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洗濯洗剤や住居用洗剤のみならず、ビューティケアやヒューマンヘルスケアなども幅広く手掛け

る花王は、常に市場調査や消費者の声に耳を傾け、それを最大限に生かすデータ経営によって

業界のリーディングカンパニーとしての地位を築いて来た。 その市場の声を拾う役割を担っている情報分析の専門部隊「デジ

タルビジネスマネジメント室（以下DBM室）」が、SNSやブログなどネット上に散らばる膨大な情報の中から“消費者のホン

ネ”を抽出・分析する手段として選んだのが、NTT-ATのテキストマイニングツール「ドキュメントマイニングシステム」だ。

ネットに溢れる玉石混交の情報を、どのようにスクリーニングして経営戦略に役立てているのだろうか？ その真相に迫った。

● 花王のマーケティング再定義

今日の花王を支えるデータ経営戦略の“懐刀”とも
称されるDBM室の創設は、2004年のプロジェクト
発足まで遡る。その経緯について、DBM室 室長の
永良氏に話を伺った。
「もともとはマーケティング投資のROI（投資対効
果）を測定する目的で立ち上げられたプロジェク
トでした。例えばTVCMの視聴率と売り上げの相
関関係を可視化して投資対効果を算出したり、広
告を打つ最適なタイミングの予測などです。」
マーケティング概念については企業によってはそ
の役割や定義がさまざまだが、花王社内もそれま
でのマーケティング手法に関して懐疑的な意見も
少なくなかったという。それは消費者の価値観の
多様化が進み、従来からの手法だけではヒット商
品が生まれづらくなっていたのも一因だった。
「DBM室の最大の使命は、花王のマーケティング
を新しく再定義することでした。科学的な手法を
導入し、定量的かつ実務的なデータ分析を示すこ
とで、社内におけるマーケティングに対する意識
や文化を改革したかったのです。そこで仕事のス
ローガンに『No Analysis, No Strategy』（分析なく
して、戦略なし）を掲げ、今どうなっているかの『現
状分析』、どうなるかの『予測』、戦略をどうすれば
よいかの『制御』を、トータルでわかりやすいカタ
チにすることを目標にしました。これは単に分析
だけで終わるのではなく、会社の意思決定におけ
る有力な材料を経営層へ提示することで、はじめ
てDBM室の存在価値を示せると考えたからで
す。」

● アンケートからは見えない“ホンネ”

2005年10月に正式な部署に昇格したDBM室は、
さまざまな情報を収集・蓄積・分析し、試行錯誤を
繰り返しながら商品企画やマーケティング施策に
役立ててきたが、情報収集の場が次第にネット中
心へ移っているのを感じたという。
「従来のお客様アンケートや店舗のPOSデータだ
けでは、次第にお客様のニーズが把握しづらく
なって来たと感じていました。例えばアンケート
などはお客様の心理的なバイアスが掛かりやす
く、インサイト（ホンネ）がなかなか引き出せない
のです。データ分析の信頼性を高めるには、お客
様のインサイトを把握しなければ意味がありませ
ん。そこで目をつけたのがSNSやブログに書かれ
ているクチコミでした。これは商品の提供側であ
る私たちに読まれることを前提としたアンケート
と違い、私たちが求めていたホンネが忌憚のない
言葉で書かれているのです。これを利用しない手
はない！ と直感しましたね。」
花王入社後、長らく研究所に籍を置いていたとい
う永良氏ならではの探究心が見い出した新しい
フロンティアといえるが、実際にそのクチコミを利
用するためには課題も山積みだったという。
「SNSやブログをはじめとしたネット情報は膨大
であり、とても手作業でデータの収集や分析はで
きません。また単につぶやきを拾い集めただけで
は、その言葉から消費者のホンネを読み解くこと
は難しく、前後する言葉との相関関係までを含め
て理解しなければ真に役立つデータとはいえま
せん。そこで、収集したデータの分析にテキストマ

イニングツールの導入を検討したのですが、そん
な時に出会ったのがNTT-ATさんのテキストマイ
ニングツール『ドキュメントマイニングシステム』
だったのです。」

● 膨大なクチコミをどう読み解くか？

世の中にはさまざまなテキストマイニングツール
が存在するが、なぜNTT-ATのドキュメントマイニ
ングシステムが選ばれたのだろうか？ DBM室の
設立以前、ロジスティクス部門においてサプライ
チェーンマネジメントなどを手掛けてきたという
DBM室マネジャーの石黒氏に、その経緯を伺っ
た。
「分析結果から導き出された複数の“つぶやき”の
関連性を可視化してくれるツールは数多くあった
のですが、それだけでは足りません。従来の人手
による主観評価から機械による客観評価を可能
にすることで、分析結果を定量化できることが重
要でした。最終的にドキュメントマイニングシステ
ムを選定したのは、データ量の克服とデータ数の
大小に関わらず“ホンネ”を見抜くことができたこ
とが決め手です。また、他のツールへ分析結果を
スムースに連携したり、ホワイトボックス型（過程
が可視化できるオープンなプログラム）であるこ
とも重要なポイントでした。これによりお客様の
話題性、関心事の大きさの位置関係をMAPのよう
に視覚的に表示でき、自分たちの理解はもとより、
他部署に分析結果を報告する際に活用できるよ
うになりました。」
ドキュメントマイニングツール導入後の活用事例
について、大学院で情報工学修士課程を修了後
に花王へ入社し、情報システム部門を経てDBM室
に配属されたという経歴を持つ稲葉氏に伺った。
「それまでブログに上がる話題の分析は、調査か
ら実査、知見、共有まで約1ヵ月かかっていたので
すが、ドキュメントマイニングシステムの導入後
は、それらすべてを行っても数日で済むため格段
にスピードアップしました。やる気になれば翌日
には分析できるので、日々の話題性までがリアル
タイムでわかるようになり、業務の質までもが大
きく変わりました。具体的には、いま現在ネット上
で起きている事象とその分析が同時進行すること
で、キャンペーンやプロモーションを“旬なタイミ
ング”で打つことが可能になり、それに対するお客
様の反応もリアルタイムでわかるようになったの
です。これは大きな収穫でした。」

日々の生活に欠かせない非耐久財を扱うメー
カーにとって、このスピード感は理想的といえる
だろう。しかしドキュメントマイニングシステムの
真価は、それだけではないという。
「ターゲットとなるお客様のホンネや悩みの発見
はもとより、共感を得るものが何かというキー
ワード抽出や特定シチュエーションの把握などに
も大きな成果を上げています。たとえば季節性の
ある悩みと年間を通して関心の高いことはスキン
ケア、ヘアケア、家事全般を問わずあるのですが、
あるキーワードに似ている文章を検索する『類似
文書検索機能』により、曖昧な表現を定量化して
分析できるようになったため、季節性のある悩み
と年間を通した悩みを分類できるようになり、大
変役立っています。」

● 社内展開と今後の要望

取材の最後に、提供した分析結果の社内評価に
ついて永良氏に伺ってみた。
「DBM室が出した分析が実績を上げるのに比例
して、他部署からも引き合いも多くなりましたね。
分析結果により話題性、関心毎の大きさを視覚化
して、お客様の声をわかりやすく社内共有できた
のが良かったと思います。今では他部署とのミー
ティングの際、大きく印刷した分析結果の可視化
MAPを会議卓に広げながらブレインストーミング
することで、アイデアが次々と生まれてくるように
なり、部署間でのコミュニケーション密度や質も
大きく向上したと感じています。テキストマイニン
グシステムは、すでに花王になくてはならない標
準ツールになっていますが、これもNTT-ATさんが
こちらの無理難題にも真摯に対応して頂き、シス
テムをブラッシュアップできたお陰だと思います。
さらに今後の機能アップとして、多言語対応や学
習機能の付加をお願いしようと考えていますので、
これからもNTT-ATさんの“技術を価値に変える
力”に期待したいですね。」

花王の情報分析部隊であるDBM室に課せられた使命は、
“見えないホンネ”を消費者の声から探り出し、経営に役立てること。
膨大なビッグデータ分析を売上拡大へと結びつけた秘密とは？
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