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ForecastFlowとは
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入力データに応じて最適な機械学習モデルを構築する
AutoML（自動で機械学習ができる） サービスです

• 予測で世界は変えられる

• 誰でも予測が「かんたん」にできる
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「予測で世界は変えられる」の変えられる世界とは
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利用者

施策

顧客

予測結果

共通認識

知識・発想法

コミュニティ

社会

宇宙

周囲との関係性

会社

データ

分析基盤
価値観

役割
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“一枚表”さえ用意したら、誰でも予測がかんたんにできる
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継続 解約

サブスク会員

１か月後

ID: 4
会員月数: 60
住所: 大阪
年齢: 25
趣味: F

ターゲットとなる顧客を機械学習が特徴量で予測します

“一枚表”の例
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データ活用に関する問題点と業務課題を併せて解決する
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• 数値的根拠のない施策で無駄打ち
• 人によって優良顧客の定義が違う（共通認識の不足）
• 大量のデータで顧客に合う接客までたどり着かない
• 不親切なUIで目標達成（解約手順を複雑にする）
• 目標となるKPIの定義がてきとう

• サブスク会員の翌月末の解約防止
• スーパーの優良顧客の育成
• 資料請求者のコンバージョン予測
• コールセンターへの入電予測
• 工場の完成品の品質判定予測
• IoTセンサーでの故障予測

データ活用に関する問題点

業務課題
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ForecastFlowが活躍する２つのフェーズ
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n 訓練フェーズ（処方的アナリティクス）
• 過去実績を用いて予測モデルを構築
• 戦略的なサービス設計に役立てる

n 推論フェーズ（予期的推論）
• 最新のデータからIDごとに予測スコアを作成
• 戦術的な施策実施に役立てる
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異なる２つのフェーズ
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問題設定 特徴量エンジニアリング
（データセット準備）

訓練
（予測モデル構築） 解釈と優先順位

機械学習で解くべき問題
を定義

問題に沿った一枚表を作成 データセットから予測する
法則を自動的に学習を行い、
予測モデルを構築

学習した法則を人が解釈
できるようにし、解釈に
基づき優先順位の決定

新しいデータセット
（未知なターゲット）

推論
（予測スコア）

予測スコアに基づいた
施策実施 効果検証

ターゲットなしの一枚表を
作成（予測したいデータ）

構築済みの予測モデルへ新
しいデータセットを投入し、
IDごとに予測スコアを算出

予測スコアに応じて、顧客の
選定、及び施策の出し分け

訓練フェーズ

施策の出し分けの効果検証を
実施

推論フェーズ
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自動で機械学習ができると、何がうれしいか（１）
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データに基づいた
施策立案

• 施策を考える上で優先順位を決められる
• 施策のターゲット範囲を合理的に考えられる

未来を予測できる

• 反応の良い顧客の優先順位を設定できる
• 個々の顧客と相性の良い施策をマッチング
• 施策の反応を正しく把握することができる

時間を節約できる

• 毎日のように自動実行でき少ない手作業
• データサイエンティストを育成しなくて良い

誰でも使える

• 施策は現場に近い人が考えるべき
• ノンプログラマーでも扱えるべき
• 機械学習の中味を人が学習しなくても良い

（学習するのは機械であるべき
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自動で機械学習ができると、何がうれしいか（２）
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無駄な費用の削減

• データサイエンティストに頼んで長時間
かかる作業を、自分ですぐにできた

不要な施策を
捨てられた

• 過去の経緯で行っていた誰もが不要だと思っ
ていた施策。思い切って廃止することができ、
コスト削減できた

組織のあり方を
見直せた

• 役員会で機械学習の結果を見て、顧客満足に
貢献できていない部門が判明した

顧客が
見えるようになった

• 自分たちが売上の数値しか見ていなく、顧客の
ことを見ていないことが分かった
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ForecastFlowの利用シーン
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n サブスクリプション・ビジネス
• 解約防止施策
• Life-Time Value の予測

n 優良顧客の育成
• 優良顧客の態度変容予測
• 新規顧客の定着パターン

n リード・ナーチャリング
• リード顧客をコンバー

ジョンへ導く施策選定

n 工場での検品／IoT
• 印刷工場での入稿画像の検版
• 飼育牛の発情検知、分娩検知

n 売上予測／数値予測
• 店舗ごとの売上予測
• 視聴率予測

n レコメンド
• 商品の購買予測確率から
　レコメンド

$

AutoMLは異なる課題・問題設定に対し同じ手法で解決できるという特徴があります



電話会社の事例でForecastFlowのフローを説明する
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ある米国の電話会社の悩み（サブスクリプション・ビジネス）

会員数の増加には新規契約数の増加と、会員契約の継続を狙うのが鉄則

会員契約の継続 ＝ 個人の事情＋提供するサービス・施策

サービス・部署ごとなどの限られた視点で
顧客を見てしまいがち

利用者の総合的な把握、個々の会員状況への対応が困難

結局、どこに重点を置くべきなのか？

通話料金

契約代理店

通話時間

世帯属性

オプション
契約

契約期間

CS
問い合わせ
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BI（ビジネスインテリジェンス）での初期分析の限界
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n解約を説明する一つの特徴量との
関係を簡単に表示できる

（クロスなども簡単にできる）

nしかし、顧客は一つの特徴量だけ
で説明できるほど単純ではなく、
多くの特徴量で表現したくなる

（BIでは厳しい）

<https://public.tableau.com/profile/griinc6648#!>
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ForecastFlowで得られるメリット

• ユーザーの行動を総合的に解釈できます
• ユーザーごとに最適な施策を出し分ける指標が得られます

情報の統合・予測モデルの構築（AutoMLを利用する）

会員契約の継続／解約の要因を総合的に解釈
会員ごとの継続確率を算出する

個々の会員に対して最適な施策を出し分ける



©GRI Inc.

フロー：問題設定（１）
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問題設定 訓練 施策選定 推論 効果検証施策実施

２．ターゲットと特徴量を決定する
• 顧客IDごとに予測したいターゲット
• それを説明する候補である特徴量

１．問題の種類を切り分ける
Classification（クラス識別問題）

ターゲット：解約フラグのように識別できるカテゴリカルデータ
例） １か月後に解約するかどうか　顧客ごとに解約確率を予測する

Regression（回帰問題）
ターゲット：契約月数のような数値データ
例）解約するまでの契約月数を顧客ごとに予測する
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フロー：問題設定（２）
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問題設定 訓練 施策選定 推論 効果検証施策実施

３．データセット（一枚表）を作成する
ターゲットを説明する特徴量のリストをIDごとに作成する

顧客数

ターゲット
（目的変数）

特徴量
（説明変数）例）電話会社
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フロー：訓練（予測モデルの構築）
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訓練
（予測モデル構築）問題設定 施策選定 推論 効果検証施策実施

４．予測モデルを作成する
データセットをForecastFlowにアップロードする
解かせたい問題に合わせて各種設定を行うと自動的にモデルを作成する

５．予測モデルを解釈する
予測モデルはターゲットを特徴量から予測するルールを構築
ルールの解釈をすることで施策立案・実施が効果的に行える
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施策選定
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６．モデルの解釈レポートを得る
　重要特徴量

ターゲットの予測において
重要な特徴量を把握する

例）電話会社の解約には日中の
通話料金が関係している

施策選定訓練施策選定 推論 効果検証施策実施
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施策選定
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７．予測モデルを解釈する
　感度分析

重要特徴量とターゲットの
関係を把握する

例）日中の通話料金はXドルを
超えると解約確率が上がる

施策選定訓練施策選定 推論 効果検証施策実施

サービス・顧客の分析
施策の選定へ
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推論
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８．予測推論スコアを作成する
最新データに対して予測モデルが構築したルールで推論ができる

９．予測モデル+推論用データセットで、予測スコアを求める
推論用データセットにはターゲット以外のデータを用意する

推論訓練施策選定 施策選定 効果検証施策実施

推論推論用データセット予測モデル 予測スコア



©GRI Inc.

施策実施
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１０．予測スコアに応じて、施策対象者の効果的な選定（ターゲティング）をする
ForecastFlowでは本来の目的である施策に対する満足度の最大化を狙える
（従来のMA（ Marketing Automation ）は施策に対する反応率をフォーカスしてしまう）

施策実施訓練施策選定 施策選定 効果検証推論

１１．予測スコアで施策の効率化を図る
• 予測スコアから優先的に対応するユーザーを選定する
• 重要特徴量を施策内容に反映する

例）微妙な予測スコアの顧客に対し優先的に継続向上を狙う
高スコアでは対応なくとも継続し、低スコアは対応コストがかかる
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効果検証
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１２．予測スコアを利用して施策を出し分ける　→　効果検証へ
施策間の効果を公正に判断することができる

効果検証訓練施策選定 施策選定 施策実施推論

0.4以上~0.6未満 0.6以上~0.7未満 予測スコア

継続率
施策A

施策B
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ForecastFlowのサービス内容を説明する
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n 複雑なデータのパターンが解釈可能に
なります

n 理解しやすいXAI (eXplainable AI) 技術を
搭載しています

ForecastFlowの最大の特徴
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ForecastFlowで利用するデータ例
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n解きたい問題によって、利用するデータは異なります
n多種多様なデータをAutoMLで利用するために一枚表にします
　（非構造化データは構造化データに変換します）

POS/ECデータ

会員データ

調査データ

ポイントデータ

キャンペーン実績

ウェブアクセスログ

CRM/MAデータ

センサーデータ財務データ

人事データ

生産データ

調達データ

在庫データ

保守データ

商品マスタ

マスタデータ ユーザ行動

配送データ

業務管理データ

テキストデータ
（自然言語処理用）

非構造データ
画像データ

動画データ

音声データ 政府統計eStat
人口・地形・気象
祝日カレンダ・
イベントデータ

Twitter, Instagram, 
YouTube,新浪微博

Amazon,楽天,京东 視聴率データ

位置情報データ

SNS/Web/
オープンデータ

組織マスタ

代理店マスタ

観測データ

ネットワークデータ
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n Satellite System で外部ツールや
　オープンデータと連携しやすい

外部ツール
• Tableau
• Alteryx
• Jupyter Notebook
• Matillion
• Salesforce
• BigQuery
• Marketo
• Redshift
• Snowflake

オープンデータ
• 気象データ
• 地理データ
• 祝日カレンダ

外部ツールとオープンデータとの連携
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API連携の例
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nETLツールと連携して機械学習結果を自動更新させることができます

Tableau Prep

トランザクション
システム

ファイル連携
API連携

③推論スコア

④推論スコア

・アウトバウンド・コール出し分け
（推論スコア、特徴量に応じたトークスクリプト、ポイント特典）

②リクエスト

• 施策出し分けの閾値確認
• 施策の効果検証（DIDより分かりやすい）
• 効果的なトーク手順の模倣
• アラート（担当者ごと）

①最新データ

ファイル連携

⑤推論スコア付
最新データ

パブリッシュ

・同梱チラシの選定
（推論スコア、特徴量に応じた同梱）

⑥施策指示
⑦施策結果

コールセンター

同梱チラシ
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予測スコアのBI連携も可能
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nBIツールと連携して、予測ス
コアの詳細な確認を行うこと
ができます

<https://public.tableau.com/profile/griinc
6648#!>
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n ユーザコミュニティでデータサイエンスの
　最新動向を知ることができます

• すいすい会（Zoomで雑談会）

n 動画で操作方法を確認できます
• 弊社のYoutubeチャンネル

n ユーザ向けサポートも充実しています
• Slackでいつでも相談

n 機械学習のオンライン講座も受講できます
• アガルートアカデミー　

https://www.agaroot.jp/datascience

ForecastFlowのコミュニティ



30

ForecastFlowの申し込み方法と料金を説明する
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ForecastFlowのお申込み方法
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n forecastflow.jpの「申し込む」からお申し込みください
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ForecastFlowの契約パターン
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A　訓練+推論フェーズ契約
• 訓練（契約件数内であれば何度も使える）と推論（無料）ができる契約

B　推論フェーズ契約
• 推論（件数により料金が異なる）ができる契約
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A　訓練＋推論フェーズ契約の料金体系
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n 契約者本人のみが利用可能です（実在する本人に限ります）
• アカウントは所属先の会社・組織内での利用に限定　　　　
　（第三者に向けての利用は各第三者ごとに契約が必要です）

n 学習可能なデータ数は料金プランにより変動します
• 最小プランは データ数の上限 1万件、月額10万円
• データの上限を超えない限り、何度でも学習が可能

n 訓練フェーズの契約中は推論が無料で使えます

※料金体系は変更する場合があります

月額料金表
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B　推論フェーズ契約の料金体系
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訓練フェーズ契約を利用後に、推論フェーズ契約への移行が可能となります

n 基本料
• 学習済みモデルを利用したバッチ推論の提供
• 月額2,000円
• バッチ推論を下記の範囲内で利用する場合、追加料金なし
• 単月累計データ数は1万件まで、各試行回の上限500件まで
• 20回／月まで

n 従量課金制
• データ1件あたり0.1円での従量課金
　  1万件を月に１回利用する場合： 　月額  3,000円
　 10万件を月に１回利用する場合： 　月額12,000円
 　100万件以上を月に１回利用する場合： 月額100,000円（上限）
• 上記金額に基本料は含みます

n オプション
※リアルタイム推論や大規模データに対する高速化等は別途見積もりになります

月額料金表

※料金体系は変更する場合があります



©GRI Inc. 35

お問い合わせ先：
forecastflow@gri.jp

URL：
サービスサイト　http://forecastflow.jp
ログイン画面　　https://forecastflow.org

提供元：
株式会社GRI　　　　　gri.jp


