に存在しているか？の把握。

・リアルタイムで流していく部分のKPIは3,4つまでに抑える。

＜やってみての感想と反省＞
・思った以上に反響が大きかった。

・radikoアプリのバージョンを更新していないケースにも引っ張られて、
イレギュラーなデータが多々あり、クレンジングに苦戦した。

・リアルタイムのKPIを増やし過ぎてシステムがダウンした。。

・まずはプロトタイプ構築→ビジネスが伸びたら最適構成へ変更・・・と

最初に決めていたとしても、やっぱりインフラ部分の統廃合と強化は大変。。



今後に向けて
＜基本部分の整備／安定化＞
・radikoブラウザ／アプリからの速報データ(聴取／SNSシェア)だけでなく。

公式ログ(スマートスピーカー等)、番組メタ、SNSシェア→再生回数を反映。

・より効果的なマーケティングデータの選定と検討（デモグラ、アンケート等）

・運用監視フロー／体制の構築（監視画面(CloudWatch)、アラート(Slack)は構築済み）

＜機能／画面追加＞
・番組と担当者の方々のための成績評価となるようなレポーティング画面の開発。

定点監視をメインとした日別／月別の推移やランキング・・・etc。

・リアルタイム聴取のKPI刷新と遡り機能。

・SNSシェア状況の可視化。



Thank you!



AWSを活用した
テレビ視聴データのデータワークフロー

松下 剛
株式会社テレビ朝日
/技術局設備センター 兼 インターネット・オブ・テレビジョンセンター（IoTvセンター）
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自己紹介





テレビ視聴データ

・放送局がデータ放送を活用して収集する視聴データ

・dボタンを押さなくても収集できる

・テレビメーカーの視聴データとは異なる

・個人を特定する情報ではない（非特定視聴履歴）

データ放送



非特定視聴履歴とは

〇非特定視聴関連情報

視聴関連情報（放送受信者等の視聴に伴って収集されるすべての情報）の
うち、個人情報に該当しないもの。特定の個人に紐付かない情報。

※ただし、容易照合性がある場合は個人情報として取り扱われる。

◯非特定視聴履歴

非特定視聴関連情報であって、特定の日時において視聴する放送番組を

特定できる情報。

（⇔ 視聴履歴：個人情報に該当する視聴履歴）



オプトアウト方式
視聴者の明示的な同意を事前に取得する代わりに、予め視聴関連情報の取
得や利用を通知・公表しておき、本人からの求めに応じて、その利用を停
止する手続きを用意することで、視聴関連情報を利用する方式。

（⇔ オプトイン方式：同意を事前に取得する方式）

番組本編



テレビの課題

• データ不足により詳細な視聴者プロフィールを把握できない。

• インターネット広告と比較してテレビ広告効果の説明が困難。

インターネット テレビ



テレビ視聴データの活用

より具体的な視聴者プロフィールの把握

→番組編成や番組宣伝プランへの反映

→テレビCMの広告効果検証



分析データの構成

取得元 データ種別 例 デバイス

自社 テレビ視聴データ ・番組の視聴情報

テレビ関連行動データ ・番組Webサイトのアクセスログ
・番組関連動画の再生ログ

他社 属性・嗜好データ
番組情報

・DMP属性・嗜好情報
・テレビメタデータ

・テレビ視聴データやテレビ番組関連行動データなど放送局独自の

データは、全て自社で直接収集管理をする。

・属性・嗜好データやメタデータは他社（DMP等）から取得。



データレイク

データレイク

・テレビ視聴データを中心に、様々なrawデータをデータレイクに保存。

・全国ネットの番組１時間だけで1億レコードを超えるデータ量になる。

Amazon S3



データの起点

データレイクに保存されたデータが、

その後のデータワークフローの全ての起点となる。

データレイク

Amazon S3



データワークフロー
目的に応じて下記のデータワークフローを組み合わせて運用。

バッチリアルタイム

アドホック 機械学習



①リアルタイム

Amazon Kinesis

Data Streams

・ストリームデータをリアルタイムにグラフで可視化。

・主に視聴データの収集増減の把握やデータ監視に活用。

データレイク

Amazon S3 Amazon Athena

リアルタイム

Amazon Elastic Container 

Service

ストリーム

Amazon Kinesis

Data Streams

Amazon Kinesis

Data Firehose

Client

Amazon RDS



②バッチ

・事前にスケジューリングされたETLやデータ送受信をバッチにて処理。

・主に分析ダッシュボードや外部システムとのデータ連携に活用。

データレイク

Amazon S3

Amazon Athena

Amazon EMR

バッチ/ETL

連携先システムAmazon EC2

Airflow

Amazon S3

BI/ ダッシュボード

Tableau



③アドホック

・データエンジニアがアドホックで直接クエリを実行できる環境。

・主に番組毎に個別のプロフィールを可視化する際に活用。

データレイク

Amazon S3 Amazon Athena

アドホック

Amazon Elastic Container 

Service

Client



④機械学習

・機械学習環境をAmazon SageMakerにて構築。

データレイク

Amazon S3 Amazon SageMaker

Notebook

ModelTrain

Client

アドホック



テレビ視聴データから得られる情報

・テレビ視聴データは世の中のトレンドや興味関心を強く反映。

・データをより深く洞察するために機械学習環境とそのノウハウが重要。

共感

トレンド

好み

行動傾向興味関心



機械学習アーキテクチャ

・テレビ視聴データや番組関連データから、機械学習モデルにより

テレビ視聴者のクラスタリングやプロフィール予測などを行う。

・放送局のデータだからこそできる視聴者プロフィールの洞察や分析に活用。

データレイク

Amazon S3

バッチ/ETL

Airflow

機械学習

ビュー

Notebook

Model

Train

Amazon EC2

Amazon EC2

Amazon Elasticsearch 

Service

Amazon Athena

Amazon EMR

Amazon S3

AWS Lambda



まとめ

・データレイクを起点にして全てのデータワークフローを構築

・機械学習により視聴者プロフィールをより深く洞察

・番組編成や宣伝活動、テレビCMの効果検証などに活かす

データレイク

番組編成
番組宣伝

テレビCM
の効果検証

Amazon S3



Thank you!





まとめ

コンテンツ制作 ＆
ポストプロダクション

コンテンツ ＆ ワークフロー管理

コンテンツ配信 & 送出
（OTT、放送、出版）

機械学習 & データ分析



・機械学習やデータ分析を取り入れた
クラウドのスケーラブルなワークロード

・データドリブンで消費者にリーチ
・消費者をよく知り、消費者にフォーカ
スする

ご紹介いただいた事例に共通するもの



データを集め、データを活かす。

その世界潮流に沿った、
日本のお客様の最新事例

本日お話しさせていただいた事



ご案内



ブース紹介

基調講演/
セッション

会場

スポンサー
展示エリア

AWS展示エリアセ
ッ
シ
ョ
ン
会
場

セッション会場

セッショ
ン会場

「AWSクラウドメディアソリューション」

メディアの展示ブースがございます。

ぜひセッションの合間にお立ち寄りください！

NABのデモもご覧いただけます！



お手元のサミットガイドブックの表紙、受講票にも記載している
『QRコード』 からご回答ください。

もれなく素敵なAWSオリジナルグッズ＆アイスをプレゼントします。

本セッションのFeedbackをお願いします

プレゼントの引き換えは、EXPOエリア内アンケートコーナー・出口付近のいずれかにお越しください。

涼感マフラータオル（巾着入り）



Thank you!
Kenji Kaname
kanamekj@amazon.co.jp


