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リアルデータがマーケティングにもたらす価値を理理解する

広告の世界で当たり前になりつつあるWeb⾏行行動データの活⽤用。

今や、多くの企業が⾃自社の会員データベースで把握できる属性情報とWeb⾏行行動データの紐紐づけを通して、
ユーザーの趣味嗜好・⾏行行動パターンの分析を⾏行行い、ターゲティングに活かしています。

しかし、⼀一⾒見見万能に⾒見見えるWeb⾏行行動データですが、実は多くの⼈人が⾒見見落落としているポイントがあります。
それは、Web上の⾏行行動は⽇日常の⼀一部でしかないということ。

実際にクリックや検索索をしているからといって、ユーザーの属性やライフスタイルならびに⽣生活特徴はわかりません。
それはユーザーが当たり前のように過ごしている⽇日々の⽣生活と、何かについて「もっと知りたい」と思いながらネッ
トで調べる瞬間が必ずしも⼀一致しないからです。

そこで、今注⽬目されているのが「リアルデータ」です。

本資料料では「リアルデータ」により、広告配信がどのように変⾰革するのかを詳しく解説していき
ます。
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1章 従来のターゲティングに⾶飛躍的進歩をもたらす注⽬目⼿手法「リアル⾏行行動ターゲティング」
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Web⾏行行動データだけを基にしたターゲティングでは
⽣生活者を捉えきれていない

●ネット⾏行行動だけでは⽇日常⽣生活のごく⼀一部だけしか理理解できない

近年年、多くの企業がユーザーの属性データや、ページの閲覧・検索索・クリック・購買などのWeb上の⾏行行動履履歴を基に
ターゲティングを⾏行行っていますが、実はそのデータだけでは⽣生活者を捉えるには不不⼗十分という事実があります。
なぜなら、Web上の⾏行行動は⽇日常⽣生活のごく⼀一部に過ぎないからです。

Web上の⾏行行動では、「クリック」や「検索索ワード」から、既に情報収集段階にいる顕在層と、そのニーズは把握可能
です。しかし、検索索に⾄至る前の無意識識・習慣的な⾏行行動までは把握できません。つまり、潜在的ニーズを持っているユ
ーザーへアプローチする可能性を逃していることになるのです。

従来からあるWEB⾏行行動ターゲティングでは、ユーザーが閲覧した
ページ、検索索したキーワードなどを基にプロファイリングを⾏行行います。
それは端末を持っているユーザーがいつどこで、
どのような状況にいようが、単純に「野球サイトを訪問した
クッキー」などとして記録されます。
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今注⽬目！「リアルデータ」が
広告配信の在り⽅方に⾶飛躍的進歩をもたらす！

●新たな広告配信の在り⽅方を形づくる注⽬目⼿手法とは？

前述のような課題を解決し、広告配信の在り⽅方に⾶飛躍的進歩をもたらすものとして、ここ数年年「リアル⾏行行動ターゲ
ティング」が注⽬目されています。これは、ユーザーの属性データ（性別・年年代）とリアルデータ（過去/現在の位置
情報、特定のエリアで検知される曜⽇日・時間帯・頻度度）の組み合わせによって、⽣生活者のリアルライフ（実際の⽣生活
パターン）を捉えたターゲティングのことを指します。

ユーザーの⽇日常⽣生活における習慣的な⾏行行動や無意識識的な⾏行行動などを把握できるため、今までWeb上の⾏行行動だけでは拾拾
い切切れていなかったユーザーの分析に加え、裾野拡⼤大を⽬目的とした潜在層に対する精度度の⾼高い広告配信が可能となり
ます。

組み合わせることで、多種多様なセグメントを創出できる

位置情報 曜⽇日 時間帯 頻度度

＋属性（年年齢・性別など）

1章 従来のターゲティングに⾶飛躍的進歩をもたらす注⽬目⼿手法「リアル⾏行行動ターゲティング」



「リアルデータ」の活⽤用事例例

Case1
的確なターゲティングをおこなうことで広告認知率率率13ptアップ！

Case2
ブロード配信からインサイト発掘！

7

実現例例から検証！
「リアルデータ」で、どこまで広告配信が変わる？

●事例例から「リアル⾏行行動ターゲティング」への理理解を深める

実際、「リアルデータ」の活⽤用で、どのように広告配信が変わるのでしょうか？
まずは2つのケースからみていきましょう。

1章 従来のターゲティングに⾶飛躍的進歩をもたらす注⽬目⼿手法「リアル⾏行行動ターゲティング」
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Case1（某⼤大⼿手消費財メーカー）
的確なターゲティングをおこなうことで広告認知率率率13ptアップ！

●⽐比較から明らかになる精度度の違い

まずご紹介するのが、Web⾏行行動データに基づくターゲティング（DSP）と、リアルデータ・ターゲティングの違いが
良良くわかる事例例です。
某⼤大⼿手消費財メーカーでは、販売キャンペーンの⼀一環として「球団A」とのコラボレーションを⾏行行いました。

キャンペーンの認知拡⼤大を狙い、DSPによる「球団Aの地元×野球好き」へのターゲティングと、リアルデータから
抽出した「ホームグラウンド来場者」へのターゲティングで広告配信を実施。その結果、リアルデータを活⽤用したタ
ーゲティングの⽅方が、13ptも認知率率率が⾼高いことが分かりました。

0% 20% 40%
広告認知率率率の⽐比較

13pt  UP!

リアルデータ・ターゲティング
ホームグラウンド来場者

DSP（Web⾏行行動でのターゲティング）
球団Aの地元×野球好き

1章 従来のターゲティングに⾶飛躍的進歩をもたらす注⽬目⼿手法「リアル⾏行行動ターゲティング」
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Case2（某⼤大⼿手旅⾏行行会社）
ブロード配信からインサイト発掘！

●潜在層の抽出にも活⽤用可能

次にご紹介するのは、全配信から反応率率率が⾼高い層を抽出・分析することで、新たなインサイト（ニーズ）を発⾒見見した
事例例です。
某⼤大⼿手旅⾏行行会社では、国内旅⾏行行の広告をオールターゲットで配信した後、後付けで反応率率率の良良いセグメントを分析。
すると、特に関東在住の国内旅⾏行行好き、また都会のホワイトカラーを中⼼心としたファミリー層が好反応であると同時
に、遊園地好きや⾃自動⾞車車と親和性の⾼高いセグメントも潜在層であることがわかりました。

⇒次の章では、「リアル⾏行行動ターゲティング」が広告配信に変⾰革をもたらす3つの理理由について解説します。

1章 従来のターゲティングに⾶飛躍的進歩をもたらす注⽬目⼿手法「リアル⾏行行動ターゲティング」

(CTR)(CTR)(CTR)

⾃自動⾞車車と親和性の
⾼高いセグメント



2章
「リアルデータ」が

マーケティングに変⾰革をもたらす4つの理理由



2章 「リアル⾏行行動ターゲティング」が広告配信に変⾰革をもたらす3つの理理由
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理理由①：
⽇日常的な⾏行行動に基づくセグメンテーションで、
今まで特定できていなかった潜在層にアプローチ
●Web⾏行行動からでは把握できないライフスタイル軸のセグメントを抽出

リアルデータの活⽤用で、Web上の⾏行行動履履歴だけではわからなかったユーザーの⽣生活特徴を捉えられるようになるため
、例例えば「残業続きのビジネスパーソン」「都道府県跨ぎの⻑⾧長時間通勤者」「夜アクティブ層」「居酒屋を頻繁に利利
⽤用する⼈人」など、今まで特定できなかったライフスタイル軸で抽出した潜在層に対して広告配信を⾏行行うことが可能と
なります。

また、「類似の商品・サービスを好む層」（例例：安さを売りにしているブランドの場合、⽇日々の買い物も外⾷食も低価
格帯のお店によく⾏行行くユーザーに該当）など、ブランドと親和性の⾼高い潜在層の特定も可能。さらに、同じエリアで
も曜⽇日や時間帯によって活動している層の違いを捉えることができるため、居住エリアだけでなく、常に動いている
ユーザーの特徴をしっかりと捉えたターゲティングが可能です。

残業続きの
ビジネスパーソン

今まで特定できなかった新たなセグメント（潜在層）例例

都道府県跨ぎの
⻑⾧長時間通勤者 夜アクティブ層 居酒屋を頻繁に

利利⽤用する⼈人
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理理由②：
Web⾏行行動データではなくリアルデータを
活⽤用することによって、ターゲティング精度度を⾼高める
●DSPとの⽐比較で34ptもターゲティング精度度が⾼高いことが明らかに

リアルデータの活⽤用により、広告配信でよく⽤用いられる「主婦」や「サラリーマン」といった⼀一般的なセグメント⾃自
体の精度度が⾼高まることも、広告配信に変⾰革をもたらす理理由の1つです。

その裏裏付けとして、リアルデータを基にした「主婦」とWeb⾏行行動データを基にした「主婦」の内、それぞれ実際にど
れくらいの割合で主婦が含まれているのかを⽐比較・検証したところ、前者の⽅方が34pt⾼高い結果となりました。

⼤大⼿手DSP（A社）を
活⽤用した場合

⼤大⼿手DSP（B社）を
活⽤用した場合

リアルデータを
活⽤用した場合

28ptの差
34ptの差

「主婦」セグメントの精度度⽐比較

※マクロミル調査2016年年直説3-‐‑‒4
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理理由③：
キャンペーン後の分析を通じて、
潜在層のペルソナについて仮説を⽴立立てる
●⼀一⾒見見共通項のなさそうなユーザー群でもセグメント化可能

従来の広告配信でも⼀一度度全配信して反応率率率が⾼高かった層（例例：「OL」）を次のキャンペーンでターゲティングするこ
とは当たり前に⾏行行われていますが、そこからさらなる分析をすることには限界がありました。

しかし、リアルデータを活⽤用することで、その「OL」という⼀一⾒見見これ以上の共通項が⾒見見いだせなさそうな⼤大枠のユー
ザー群の中からさらに反応した層を抽出し、「週末は野球場によく⾏行行く」且つ「平⽇日の夜はよく居酒屋などが多い繁
華街にいる」など、ライフスタイル軸からの共通項を洗い出してセグメント化することが可能です。

このような、ライフスタイル軸からのセグメントを掛け合わせていくことで、潜在層のペルソナについて仮説⽴立立てる
ことが可能となります。
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理理由④：
広告接触者の来店率率率を計測。
新たな指標に基づくPDCAサイクルの実現
●分析にも役⽴立立つ「リアルデータ」

リアルデータを活⽤用することで、今まで知ることが難しかった「来店率率率」を測定することができます。

今までは、最終的な売上でしか効果が測れませんでしたが、来店というコンバージョンポイントが追加されたため、
そもそも来店してくれる⼈人が少ないのか、それとも来店後に問題があるのかなどを把握し、改善点を明らかにできる
ようになりました。

100
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40

20

0
(%)

認知 興味関⼼心 理理解 購⼊入意向 来店 購⼊入

広告主

位置情報を
活⽤用した場合

「モバイル位置情報」を活⽤用することで来店率率率が把握可能に！

広告会社や調査会社



2章 「位置情報」活⽤用の進化が拓拓く！次世代型エリアマーケティングの姿とは？

15

次世代型エリアマーケティングの実現例例 Case1（⼤大⼿手スーパーマーケット）
商圏毎の広告接触者・反応者からターゲットの属性を分析

●「リアルデータ」を活⽤用すれば、各商圏のポテンシャルターゲットの⾒見見える化が可能

⼤大⼿手スーパーマーケットでは、2店舗の商圏にて店舗誘導施策を実施。その結果をもとに、各商圏の広告接触者のデ
モグラ分布を⽐比較し、ターゲット属性の分析を⾏行行いました。

「江東区のオフィスエリア近く」でキャンペーンを実施した商圏Aでは、⽐比較的トラディショナルな層の中で社会地
位の⾼高低に関わらず幅広い年年代が反応することが明らかに。⼀一⽅方「杉並区の住宅宅エリア」でキャンペーンを実施した
商圏Bでは、10代〜～20代前半と50代以上のファミリー層と想定される層に多く配信されていましたが、その中でも
若若く感度度の⾼高い層が特に反応することが明らかになりました。ポテンシャルターゲットの⾒見見える化を実現しました。

商圏
B 商圏

A

������

��
�

������
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次世代型エリアマーケティングの実現例例 Case2  （洋菓⼦子販売チェーン）
⽇日常的な配信とリアルタイム配信の組み合わせで来店率率率3倍！
●フリークエンシーは同程度度でも、CV率率率には⼤大幅の差が！

とある洋菓⼦子販売チェーンでは、同⼀一のターゲット層に対して下記3パターンで広告配信を実施しました。

①⽇日常的配信（店舗から離離れて家やオフィスにいるとき）のみ
②リアルタイム配信（店舗周辺にいるとき）のみ
③⽇日常配信とリアルタイム配信両⽅方の組み合わせ

フリークエンシ―・来店CV率率率をまとめた下記図からも明らかなように、「③⽇日常配信とリアルタイム配信両⽅方の組み
合わせ」が最も⾼高い効果を持つ結果となっています。特に着⽬目すべきは、フリークエンシ―（※）がほぼ同じの②と
⽐比較しても、③の来店CV率率率が3倍と⼤大幅に上がっている点です。⽇日常的な広告配信を通じたすり込みに加え、店舗周
辺にいるときの「最後の後押し」による両者の相乗効果を定量量的に⽰示したケースといえるでしょう。
※⼀一消費者あたりが⼀一定期間内に特定の広告に接触した数の平均値

⽇日常的配信 リアルタイム配信 来店CV率率率

配信

配信

配信 配信

0.21%

1.07%

3.13%
2.9倍

※平均FQ=4.5

※平均FQ=9.6

※平均FQ=10.9



3章
通信キャリアのリアルデータを活⽤用できる

世界唯⼀一のプラットフォーム「Cinarra」とは？



3章 キャリアの位置情報に基づいたリアル⾏行行動ターゲティングを活⽤用できる世界唯⼀一のプラットフォーム
「Cinarra」とは？
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本当に精度度⾼高い施策を実現する
「通信キャリアの位置情報データ」

●「通信キャリアの位置情報データ」の優位性とは？

これまでリアル⾏行行動ターゲティングが広告配信に変⾰革をもたらす理理由についてお話してきましたが、特に注意すべきが
位置情報の取得元です。⼀一⼝口に位置情報と⾔言えどもそこにはアプリによる取得やキャリアによる取得など、種類が存在
します。そして、中でも最も信頼性の⾼高い情報として注⽬目されるのが「通信キャリアの位置情報データ」です。

下記⽐比較表からわかるように、アプリよりもはるかに膨⼤大な量量のデータを保有しているため、⾼高精度度な分析やプロファ
イリングが⾏行行える確率率率が⾼高いことがその理理由。ただし、匿匿名化した上で、⼀一切切キャリアの外にでない仕組みによりはじ
めて活⽤用できる貴重なデータでもあります。

他社アプリ ⾃自社アプリ キャリア

プロファイル情報 情報源の精度度は⾃自社でコントロー
ルするのは不不可能。

⾃自社アプリのため、精度度を⾼高める
ことができる。

性年年代、居住地域などのユーザー
情報を活⽤用可能。

位 置 情 報
アプリのダウンロードユーザーからしか情報を取得できない上に、
GPS機能をONにする必要があるなどの縛りがあるため、取得頻度度が低
く、位置情報のデータ量量に制限がある。

アプリを開く必要などは⼀一切切ない
ため、膨⼤大な位置情報を活⽤用でき
る。

広 告 配 信 先 主にアプリ アプリとWeb双⽅方に配信すること
も可能。

「リアルデータ」の種類別にみるそれぞれの特徴
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今までなかった⾼高精度度な来店計測アルゴリズム

●「通信キャリアの位置情報データ」の優位性とは？

シナラでは通信キャリアの位置情報データを活⽤用することによって、GPSよりもはるかに⾼高精度度な来店計測を実現しま
す。それはWiFiに基づく電波強度度と電波受信のタイミングによる、通⾏行行⼈人の排除であり、効果検証には重要な精度度を担
保します。

①電波強度度でフィルタリング

信号の電波強度度に基づく「来店者」の特定 信号のタイミングに基づく「滞在時間」の特定

①初回検知からX分後、対象店舗で信号を再度度受信

②初回検知からX分間、周辺で信号が受信されていない
���
��
��	�

����
�	��

��


���

②電波受信のタイミングでフィルタリング
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世界ではじめてキャリアの位置情報データの活⽤用を可能にした
プラットフォーム「Cinarra」

●キャリアの位置情報データ活⽤用でよりリアルなターゲットに広告配信が可能に！

位置情報の中でも、データ量量や分析精度度などで⼤大きな優位性を誇るキャリアの位置情報の活⽤用を世界ではじめて実現
した画期的なサービスが「Cinarra(シナラ)」です。

これまでは個⼈人情報保護の観点から第三者がキャリアの位置情報を簡単に利利⽤用することはできませんでしたが、匿匿名
性を保つ技術により、活⽤用を実現しました。

ユーザーのプロファル分析 ターゲティング広告の配信

ユーザーの⾏行行動履履歴をプロファイル分析してモバイルに広告配信

例例）左図のプロファイルより
夜アクティブ層に訴求する商材
Ø飲⾷食店、コンビニなど
富裕層に訴求する商材
Ø⾦金金融、⾃自動⾞車車など⾼高額商品

3章 キャリアの位置情報に基づいたリアル⾏行行動ターゲティングを活⽤用できる世界唯⼀一のプラットフォーム
「Cinarra」とは？
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通信キャリアのデータを匿匿名化する仕組み

●匿匿名化に加えて通信キャリアから情報が⼀一切切出ない仕組みを実現

「Cinarra」はデータ匿匿名化と⾼高度度な分散コンピューティング技術を使って、『識識別⾮非特定情報(⼀一⼈人ひとりは識識別さ
れるが個⼈人は特定されない情報)』であってもキャリアから外部に提供しない仕組みを実現。これにより、通信キャ
リアの位置情報を活⽤用できるようになりました。

DMP

Carrier

Mediation  Platform

Exchange DSP

Cookie/AdID

Campaig A

匿匿名化されたキャリアデータと
Cookie/アプリIDを参照

Exchangeから届くCookie/アプリID
に対して対象のキャンペーンIDのみを
DSPに返す

個⼈人情報の問題をクリアし、
精度度の⾼高いターゲティングを実現！

3章 キャリアの位置情報に基づいたリアル⾏行行動ターゲティングを活⽤用できる世界唯⼀一のプラットフォーム
「Cinarra」とは？
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Cinarraでできること①
●配信先については随時拡⼤大

「Cinarra」は、まず⽇日本で、とある⼤大⼿手キャリアの匿匿名化されたデータを活⽤用してサービスを開始しています。現
在は位置情報を活⽤用したモバイルへの広告配信を⾏行行うDSP機能がサービスの中⼼心です。配信先についてはメディアを
束ねるSSP・各Webサイト・アプリ等へ、随時拡⼤大しています。

3章 キャリアの位置情報に基づいたリアル⾏行行動ターゲティングを活⽤用できる世界唯⼀一のプラットフォーム
「Cinarra」とは？

配信先
SSP

配信先
サイト
アプリ

現在は300x250（左）と320x50（右）
のバナーが在庫のおよそ90%を占めて
います。

配信概要とイメージ

広告

広告
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Cinarraでできること②
●シナラ3PAS：他社DSPの配信結果分析

Cinarraは、他社DSPの広告配信から来店コンバージョンまでのカスタマージャーニーを分析することも可能です。
リアル⾏行行動の世界ではもはや従来のWEBに限られた指標が通⽤用しません。たとえば、資料料請求などといったWEBコ
ンバージョンポイントの先にある「実店舗への来店」という最終ゴールに対して、最も貢献しているのがどの接点な
のか、広告接触からランディングページのコンテンツまで⼀一気通貫した分析を⾏行行えます。

3章 キャリアの位置情報に基づいたリアル⾏行行動ターゲティングを活⽤用できる世界唯⼀一のプラットフォーム
「Cinarra」とは？

23

B

C

C  

C

W

W   

W

  
�	���
�
����

W

W   

W

W P P

V E L L A



24

Cinarraのオリジナル「セグメント例例」
●プロファイル情報及び位置情報を活⽤用することで、多様なセグメントを活⽤用できる

マーケティング領領域で期待されているのは、ユーザーのセグメント化です。キャリアの情報を活⽤用することで、今ま
で存在しなかったユニークなユーザーを抽出することができます。

3章 キャリアの位置情報に基づいたリアル⾏行行動ターゲティングを活⽤用できる世界唯⼀一のプラットフォーム
「Cinarra」とは？

セグメント名 プロファイル 抽出条件

国内旅⾏行行好き 性別・年年齢不不問
普段住んでいるエリアとは別のエリアで、ある⼀一定
期間内の週末祝祭⽇日に複数⽇日連続で滞在したユー
ザー層

富裕層 男⼥女女20歳以上 国勢調査のデータを基に、平均世帯年年収がある⼀一定
基準を超えたエリアに居住しているユーザー層

国内出張が多いビジネスパーソン 男⼥女女25歳以上 普段住んでいるエリアとは別のエリアで、ある⼀一定
期間内の平⽇日に、複数回滞在したユーザー層

ショッピング好き⼥女女⼦子 ⼥女女性20歳以上 全国ブランド店が多いエリアにて、⼀一定頻度度以上訪
問しているユーザー層

5:00〜～6:59出社のビジネスパーソン 男⼥女女25歳以上 全路路線沿線にて平⽇日5:00〜～6:59の間、⼀一定頻度度以上
いたユーザー層
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商 号 Cinarra  Systems  Japan株式会社

本社所在地 東京都港区芝公園1-‐‑‒6-‐‑‒8 泉芝公園ビル7階

設 ⽴立立 2015年年5⽉月1⽇日

資 本 ⾦金金 5億4000万円（資本準備⾦金金含む）

代 表 者 代表取締役 アレックス・ジニン

従 業 員 数 14名

事 業 インターネット広告事業

会社概要



本資料料についてのお問い合わせや関するご相談は以下までご連絡ください。

Cinarra  Systems  Japan株式会社

https://cinarra.com/ja/サービス詳細URL

26

東京都港区芝公園1-‐‑‒6-‐‑‒8
泉芝公園ビル7階

TEL：03-‐‑‒6435-‐‑‒8553
MAIL：cjp-‐‑‒info@cinarra.com


