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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

コンシューマー向け製品・サービスを取り扱う企業は、商品開発やマーケティング戦略立案のイン
プットとして、「生活者の商品・サービスに対する評価やニーズを把握したい」というニーズを持って
おり、ソーシャルメディアからの情報収集とその分析に取り組んでいる。しかし、ソーシャルメディ
アから分析に有用な情報を収集するには、狙った情報をモレなく、ノイズなく収集し、有用な情報の
みに的確に絞り込まなければならず、多大な時間と労力を要する。この課題を解決するために、ソーシャ
ルメディアに書き込まれる表現の特性に着目した。具体的には、情報収集に用いる検索キーワードや
絞込み条件を適切に設定することで、ソーシャルメディアから、生活者の行動の実態やその背景にあ
る心理等を素早く、正確に知ることが可能となった。
本稿では、その実現手段として開発したシソーラス辞書・有用表現辞書、および、それらを活用し
た生活者行動分析とその活用事例を紹介する。
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ま　え　が　き

コンシューマー向け製品を製造しているメー
カーにとって、生活者のどのような客層がどのよう
な目的で製品を購入しているのかという購買理由
や、不満や要望などの改善や商品開発のヒントとな
る情報を知ることは、商品開発やマーケティングを
効果的に行ううえで、非常に重要である。
直営店等、生活者との直接の接点を持つ企業であ
れば、こうした生活者の実態や声を、比較的容易に
収集することができる。しかし、自身は販売機能
を持たず、得意先が販売機能を担っている企業の場
合、生活者の実態や声をタイムリーに把握すること
は困難である。
そのため、こうした企業は近年、生活者の実態や
声を収集する場として、ソーシャルメディアに着
目している。なぜなら、ソーシャルメディアには、
ブログに代表されるように、生活者の日々の行動の
実態や声が記載されているからである。
例えば、ロッテがリーダーを務める日本市場創
造学会設立準備研究会第10分科会では、実際にソー
シャルメディアの情報を収集・分析することで、生
活者の未来のニーズを明らかにする取組みを行っ
ている。
取組みの中では、ソーシャルメディアの情報を収
集・分析する手法と、ソーシャルメディアを用い
ない従来の2つの未来予測手法（デルファイ法、食
MAP）で、各10項目計30項目の未来のお菓子のニー
ズを導き出し、内容を比較している。その結果、ソー
シャルメディアの分析から導き出された10項目の
ニーズ（例えば、「既存の常識に逆らった、温かい
アイス等のスイーツ」等）のうち、5項目が他の2手
法で導き出されたニーズと近似であった。加えて、
各手法の確からしさに優劣はなかったため、ソー
シャルメディアの情報は未来予測に有用であると
いう結論が出された。
しかし、ソーシャルメディアの書き込みは、デル
ファイ法で用いる専門家の意見や、食MAPで用い
る一般の生活者への調査票等の他の情報と遜色の
ない、有用な情報源である一方で、非常に価値のあ
るものから無用なものまでが入り混じった玉石混
交の存在でもある。取組みの中では、玉石混交な
ソーシャルメディアの書き込みから、分析に必要

な情報だけをモレなく、ノイズを含めることなく、
有用な情報のみに絞り込んで収集する（図-1）には、
多くの課題が存在することも明らかになった。
富士通総研では、マーケティング・CRM領域の
コンサルティングにおいて、生活者の商品・サー
ビスに対する評価やニーズを把握したいというお
客様を支援するため、「生活者行動分析」という分
析環境を開発し、活用している。「生活者行動分析」
は、アンケート等の意識調査からは把握できない生
活者の潜在ニーズを、ソーシャルメディアにかかれ
た生活者の行動の実態に着目することで炙り出す
分析環境である。
本稿では、この「生活者行動分析」を構成する技
術とその活用事例をご紹介しながら、ソーシャル
メディアから生活者の行動実態やその背景を知る
際に乗り越えるべき課題とその解決手段について、
実践を交えて考察する。

ブログからの有用情報収集の方法

■日本市場創造学会設立準備研究会第10分科会の
未来予測手法の概要
ソーシャルメディアのデータから生活者の情報

ソーシャルメディアは玉石混交
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図-1　ソーシャルメディアから狙った情報を収集する手順
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を収集・活用する取組みのうち、「生活者行動分析」
を活用せずに行った例として、日本市場創造学会設
立準備研究会第10分科会において、2012年度に実
施された、ブログの情報を活用した未来のニーズ予
測の取組みを紹介する。
この取組みは、「5年後の菓子トレンド」をテーマ
に、ブログの書き込み内容から「未来のお菓子」像
を描き出すことの実現性を検証したものである。具
体的には、ブログに生活者が書き込んでいる「お菓
子」に関する未来のニーズを収集し、テキストマイ
ニングソフトで分析することで、「未来のお菓子」
像を描き、他の予測結果との比較によって、有用性
を評価した。
分析自体は、既存のテキストマイニングソフトに
よって機械的に行うため、取組みの課題は、「膨大
な数のブログの中から、いかにして未来のニーズが
書かれた有用な記述だけを、モレなくノイズなく収
集するのか」という点に集約される。
本取組みでは、情報収集の対象としたブログ記事

は約1億件にのぼり、分析に必要な有用な記述の件
数を1,000件に設定したので、情報量を10万分の1
に絞り込む必要が生じた。

■ブログから有用情報を収集する手順
1億件のブログ記事から、目的とする「お菓子に
関する未来のニーズが書かれた記述」1,000件を収
集する具体的な手順は、次の通りである（図-2）。
①富士通研究所であらかじめ収集し、データベース
化した2012年3月～ 9月の1億件のブログ記事を
調査対象とした。
②「お菓子に関するキーワード」を用いて、記事収
集を行った。「お菓子に関するキーワード」とは、
「菓子」「スイーツ」といったお菓子を指す一般名
詞や、「団子」「クッキー」といった具体的なお菓
子を指す語句である。
③この時点で、対象の記事は約1,000万件に限定さ
れた。
④「お菓子に関するキーワード」と近接する「未来の
ニーズに関するキーワード」、および「未来のニー
ズに関するフレーズ」を用いて、記事の絞込みを
行った。この際、「未来の」「画期的な」などの未
来の意味合いを持つ修飾句以外に、「あったらい
い」「してほしい」等の願望や不満を表す表現に

着目し、「未来のニーズに関するキーワード」を
設定した。また、「未来のニーズに関するフレー
ズ」とは、「お菓子に関するキーワード」と「未来
のニーズに関するキーワード」を組み合わせて構
成される特定のフレーズ、例えば「未来のお菓子」
「お菓子の未来」等である。
⑤結果、約1,000件の有用な記述を収集するに
至った。

有用情報の収集における課題

約1億件のブログ記事から有用な1,000件の記述
を収集する過程で、情報を「モレなく、ノイズなく
収集し、有用なもののみに絞り込む」ための課題は、
3点ある。

A）検索に用いるキーワードが多数にのぼる
ソーシャルメディアからの情報収集にはキー
ワード検索を活用するが、今回のように、収集し
たい情報が「お菓子に関する記述」のような幅広い
テーマである場合、キーワード検索には、結果にモ
レが生じやすいという問題がある。
例えば、検索キーワードを単に「お菓子」と設定

①富士通研究所が収集したブログ記事1億件

モンブラン
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クラッカー
コーラ あめチョコ

ポテチ

アイス

ガム 団子

最中

アイスチョコ ガム ポテチ最中 団子

③約1,000万件のお菓子に関する記事

②「お菓子キーワード」による記事の収集

◎◎

④「お菓子＋未来キーワード」、「未来フレーズ」による絞込み

⑤約1,000件の
　未来予測に有用な記事

図-2　「お菓子に関する未来のニーズ」が書かれた記事を
ソーシャルメディアから収集する手順
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章に特徴的な、書き手の態度が内在された表現を捉
えることが重要である。書き手の態度が内在された
表現とは、例えば、「クッキーを買ったけど」の「た
けど」の部分を指し、ここには書き手の「不満」が表
現されている。ブログ内でこのような表現を使用す
る際、多くの場合、書き手の「不満」の理由が記事
に記載されている。
つまり、生活者の行動実態を知るうえで「有用な
情報」である「生活者が特定の行動に至った理由や
その結果抱いた心理等」が書かれた文章を見つける
ためには、「買ったけど」のような書き手の態度が
内在された表現を洗い出し、整理したうえで、文章
の絞込み条件として活用する必要がある。

課題を解決する富士通総研の独自技術

日本市場創造学会設立準備研究会第10分科会の
取組みでは、参画した富士通研究所の協力のもと、
個別に記事の収集に必要な検索キーワードや、記
事の絞込み条件を整理・設定することで、前述のA・
Cの課題を乗り越えた。
しかし、ソーシャルメディアの情報を分析する度
に検索キーワードや絞込み条件の整理・設定を行う
のは困難である。また、分析によって本当に知りた
い情報である「生活者の行動実態とその行動に至っ
た理由や、その結果抱いた心理等」に辿り着くまで
に、多大な時間と労力を消費してしまう。
つまり、ソーシャルメディアを活用して生活者の
行動実態やその背景を素早く、正確に捉えるために
は、（1）モレなくノイズなく記事を収集するために
必要な検索キーワードを、効率よく設定し、（2）収
集された記事を有用な情報だけに的確に絞り込む
際に「書き手の態度が内在された表現」を正確に活
用できる必要がある。
富士通総研では、これらの課題を解決する独自技
術として、「シソーラス辞書」と「有用表現辞書」の
開発に取り組んでいる。

■シソーラス辞書
シソーラス辞書とは、一般的には、同義語・類義
語、用語間の階層関係を取り入れた辞書を示す。例
えば、日本を表す表現は、「日本」の他にも「Japan」、
「JPN」、「Nippon」など複数の表現があるが、シソー

した場合、検索結果に「チョコレート」という記述
はヒットしないが、「お菓子に関する記述」という
観点では「チョコレート」という記述は収集の対象
とすべき情報である。「アイス」「ガム」といった商
品カテゴリはもちろん、個別具体的な商品名に関し
ても同様のことが言える。
このように、幅広いテーマの情報をモレなく収集
する際には、検索結果の網羅性を担保するために、
収集対象となるキーワードを洗い出し、そのすべて
を検索キーワードに設定して情報収集を行う必要
がある。

B）多義語を検索した際に、検索結果を意味ごとに
区別する必要がある
検索したい語句が同じ表記で複数の意味を持つ

語句であった場合、検索結果に多くのノイズが含ま
れてしまい、本当に検索したい意味の語句だけを結
果に表示することができなくなってしまうという
問題がある。
例えば、お菓子の「最中（モナカ）」を検索キーワー
ドに設定した場合、「している最中（さいちゅう）」
という表現が大量のノイズとして検索結果に含ま
れてしまう。このような意図しない検索結果を区別
するためには、「最中」という単語の持つ多義性を
判別し、お菓子の「モナカ」と「さいちゅう」に関す
る記述を別のものとして捉える、多義性解消の仕組
みが必要となる。

C）キーワード検索で収集した記事を「有用な記事」
だけに絞り込む必要がある
キーワード検索によって収集できるのは、単に

「指定したキーワードが書かれているデータ」とい
うだけのものである。ここから生活者の実態と呼
べるような「有用な情報」を見つけるのは容易では
ない。例えばお菓子に関連するキーワードで検索
して、「クッキーを買った」という表現が多く見つ
かったとしても、「クッキーを買った」こと自体は
自然な行動であり、生活者の行動実態を読み取るう
えで有用な情報とはいえない。「生活者が『買う』と
いう行動に至った理由やその結果抱いた心理等」の
周辺情報が記載してあって始めて「有用なデータ」
と考えられる。
このような文章を見つけるためには、日本語の文
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取組みでは、過去1年分のブログ記事1,000万件
を投入した実験環境を利用したが、この環境では
通常、単純に「コーヒーメーカー」で記事を検索す
ると、959件がヒットする。しかし、ここには、「エ
スプレッソマシン」等の「コーヒーメーカー」の別称
を用いた記事は含まれておらず、検索結果にモレが
発生していると言える。そこで、シソーラス辞書を
活用し、再度「コーヒーメーカー」に関する記事を
検索したところ、収集された記事は1,471件となり、
512件のモレを収集することができた。
次に、収集された1,471件の記事について、有用
表現辞書を活用し、「購入理由」という分類で絞込
みを行ったところ、対象となる記事数を15件に絞
り込むことができた。
その結果、「計画外でコーヒーメーカーを購入し
てしまう理由は値引きとおまけである」という実態
が明らかになった。収集されたブログには、「セー
ルしていたし、ミルとフィルターがセットだったか
ら」、「半額の上、かわいいピンク色だったから」等
の理由が写真付きで語られていた。

ラス辞書では、これらの表現がすべて「日本」と紐
付けられて整理されており、その結果、「Japan」と
検索した場合でも「日本」をキーワードとした文書
の検索を可能にすることができる。
富士通総研で開発しているシソーラス辞書は、
ソーシャルメディアから様々な商品やサービスに
関する生活者の実態や声を収集する際に活用する
ことを目的としている。
ソーシャルメディア上の記述には、略称・通称や
漢字・ひらがな・カタカナが入り混じった表現等の
様々な記述が頻出する。そのため、シソーラス辞書
では、各単語のソーシャルメディア上での語られ方
や、単語の発現頻度を調査し、発言頻度の高い略称
や通称等を網羅して単語の登録を行っている。
結果として、検索を行うユーザーはシソーラス
辞書から任意の商品やサービスを選択するだけで、
その商品やサービスの様々な表現パターンまでを
含めたモレのない検索を素早く実行することがで
きる。

■有用表現辞書
有用表現辞書は、前章のC（「有用な記事」の絞込
み）で述べたような、書き手の態度が内在された表
現を体系的に分類したもの（表-1）である。検索を
行うユーザーはこの分類を指定するだけで、特定の
書き手の態度が含まれた記述、つまり、「生活者が
特定の行動に至った理由やその結果抱いた心理等」
を読み取れる記述を素早く絞り込むことが可能に
なる。

辞書を活用した生活者行動分析

ここまで述べたように、シソーラス辞書や有用表
現辞書を用いることで、ソーシャルメディアから特
定のテーマ・目的に合致する記述を、モレなく収集
し、有用な情報だけに絞り込むことが可能となる。
富士通総研では、これらの辞書技術を実装した
ソーシャルメディア分析環境を、「生活者行動分
析」として富士通研究所の協力のもとで構築し、そ
れを活用したコンサルティングを実施している。本
章では、この環境を用いた分析事例として、「コー
ヒーメーカーの購買理由」を分析した取組みをご紹
介する。

表-1　有用表現辞書の登録表現例（「買う」の場合）

No. 目的 No. カテゴリ名称 No. 買う（9052）

1 実施前 1 強い意向 1 買いに行かないと
2 買いに行かなきゃ
3 買いに行かなくては
4 買いに行かなくてわ 

（中略）
2 軽い意向 19 買っちゃう

20 買っちゃおう
21 買うかも

（中略）
3 検討中 56 買うかどうか迷

57 買うかどうか悩
58 買うか迷

（中略） 
2 実施後 1 達成 102 買ったった 

103 買ってやったぜ
104 買ったぜ

（中略）
2 想定外 125 買うかどうか迷ってたけど

126 買うか迷ってたけど

127 買うなんてしないんですが
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課題を解決する技術についても検討を重ねており、
近い将来には生活者行動分析の機能に加える予定
である。
富士通総研では、「生活者の商品・サービスに対
する評価やニーズを把握したい」というお客様のご
要望に対し、本稿で述べたような分析技術の開発・
活用を通じて、企業の商品開発・マーケティング戦
略立案のご支援を実現してきた。今後も、生活者行
動分析の開発を進め、積極的に活用していくこと
で、マーケティング・CRM領域における効果的な
ご支援を行わせていただく所存である。
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このように、シソーラス辞書と有用表現辞書を活
用することで、生活者の行動の実態や行動に至った
背景事情の詳細を、検索キーワードを検討したり、
有用な記事を探すために読み込んだりといった作
業を経ることなく、素早く分析することが可能と
なった。

む　　す　　び

ソーシャルメディアの利用が広く世の中に浸透
したことで、ソーシャルメディア上の書き込みは、
生活者の実態を反映した有用な情報源として捉え
られ、様々な分析に積極的に活用されるようになっ
てきた。しかし、それらの書き込みから、狙った情
報をモレなく、ノイズなく収集し、有用な情報のみ
を的確に絞り込むためには、解決すべき課題が多い
のが実情である。
今回の辞書開発にあたっては、3つの課題のうち

A（モレのない検索ワードの設定）・C（「有用な記事」
の絞込み）の2つは解決に至ったが、Bのノイズ排除
の解決には至っていない。富士通総研では、この
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