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1．はじめに
　近年、「ビッグデータ」が注目を集めている。

スマートフォンによるモバイル環境の充実、

ソーシャル・ネットワーキング・サービスの

普及、クラウドコンピューティングの普及に

伴う個人のデータ保存のアウトソーシング等

により、ビッグデータを構成する多様かつ膨大

なデータがインターネット上に蓄積されてい

る。その量は、2012 年には約 2.2 エクサバイ

ト 1  となり、2005 年から 2012 年の 7 年間でデー

タ流通量は約 5.2 倍（同期間の年平均伸び率は

26.6％）に拡大している [1]。

　ビッグデータが出現した経緯は、2 つの

フェーズから説明できるだろう。

　 初のフェーズは、データのデジタル化であ

る。これは、主に業務の効率化を目的として、

アナログであったデータをコンピュータで処理

できるようにビジネスプロセスを変革し、デジ

タル化することであった。データのデジタル化

は企業のみならず、行政機関や各種団体におい

ても行われており、様々な局面で多様かつ大量

の情報がコンピュータに記憶されている。これ

らのデータは、データベースマーケティングや

One to One マーケティングにおいて活用されて

きた。このフェーズは、データが組織内で蓄積・

活用されてきたフェーズである。　

　次のフェーズは、デジタル化されたデータ

の集約である。このフェーズは、近年のコ

ンピュータやネットワークのコストパフォー

マンスの飛躍的な向上により始まった。コン

ピュータやネットワークの低コスト化により、

個人が生み出すデータを容易かつ低コストで収

集することが可能となった。とりわけ、21 世

紀に入ると、情報・通信の活用による「電子化・

自動化」が大きく進展した。例えば JR 東日本

の共通乗車カード・電子マネーである Suica の

提供が開始されたのは 2001 年である。

　また、位置情報サービスの基盤となる GPS
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機能を持つ携帯電話は 2000 年代に一般化した。

さらに、iPhone の出現により、写真を撮る行

為がソーシャル・ネットワーキング・サービス

と一体化し、ブログ、ツイッター、フェイスブッ

クなどの消費者による情報発信を促すサービス

が活発化した。消費者のコメントが蓄積・活用

できるようになったのもここ 10 年のことであ

る。消費者を取り巻く情報・通信環境の成熟に

引っ張られる形で、企業における情報・通信活

用も大きく進展した。20 世紀までの情報化投

資は、主として業務の「デジタル化」を目的と

したものだった。デジタル化が一巡した現在、

蓄積されたデータをどのようにして活用し、収

益を増やすかを企業が競うようになった。情報

機器のコモディティ化及び消費者を取り巻く情

報環境の変化と企業のデータ活用の進展の相乗

効果により、パソコン、携帯電話、スマートフォ

ンといった情報端末、監視カメラ、スマートメー

タ、電化製品、カーナビ等の装置が多数の人に

使われ、あるいは広範に配置されるようになり、

その結果大量のデータを取得できるようになっ

た。さらに、情報端末を使って、ソーシャル・

ネットワーキング・サービスを利用することで、

より詳細な個人に関わる情報を取得することも

可能となった。すなわち、組織を超えインター

ネット上の集合知としてのデータ蓄積が進んで

いるフェーズである。このフェーズに至ると、

組織外のデータとの相関分析等から新しい関係

性が発見される等の情報の加工・可視化が行わ

れ、マーケティング上の新しい価値を生み出す

ようになってきた。

　マーケティングでは、「製品：product」、「価

格：price」、「プロモーション：promotion」、「流

通：place」の、いわゆる「マーケティング・ミッ

クスの 4P」が、その関心の中心であった。しか

し、上述の情報通信技術の革新により、データ

ベースマーケティング、CRM 等のマーケティ

ング手法が実用化され、ビッグデータを用いた

マーケティングが試行される中で、これらの情

報通信技術の革新がマーケティングにどのよう

なインパクトを与えるかを検討することが必要

となってきた。

　本稿では、情報技術を前提とするデジタル

マーケティングについて整理するとともに、そ

の中心的な技術であるマイニング手法について

検討する。2 章では、デジタルマーケティング

の現況について述べる。3 章では、ビッグデー

タに関する課題を概観し、マーケティングにお

ける課題を検討する。4 章では、デジタルマー

ケティングのためのデータ分析技術について検

討する。

2．デジタルマーケティングの現況
　そもそもデジタルマーケティングとは何なの

か。インターネットマーケティングや Web マー

ケティングとは違うのだろうか。　

　インターネットマーケティングは、インター

ネットおよびコンピュータ技術を基盤として、

価値創造の仕組みを作り、創造された価値を顧

客に提供することである。これらの手法により、

消費者行動においてローランド・ホールの提唱

する AIDMA モデルから株式会社電通の提唱す

る AISAS モデルへの遷移が起こった（図 1）。

　AIDMA モデルは、1920 年代に米国で提唱

された購買行動プロセスのモデルである。プ

ロセスの 5 段階のうち、Attention を認知段

階、Interest、Desire および Memory を感情段

階、Action を行動段階と区別する。認知段階

である Attention とは、物やサービスについて

「CM で見たことがある」「 近流行っている」な

どを知る段階である。感情段階である Interest、

Desire、Memory は、「好き」「嫌い」「欲しい」な

どの気持ちを生起する段階である。Interest は、

物やサービスに気づく段階であり、消費者の

関心を得るためのプロモーションが行われる。

Desire は、物やサービスの価値に共感し、「好

き」「欲しい」「使ってみたい」と思う段階である。

この欲求が強ければ強いほど、Memory として

記憶に残る。

　モノ・サービスに対するニーズが発生する

と、Memory（記憶）が呼び起こされる。これが

行動段階であるActionにつながる。具体的には、

実際に「買う」「使う」という行動として表出す

る。
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　AIDMA モデルは、マス・マーケティング時

代における購買行動モデルであり、店頭での購

買行動などは説明できないとされている。さら

に、インターネットが普及し、インターネット

検索やネットショッピング、クチコミサイトな

どが一般的になったため、消費者の購買行動が

変わったと言われている。そのため、インター

ネットに対応した購買行動プロセスとして、

AISAS モデルが電通によって提唱された。

　AISAS モデルが設定する購買行動プロセ

スは、AIDMA モデルから、Desire（欲望）と

Memory（記憶）を削除し、3 番目のプロセスと

して「Search」を、Action（購買）後のプロセスと

して「Share」を追加したものである。AISAS モ

デルにおける「Search」は、モノ・サービスに

関心をもった消費者が、購入前に、検索サービ

スやソーシャル・ネットワーキング・サービス

で情報を調べる　というプロセスを示す。また、

「Share」は、ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス、クチコミサイトなどで、モノ・サービス

の感想、使用感、クレイムなどを投稿すること

で情報共有するプロセスを示す。

　すなわち、AIDMA モデルが消費者の気持ち

を説明するモデルであるのに対して、AISAS

モデルは実際の行動を説明するモデルである。

また、広告宣伝の観点からは、Attention と

Interest において様々なメディアを活用し宣伝・

広告を行い、検索サイトに誘導するクロスメ

ディア広告モデルと捉えることもできる。

　Web マーケティングは、インターネットマー

ケティングと同義の概念としてとらえられる。

一般的には「企業の運営する Web サイト（PC サ

イトとモバイルサイト）におけるマーケティン

グ手法の総称」として定義することができる。

たとえば、SEO 、リスティング広告、バナー

広告、Web サイト上での回遊や誘導、Web 上か

らプロモーションへの応募を受け付けるなど、

Web へのアクセスを促進する広告技術、Web 上

での問い合わせや申し込み・購買などアクショ

ンとゴールを制御する技術、Web への来訪から

申し込みなどを計測して効果測定をする技術　

などがある。

　デジタルマーケティングは、Web マーケティ

ングより広い概念としてとらえられる。Web サ

イトにおけるマーケティング手法はもちろん、

電子メールやスマートフォンアプリなどのメ

ディア、ソーシャルメディアなどを含むマーケ

ティング手法の集合である。また、Web 以外の

チャネル、たとえばリアル（実店舗）から発生

するデータをはじめとする、顧客が接する全て

 
図 1　AIDMAモデルから AISASモデルへの遷移
（出所）http://d.hatena.ne.jp/Sato0/20120215/p1
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のチャネル（オムニチャネル）からのデジタル

データを活用する。　

　すなわち、Web やインターネットにとどまら

ず、デジタル化されたすべてのデータをマーケ

ティングの対象とするものであり、EC サイト、

コミュニティサイト、企業サイトなどの Web

サイトはもちろん、ソーシャルメディアや価格

比較サイト、まとめサイトなどの様々なサイト、

そして実店舗やマスメディアから発生するデジ

タルデータなどを総合的にとらえるものとして

定義される。デジタルおよびリアルの会員カー

ド・ポイント付与などのオムニチャネル施策や

顧客データベース、他チャネルで得られたデー

タの分析・活用などのマーケティング手法を含

む。さらに、商品そのものがデータを発し、ネッ

トワーク通信する仕組みである IoT 2  を活用す

る等がある。

　図 2 は、デジタルマーケティングにおける個

人の消費行動を AISAS モデルによって説明す

るものである。図の縦軸は、消費者とコンタク

トするチャネルを表し、図の横軸は、AISAS の

各要素を表す。図中のコメントは、消費者の

行動を示し、文頭の数字は、行動の順序を示

している。この図では、AISAS モデルのうち、

Search を 3 つの要素に分けている。まず、モノ・

サービスを調べる「Search」、次に、モノ・サー

ビスを比較する「Comparison」、そして、モノ・

サービスを検討する「Examination」である。

　この例では、ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス（SNS）の書き込みによって、製品

に気づき（図中の 1）、興味がわいて、カタログ

を入手している（図中の 2）。そして、製品を販

売する会社の Web サイトを通じて製品に関す

る問い合わせを行い（図中の 3）、製品を扱う複

数の店での販売価格を比較する（図中の 4）。さ

らに、実店舗に行き、試用して使い勝手を確認

する（図中の 5）ことで、購買のための検討を行

う。そして、 安値の販売店で、製品を購買

し（図中の 6）、その使用感などをソーシャル・

ネットワーキング・サービス（SNS）に書き込む

（図中の 7）、といったプロセスを説明している。

個人に向けたデジタルマーケティングでは、一

般には購買単価が高くないことが多く、売上に

見合ったコストにするため、デジタル化された

チャネルでのマーケティングが中心となる。ま

た、個人では、ソーシャル・ネットワーキング・

サービスやクチコミサイトを通じた口コミが消

費行動に大きく影響する。

　図 3 は、デジタルマーケティングにおける法

人の消費行動を AISAS モデルによって説明す

るものである。図の縦軸、横軸などは、図 2 と

同じ要領で作成している。

2 Internet of Things の略である。一意に識別可能な物体がインターネットを介して自動認識や自動制御、

遠隔計測などを行うこと。
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図 2　デジタルマーケティングにおける個人の消費行動の例
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　この例では、ダイレクトメールによって、製

品に気づき（図中の 1）、興味がわいて展示会

に行き（図中の 2）、セミナー（図中の 3）に行っ

ている。そして、製品を販売する会社の Web

サイトを通じて製品の資料請求を行い（図中の

4）、製品のデモをみて、他社製品と比較する（図

中の 5）。製品の提案を受け（図中の 6）、製品

購入の契約を締結する（図中の 7）。その事例を

Webサイトやセミナーで紹介する（図中の8・9）、

といったプロセスを説明している。

　法人の場合、ネットからの情報収集より、企

業間での密度の高いやり取りや交渉が中心とな

るが、それぞれのプロセスでデジタル化された

データが作成され、マーケティング活動に活用

されている。

3．ビッグデータに関する課題の検討
　3－ 1　ビッグデータの定義
　ビッグデータには、様々な定義がある。たと

えば、文献 [2] では、「ビッグデータは、一般的

に使用される統計ソフトウエアの手に負えない

サイズ・複雑さのデータセットを含んでいる」

と定義している。IBM[3] は、ビッグデータにつ

いて、文字通り多様かつ大量のデータをビッグ

データであるとしている。その実現には、デー

タ管理とウエアハウス、大規模データの分散処

理を支えるオープンソースのソフトウェアフ

レームワークである Hadoop システム、リアル

タイム分析のためのフレームワークであるスト

リームコンピューティング、コンテンツ管理、

情報統合とガバナンスといった要素が必要であ

るとしている。米国の調査会社ガートナーが定

義した 3V（データ量の多さを示す Volume、種

類の多さを示す Variety、リアルタイム性を示

す Velocity）は、ビッグデータの定義としてよ

く用いられる。MGI レポート [4] は、アメリカ

のヘルスケアと小売業、ヨーロッパの官公庁

サービス、全世界での製造業と個人位置情報を

用いたサービスについて、新しい価値を創造す

るビッグデータの適切な利用がいかに莫大な富

を生むかを分析・予測している。

　日立の解説記事 [5] では、技術的側面からビッ

グデータにアプローチしている。まず Facebook

などのソーシャル・ネットワーキング・サービ

スの事例からビッグデータについて説明してい

る。Facebook の会員数は 8 億人を超えたと言わ

れており、1 日にアップロードされる写真が 2

億 5000 万枚、やり取りされるコメントが 8 億

件を超え、1 日 10 テラバイト 3  のデータを処

理していると推定される。そして、これらの

ソーシャル・ネットワーキング・サービスは

RDBMS（リレーショナル・データベース管理

システム）ではなく、NoSQL に代表されるデー

タ管理ソフトウエアによって処理されている。

この 2 つから単純に「ビッグデータ」を「1 ペタ

バイトのような非常に大量データを NoSQL を
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Action Share
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Web
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4.  資料請求 8.  成功事例
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展示会 2.  展示会

セミナー
（オフライン）

3.  セミナー

セミナー
（オンライン）

9.  成功事例
の講演

営業活動 5.  デモ

他社との比較 6.  提案 7.  契約

図 3　デジタルマーケティングにおける法人の消費行動

3 テラバイトは 2 進接頭辞では 240 バイトであり、SI 接頭辞では 1012 バイトである。
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利用して処理するシステム」と考えるのは早計

であり、「ビッグデータ」が表す意味はもう少

し複雑なものであると説明している。例えば、

ビッグデータが話題になる以前から、Bank of 

America では 1.5 ペタバイト 4  以上の DWH 5

（データウエアハウス）を持ち、世界的なスー

パーマーケットチェーンであるウォルマート・

ストアーズでは 2.5 ペタバイト以上、さらにイ

ンターネットのオークション・サイトである

eBay では 6 ペタバイト以上のデータを格納し

た DWH が稼働しているといわれている。すな

わち、単純にペタバイトのデータがあれば「ビッ

グデータ」ということにはならない。

　次に、スケーラビリティについて説明してい

る。NoSQL は RDBMS に比べて、スケールアッ

プ 6  に向いていると言われている。しかし、そ

れは RDBMS が不要となるということを意味し

ない。NoSQL は文書や画像などの非構造化デー

タの処理には適しているが、数値などの構造化

データ、とりわけデータの正確性を重要視する

ような処理には向いていない。実際、Facebook

でもすべての処理を NoSQL で行っているわけ

でなく、RDBMS も利用している。つまりデー

タの種類と必要な処理に応じて、RDBMS と

NoSQL を使い分けている。

　総務省の平成 24 年度版情報通信白書 [6] で

は、「ビッグデータとは何か」という項目を立て

てビッグデータの定義を試みている。そこでは、

ビッグデータを「事業に役立つ知見を導出する

ためのデータ」とする文献をベースに、量的側

面と質的側面を議論している。

　量的側面では、典型的なデータベースソフト

ウェアが蓄積・運用し、分析できる能力を超え

たサイズのデータという基準を提起している。

しかし、この定義ではハードウエア技術によっ

て、その定義が大きく変化する可能性を有する

ことになる。

　質的側面では、次の 2 点が示されている。

　まず、ビッグデータを構成するデータの出所

が多様であることをビッグデータの要件として

いる。たとえば、オンラインショッピングサイ

トやブログサイトにおいて蓄積される購入履歴

やエントリー履歴、ウェブ上の配信サイトで提

供される音楽や動画等のマルチメディアデー

タ、ソーシャルメディアにおいて参加者が書き

込むプロフィールやコメント等のソーシャルメ

ディアデータがあるが、今後活用が期待される

分野の例では、GPS、IC カードや RFID タグに

おいて検知される、位置、乗車履歴、温度等

のセンサーデータ、CRM（Customer Relationship 

Management）システムにおいて管理されるダイ

レクトメールのデータや会員カードデータ等カ

スタマーデータといった様々な分野のデータに

よって構成されるものがビッグデータであると

いうことになる。

　次に、ビッグデータは、その利用目的からそ

の対象が画定できるものであるとしている。利

用目的とは「個別かつ即時に、多面的な検討を

踏まえた付加価値を提供すること」であり、そ

の実現には、「高解像（事象を構成する個々の要

素に分解し、把握・対応することを可能とする

データ）」、「高頻度（リアルタイムデータ等、取

得・生成頻度の時間的な解像度が高いデータ）」、

「多様性（各種センサーからのデータ等、非構

造なものも含む多種多様なデータ）」の 3 つの

特徴を有する必要がある、というものである。

これらの特徴を満たすために、結果的に「多量」

のデータが必要となり、結果的に大量のデー

タ、すなわちビッグデータになるということに

なる。

　これらの定義から妥当な定義を考えると、

ビッグデータとは「事業に役立つ知見を導出す

るための『高解像』『高頻度生成』『多様』なデー

タ」ということになろう。

4 ペタバイトは 2 進接頭辞では 250 バイトであり、SI 接頭辞では 1015 バイトである。

5 ちなみに、このような巨大な DWH システムは EDW( エンタープライズ・データウェアハウス ) と呼

ばれており、そのデータベースは VLDB（Very Large Database）と呼ばれている。

6 スケールアップとは処理性能を上げるためにサーバやストレージの台数を増やして、処理性能を向上

させること。
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　3－ 2　ビッグデータ分析の課題
　ここでは、ビッグデータ分析の課題を概観す

る。

　まず、データ量の増大からもたらされる課題

について説明する。コンピュータの処理能力の

向上速度を示す経験的指標として「ムーアの法

則」が知られているが、データ量の増加スピー

ドはそれとは比較にならない程急激に加速して

いる。データの発生スピードの増大は、センサー

技術の向上と廉価化がもたらした産物である。

センサーの設置数の増加に伴う時間・空間解像

度の改善は、結果として高頻度にデータを生み

出すことになる。工場の生産ラインなどでも、

ビデオや画像を利用した管理・検査が大規模に

導入されており、情報システムの実世界との接

点となる現場でのデータ発生頻度は増大する一

方である。この現象は “Edge-HeavyData”問題 [7]

と呼ばれている。

　次に、価値密度の課題について説明する。通

常、蓄積されるデータすべてが有益な情報では

なく、むしろそのほとんどが利用できないデー

タ 7  であり、そのまま利用していると無駄なコ

ストが増える。とりわけ通信量が通信システム

全体に与える負荷が問題となる。このようにリ

ソースを無駄に消費する消耗性が「ビッグデー

タは価値密度が低い」と言われる所以である。

データ利用の主目的に合った価値がデータ内に

散在するため、データの量的な拡大は価値の増

大に貢献するが、総データ量に占める総価値の

割合としての「価値密度」は極めて小さくなら

ざるをえない。このため、“Stream Computing”

に代表される、リアルタイムにデータを加工す

る計算技術の開発が課題となる。

　続いて、データの多様性から派生する課題を

説明する。多様性は、データの取得環境の変化、

データの欠損、異常値・ノイズの混在といった

データの「質の不均一性」に因る。質の不均一性

の問題を解決しないと、常識的な定性的理解を

単に数値に置き換えるだけに終わり、単純な定

量的理解を超えるマーケティング上の知見を得

ることはできない。この質の不均一性も、前述

した価値密度の低さの原因の 1 つとなっている。

　さらに、技術的な課題に注目してみる。ビッ

グデータ分析における技術的な課題には、量的

な課題と質的な課題がある。

　量的な課題としては、ペタバイト以上のデー

タを扱うことになるため、現在のコンピュー

ティング技術では、1 つの CPU でこの量のデー

タを有為な時間で処理することが困難であるこ

とがある。よって、データを物理的に数千ノー

ド 8  上程度に分散して格納し、各々のノード

でソフトウエアを協調させて実行する必要があ

る。さらに、簡単な平均値の計算でさえ各ノー

ドでのデータの集計を合算する手順や平均値を

どのノードで計算するかなど、様々な考慮点が

ある。こうした問題の解決には、データへのア

クセス効率性を考えた上でのデータ格納法を含

めた、巨大データベースの技術開発が重要であ

る。前述の Hadoop は、巨大なデータの管理と

取り扱いを対象とする技術（ソフトウエア）で

あるが、このような技術の改善や標準化が必要

となる。

　質的な課題としては、扱うデータの性質に合

わせた処理方法がある。

　ビッグデータの構成要素は、データベースで

管理される構造化データ、Web や XML など全

体は木構造のタグ構造をもつが、そのタグの中

身は非構造化データであるテキストで構成され

る半構造データ、画像、音声といった非構造化

データである。構造化データの処理方法はデー

タベース管理システムとその操作言語である

SQL によって規定されているが、半構造データ

や非構造化データをどのように処理するかが課

題である。

　また、ビッグデータを処理しても、それが人

間の理解できる形にならなければ意味がない。

7 前出の MGI レポートでは このようなデータを “Exhaust Data”（排気データ）と呼んでいる。

8 線と線の結び目を表す言葉で、ネットワークの接点、分岐点や中継点などを意味する。ここでは、ネッ

トワークを構成するコンピュータのこと。
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データ可視化は、ビッグデータの分析の理解を

助けるものであり、理解不能なほど膨大なデー

タを画面上にどのように表示するかに関する技

術である。標準的なものとして Tag Cloud があ

る。これは、ソーシャル・ネットワーキング・

サービス等から得られたデータを利用した複雑

ネットワーク構造をグラフィカルに示す際によ

く使われる手法である。このような手法から得

られる視覚的印象が何を意味するか、について

はまだ十分な検討がされていない。

　ビッグデータの解析手法も大きな課題であ

る。現在利用されている方法は、データ解析の

ためにこれまでよく使われてきた方法である。

つまり、ビッグデータの解析手法は、統計手法、

機械学習、データマイニング、 適化手法など

が中心である。ビッグデータの分析では、対象

となるデータがあまりにも膨大な量のため、既

存手法の単純な適用をすることが難しいことが

ある。その場合は新しい手法を開発しなくては

ならない。その際分析した結果が、分析しなく

ても得られるようなものにならないよう注意

すべきである。ビッグデータの蓄積や管理およ

び分析に多くのコストをかけて、ありふれた知

識しか獲得できないとしたら、ビッグデータを

分析しない方がマーケティング上正解と言えよ

う。

　マーケティング上価値のある知識の獲得のた

めには、前述した「低価値密度」「質の不均一性」

の他に、「データ空間のスパース性」の課題に対

応しなければならない。

　ビッグデータの分析においては、サンプル数

を圧倒的に増やせば、類似する少数例もある程

度入手できると考えがちであるが、一般的には

そうならないことが知られている。たとえば、

小売チェーン店のレジで会員カードを示すと自

動的にデータが蓄積される ID 付き POS を考え

る場合、データとして「誰が」「いつ」「何を」「い

くらで」「いくつ」購入したかが記録される。つ

まり［商品，消費者，時刻］で構成される 3 次

元のデータ空間内に［値段，個数］の対データ

が埋め込まれている。この小売チェーン店で

は、1 日に 70,000 商品× 1 万人× 365 日といっ

た規模のデータが蓄積されるとする。このとき、

個々の消費者に注目すれば、1 年間を通しても

70,000 商品のうち購買するものは 1% にも満た

ない。また毎日店に行く顧客は限られている。

従って、ほとんどすべての［商品，消費者，時刻］

のスロットにはデータが無い状態になる。すな

わち、サンプルをいくら増やしてもデータ空間

は空きばかりとなる。ビッグデータ解析手法の

重要な課題の 1 つは、データ空間内のスパース

なサンプル分布の構造探索とそのモデル化であ

る。

　 後に、ビッグデータの活用で常に議論とな

るプライバシー保護や機密情報の不正利用につ

いて説明する。ビッグデータの活用では、プラ

イバシーや機密の取り扱いが大きな課題とな

る。プライバシーに関わるデータとしては、年

齢・職業・性別などの個人属性、趣味や嗜好

に関するデータ、資産状況や健康状態に関する

データ、住所や勤務先、そしてコンテンツの閲

覧や購買の履歴などがある。

　これらのデータは、これまで別々のデータ

ベースに蓄積され、組織内で管理され活用され

てきた。その場合、個々のデータは利用者自身

が開示を許可している。しかし、ビッグデータ

分析の際、複数のデータが関連付けられること

によって、利用者本人が望まない事実までもが

露見してしまうことが懸念される。あるいは、

GPS 機能付き携帯端末から収集・蓄積された、

移動や行き先のデータが悪用されると、行動パ

ターンがわかり、それが悪用される恐れがある。

　また、ビッグデータとしての活用のため、各

種データの取得や公開・流通が活発になると、

企業側に悪意がなくても、そのデータが公に流

通することで不利益を被る人が出てくることも

考えられる。この問題の事例として、JR 東日

本による日立への Suica のデータ提供がよく知

られている。日立が Suica の乗降履歴を使った

分析サービスを発表し、この事実が明らかにな

るとユーザーからの批判が高まり、国土交通省

から注意を受けるとの報道がされると、JR 東

日本は Suica 乗降履歴データの販売を当面見合

わせた [8]。
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　この問題は、JR 東日本の対応の誤りによる

と考えられている。1 つは、Suica 履歴の販売

について、JR 東日本が利用者に事前説明をし

ていなかったことがある。販売時の説明はもち

ろん、利用規約に Suica 乗降履歴の販売、譲渡

について記載はなく、規約の変更も行わなかっ

た。次に、本人の申告により、Suica 乗降履歴

の販売、譲渡を止められるオプトアウトの窓口

を告知していなかったことがある。JR 東日本

は「個人情報保護の問い合わせ窓口で申請があ

れば、個別に対応していた」と主張するが、オ

プトアウトが可能と周知していなかった。こう

した事例は、ビッグデータの活用のリスクをい

かにコントロールするかという課題を顕在化さ

せることとなった。

　3－ 3　ビッグデータのマーケティングにお
ける課題の検討
　前節では、ビッグデータにおける一般的な課

題を概観してきた。ここでは、デジタルマーケ

ティングにおける消費行動を踏まえて、課題を

整理し、課題への対応の方針を提起する。

　2 章で説明したデジタルマーケティングにお

ける個人の消費行動に注目すると、Web、ソー

シャル・ネットワーキング・サービス、実店舗

などを渡り歩き、購買に至ること、そしてその

使用感やクレイムを Web、ソーシャル・ネット

ワーキング・サービスにフィードバックするこ

とがわかる。すなわち、ソーシャル・ネットワー

キング・サービスへのコメントや写真の書き込

みによって、製品に気づき、興味がわいて、詳

しい情報を入手する。そして、製品を販売する

会社の Web サイトを通じて製品に関する問い

合わせを行うことで、その企業の CRM システ

ム等に履歴が記録される。価格比較サイト等製

品を扱う複数の店での販売価格を比較すること

で製品の照会履歴が当該サイトに記録される。

そして、 安値の販売店で、製品を購買すると、

その企業の業務システムや CRM システム等に

履歴が記録される。その使用感などをソーシャ

ル・ネットワーキング・サービスに書き込む。

といったプロセスを経て、各々にデータが蓄積

される。デジタルマーケティングでは、デジタ

ル化されたチャネルでのマーケティングが中心

となるため、購買に至る過程で上記のように履

歴データが残ることになる。また、ソーシャル・

ネットワーキング・サービスやクチコミサイト

を通じた口コミが消費行動に大きく影響するよ

うになったため、ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービスやクチコミサイトの分析がデジタ

ルマーケティングの重要な要素となっている。

　これらのデータを分析するということは、

RDBMS で管理される構造化データ、XML タグと

テキストで構成される半構造データ、ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービスに書き込まれ

たコメントや写真、画像、音声といった非構造

化データを統合して分析することになる。構造

化データの処理方法はデータベース管理システ

ムとその操作言語である SQL によって規定され

ているが、半構造データや非構造化データを統

合しマーケティング上意味のあるデータ抽出や

分析が出来る仕組み、すなわち扱うデータの性

質に合わせた処理方法の開発が課題である。

　データ構造や内容に目を向けると、「低価値

密度」、「質の不均一性」及び「データ空間のス

パース性」の課題については、前節で述べた、

小売チェーン店の例と同様の問題があると考え

られる。

　分析実行の観点では、マーケティング担当者

は、一般にデータサイエンティストではないの

で、統計学の知識なしに分析が行えることが望

ましい。また、直観的に分析結果がわかるデー

タ可視化が出来ることも重要である。

　情報の取り扱いの観点では、消費者から支持

を得なければ商品の売り上げ増に貢献しないこ

とから、プライバシー保護が重要な課題である。

次章では、これらの課題にどう対応するかにつ

いて検討していく。

4．デジタルマーケティングのためのデータ分
析技術
　ここでは、デジタルマーケティングのための

データ分析を行う際、必要となる基礎技術の概

要を説明し、前章で述べた課題への対応につい
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て検討する。

　4－ 1　データ分析のための基礎技術の概要
　まず、データ分析技術を概観する。

　データ分析手法は、統計学等の応用数学に

基づくものから、1990 年代に活用が始まった

データマイニングまで、広範にわたる技術群に

より構成される。統計学の手法には、相関、回

帰、分類、教師なし学習等がある。ニューラル

ネットワーク等の人工知能技術も統計的な手法

の一種として扱うことがある。データマイニン

グは、統計学から人工知能の技術までのデータ

解析の技法を網羅的に包含し、大量のデータに

適用することで知識を取り出す技術として発

展したものであり、頻出パターン抽出、クラ

ス分類多次元データ分析、相関ルール分析、協

調フィルタなどの推薦技術とクラスタ解析・分

類等の機械学習技術がある。頻出パターン抽出

は、データを集合の中から高頻度で発生する特

徴的なパターンを見つける。クラス分類は与え

られたデータに対応するカテゴリを予測するも

のであり、代表的な手法として、単純ベイズ分

類器、決定木、サポートベクターマシンがある。

これらは統計手法から派生したものである。多

次元データ分析は、店舗・期間・商品の属性

等、様々な切り口でデータを分析するものであ

り、ビジネス・インテリジェンスの代表的な技

術である。相関ルール分析は、データマイニン

グの説明でよく引用される「ビールとおむつが

一緒に売れる」という例にあるように、データ

間の共起関係を分析するものである。協調フィ

ルタは、ユーザーの購買履歴を用いて、ある商

品を購入した際に他の商品を買っているという

購入促進のメッセージをユーザーに示すもので

あり、Amazon の応用例 9  が有名である。クラ

スタ解析・分類及び Deep　Learning 等の機械

学習技術は、データに内在する、知られていな

い構造を明らかにし、与えられた正解パター

ンからデータの分類の仕方を学習するものであ

る。画像・音声・テキストでは、隠れマルコフ

モデルや Deep Learning などが活用されている。

Deep Learning とは、多層構造のニューラルネッ

トワークの機械学習のことである。この技術は、

主に画像認識や音声認識等の分野に活用される

[10]。Google の開発したグーグル・ブレインが、

猫の概念を学習することに成功し、画像の分析

の自動化への一歩をしるした [11]。

　これらのデータ分析手法を実施する上での考

慮点として、次の 3 つがある。

1） 分析の結果が課題の解決や目標の達成に

有効であったか否かの評価がされている

こと。解決すべき課題や達成すべき目標

をあらかじめ確認しておく必要がある。

2） データの準備が十分であること。分析に

先立ち、対象となるデータの所在が明ら

かでないと、データの欠損値の処理や加

工などのクレンジングや統合を進める

ことができない。データは、1 つのコン

ピュータに保存されている場合もあるか

もしれないが、大半は複数のコンピュー

タに分散しているだろう。また、分析を

進めていくに従い、対象データの種類が

増えていく場合もある。どのようなデー

タかを理解するにあたり、まず「どこに、

何が」 存在しているかを確認することが

必要になる。

3） 分析の担当者もしくはチームを設定がさ

れていること。市場や商品の変化、課題

や目標の変化に伴い、分析も変化させな

ければならない。つまり、分析を繰り返

し継続して実施することが重要になる。

　データ分析の手法には、これまで述べたよう

に、統計的なものから人工知能の手法を用いる

ものまで様々あるが、ここでは、データマイニ

ングに注目する。

　データマイニングは、通常のデータの扱い方

からは推定が難しい、発見的な知識獲得が可能

であるということが特徴である。テキストを対

9 「この商品を買った人はこんな商品も買っています」というようなアイテムベースのレコメンド機能

を指す。
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象とするものをテキストマイニング、ウェブペー

ジを対象にしたものをウェブマイニングと呼ぶ。

　データマイニングの発展過程を概観してみよ

う。デジタル形式でのデータの収集については、

メインフレームを用いてデータ解析をすること

を念頭に置いたデータ収集が 1960 年代には既

に行われていた。1980 年代に関係データベー

スとその操作用の言語 SQL が実用化し、1970

年代以降普及していた階層型データベースとは

異なる、動的なデータ解析が可能となった。既

に述べた通り 1990 年代にパソコン OS の GUI

化に対応するべく起こった CPU の性能向上や

メモリ、外部記憶装置の大容量化により、大量

のデータ処理・蓄積が可能となったことから、

処理可能なデータ量は爆発的に増大した。デー

タウェアハウスがデータの蓄積に用いられる

と、データベースにおける大量データを処理す

るための手法としてデータマイニングの概念が

現れ、統計解析の手法や人工知能分野での検索

技術等が応用されるようになった。2010 年代

には膨大なデータを利用してデータマイニング

を行うビッグデータ解析を用いた実用的なサー

ビスが多数登場して提供されている。

　すなわちデータマイニングは、これまで行わ

れてきた分析手法とあまり変わらないものであ

る。データマイニングの、従来の手法と異なる

特徴として、次の 2 つが挙げられる。

• 大量化するデータの効率的処理

　従来の機械学習では比較的少数のデータ

しか扱えなかった。前述の通り、データが

爆発的に増加したため、大容量のデータ

ベースを構築することが可能となった。こ

うしたデータを効率よく処理するために、

主記憶を効率よく使うデータ構造の工夫

や、2 次記憶と主記憶間のデータ転送量を

減らす仕組みを開発することになり、これ

がデータマイニングから派生した特徴とな

る。

• 組合せ爆発への対応

　データベースの大容量化はデータ属性数

の増加を伴う。例えば、顧客の債務不履行

を予測するために有効であるデータ属性の

組合せを、数多くのデータ属性から抽出す

る場合、これは典型的な組合せ問題となる。

データマイニングでは、効率的に組合せを

見つけるためのアルゴリズムを設計するこ

とが求められる。

　すなわち、人間が処理できる能力をはるかに

超えた、ビッグデータから役に立つ知識を抽出

するためには、分散コンピューティング環境で

実現される計算処理として、データマイニング

技術が必要となる。

　次に、分析のための基盤技術を説明する。

　基盤技術では、蓄積されたデータを処理す

る技術として、100 ノード程度の高性能コン

ピュータを用いる分散データベース管理シス

テムと 1000 ノードを超える安価なコンピュー

タを用いる NoSQL などの分散処理システムが

ある。前者の分散データベース管理システム

では、Oracle や IBM 等が販売するデータベー

スや SAP 社の HANA に代表されるオンメモリ

データベースがある。後者の分散処理システム

は、Google、Amazon、Facebook、Twitter な ど

の Web でサービスを提供する企業により活用

されている。リアルタイムに生成されるデータ

を処理する技術として、限られたメモリを利用

した高速のデータ処理技術としてストリーム型

データ処理がある。蓄積されたデータを処理す

る際、データベース管理システムに蓄積された

データに対して処理要求を適用するが、スト

リーム型データ処理では、あらかじめ登録され

た処理要求を入力されるデータストリームに適

用する。ストリーム型データ処理システムとし

て、Twitter の Storm やその発展形である Heron

がある。このシステムは Twitter のシステム負

荷の監視を主な目的として、テラバイトレベル

のデータ解析を行っている。

　分析のための基盤技術の技術的な特徴とし

て、次の 3 つがある。

1） たくさんのコンピュータが同時に動作す

る。

2） システムがネットワークを介して分散し
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ている。

3） データ規模が大きい。

　たくさんのコンピュータが同時に動作するこ

とによる課題は次の通りである。コンピュータ

が多数存在すると、一定数のコンピュータが故

障する前提で処理を行わなければならない。す

なわち、プロセスやデータを多重化する等によ

り、故障時に他の正常なコンピュータの処理に

影響を与えないような工夫が必要となる。そし

て、コンピュータの数が多いことにより、シス

テムの状態の組み合わせが非線形に増大し、問

題が起こった際の原因究明が困難となる。さら

に蓄積型データ処理では、データの偏りにより

負荷が偏ることが想定される。これを避ける設

計が必要である。たとえば、NoSQL ではデー

タのキーによりデータをどう分散させるかを決

めている。一般に負荷が均等になるようにキー

を設計することは出来ないため、システムが負

荷の履歴を参照しデータの再配置を行うことが

望ましい。

　システムがネットワークを介して分散するこ

とによる課題は次の通りである。処理を行う各

コンピュータが高負荷のため返信がないのか、

故障しているため返信がないのか、見極めが難

しいということがある。実用的な対策として

は、一定時間を経過した場合は、返信できない

ものとして強制的に再起動するというものが一

般的である。この場合は再起動時にデータの整

合性が保たれるような仕組みが必要となる。ま

た、コンピュータ間、プロセス間の処理の同期

が難しいということがある。データの更新では、

タイムスタンプやトランザクションナンバー等

により、更新処理の順序をチェックすることで

データの一貫性を保証する必要がある。しかし、

いずれの順序付けの方法を用いても、システム

全体で一貫したナンバリングが必要となる。つ

まり、ナンバリングするコンピュータの負荷が

極めて高くなる可能性がある。これについては

GPS や原子時計を用いてどのノートでも同じ時

間を得る方法が使われているが、理論的には解

消できる同期のための待ち時間をすべて解消す

ることは難しい。

　4－ 2　デジタルマーケティングのための
データ分析の課題に対する提案
　デジタルマーケティングのためのデータ分析

の課題をまとめると、次の通りである。

1） 半構造データや非構造化データを統合し

マーケティング上意味のあるデータ抽出

や分析が出来る仕組み、すなわち扱う

データの性質に合わせた処理方法の開発

2） 「低価値密度」、「質の不均一性」及び「デー

タ空間のスパース性」によるノイズへの

対応

3） 統計学の知識なしに分析が行える仕組み

及び直観的に分析結果がわかるデータ可

視化

4） プライバシー保護

　これらの課題に対し、どのような対応をすべ

きかについて提案する。上記 1）～ 3）の課題

への対応のために、データ分析手法とそれを実

用的な時間で処理するためのシステム基盤技術

の 2 つを検討する必要がある。

　まず、データ分析手法について検討する。

　デジタルマーケティングにデータマイニング

を適用する際、多様性を持つビッグデータを

データサイエンティストに依存せず、効率的に

分析するツールとして、統計的・確率的に 適

な答えを探索する統計的機械学習の応用を考え

る。機械学習により、相関や分類が自動的に行

われるため、専門家が常駐しないマーケティン

グ部門においても、データマイニングを活用で

きる。統計的機械学習では、データを行列とし

て扱う。例えばオンラインショッピングの購買

履歴データは、行に顧客 ID、列に商品 ID をと

ることで「ある顧客が，ある商品を何度購入し

た」というデータ行列として表すことが可能で

ある。また、ソーシャル・ネットワーキング・

サービス上でのユーザー間の友だち関係やフォ

ロー関係といったリンク関係も、行をリンク元

のユーザー、列をリンク先のユーザと定義す

ることで「あるユーザーがあるユーザーをフォ
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ロー先に指定している」というデータ行列とし

て扱える。このように、多くのデータをデータ

行列の形式に変換することができる。

　基幹業務システムや CRM システムから生み

出される半構造データと Web から生み出され

るテキスト、画像等の非構造化データを統合し、

処理をするフレームワークとして、関係データ

と呼ばれるデータ行列に対して利用する無限関

係モデル（IRM: Infi nite Relational Model）法 [12]

を応用する。関係データ行列は、AISAS モデル

の各プロセスを分析する上で有用であると考え

られる。

　まず、関係データを説明する。関係データと

は、オブジェクト間の関係の有無に着目した

データ表現である。図 4 は関係データの例であ

る。この図はソーシャル・ネットワーキング・

サービス（SNS）上の友人関係と購買記録の関係

データを表している。

　関係データは、一般に複数のオブジェクト（顧

客，アイテム等）の間のリンクの有無によりオ

ブジェクト間の関係を表現する。図 4 では、オ

ブジェクト間の関係を表す無向リンク及び SNS

の友人関係を示す双方向の有向リンクとして関

係を表現している。コンピュータで処理するた

 図 4　関係データの例

 
図 5　データ行列
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めに、このような関係データを図 5 のように要

素が 1（リンクあり）あるいは 0（リンクなし）の

二値のデータ行列に書き換える。IRM 法では、

このようなデータ行列に対して、その行（縦方

向）と列（横方向）を入れ替えることでユーザー

グループとアイテムのクラスタを発見する。図

6 は IRM 法の概要である。図中の円で囲った部

分はクラスタ（グループ）を示している。図 5

の行列の行を入れ替えることにより、クラスタ

を作り出すことで、「ある特定の顧客グループ」

に対して「よく売れている商品群」という「グ

ループ×グループ」の購買パターン構造を発見

することができる。ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービスの友だちの関係データに適用す

るとコミュニティの発見とコミュニティ間の相

互作用の解析が可能となる。　

　IRM 法の利点は、グループ分けのパターン数

を統計的に 適であるかという観点にしたがっ

て自動的に決定できることである。したがって、

その結果は分析の担当者によらず一定となり、

1 あるいは 0 の要素を持つ関係データ行列を入

力すれば、自動的に以上のような整理を行うこ

とができる。

　さらに、課題として挙げたスパースネスへの

対処も可能である。たとえば、ネットショッピ

ングにおける「消費者×商品」の組み合わせは

非常に大きい数になるが、購買履歴データとし

て、実際に購買行動が観測される組み合わせは

ごく少数である。このようなデータをデータ行

列にすると、ほとんどの要素が 0 となるスパー

スな行列になる。このようなデータ行列に IRM

法を適用すると、関係のクラスタ群が抽出さ

れ、このクラスタ群に焦点を当てて分析するこ

とで、スパースな部分に影響されない処理が可

能となる。

　図 6 で示したデータ行列をインデックスと

し、AISAS モデルを構成するチャネルから発生

するデータを統合するデータイメージを図 7 に

示す。

　図 7 のデータイメージを分散処理基盤（分散

システム）へマッピングしたイメージが図 8 で

ある。図中、ノードは割り当てられた分析を

効率的に処理できるコンピュータを、クラス

タは 1 台以上のコンピュータで構成されるコン

ピュータ群を示す。これらのコンピュータ群か

らなる分散システムは、4 － 1 で説明した分析

のための基盤技術によって構成する。ノード M

は行列操作を高速に行えるベクトル処理機能を

 
図 6　IRM法
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図 7　デジタルマーケティングのためのデータ統合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A B 

 

M 

図 8　分散システムへのマッピング

 

 ユーザプロファイル

業務システム等
マスタデータ テキスト・画像　など
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持つコンピュータである。ノード M はデータ

分析の中核をなすコンピュータであり、通常 1

台である。このノードに、ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス等の組織外のデータを取

得・分析するクラスタ A と業務処理を行うシ

ステムに接続するクラスタ B を、ネットワー

クを介して接続する。これらのコンピュータ

は連携しながら処理を進める。図 6 で示した、

IRM 法による顧客と商品のリンクのみを表現す

る行列への操作により、ノード M でクラスタ

リング等の処理を行う。有効なクラスタに関

連付けられる、業務システム及び CRM システ

ムのマスタデータはクラスタ B で分析される。

この時、業務システムや CRM システムのマス

タデータは、それらが記憶されている RDBMS

により抽出され、SQL 実行可能なコンピュータ

で OLAP を用いた分析処理が行われる。

　OLAP は online analytical processing の略であ

り、ビジネス・インテリジェンスと呼ばれるカ

テゴリに含まれ、分析の要求に対してリアルタ

イムに回答するものである。OLAP の典型的な

用途は売上報告、市場分析、経営報告、ビジネ

ス業績管理、予算作成、計画作成、財務諸表作

成などである。OLAP はまず関係データベース

のスナップショットを取り、多次元データとし

て再構成する。その後、問い合わせを行うこと

ができるようになる。複雑で膨大なデータへの

問い合わせの場合、OLAP は関係データベース

に同様の問い合わせを行う場合に比較してあら

かじ集計してあるデータを利用することで、き

わめて短時間に処理を実施する。この操作によ

るデータからなる構造は OLAP キューブと呼ば

れている（図 9）。

　OLAP 分析では、このキューブに対して「ス

ライシング」、「ダイシング」、「ドリルダウン」、

「ドリルスルー」という操作を行い、データの

特性をみる。これらの操作は以下の通りである。

　スライシング（Slicing）とは、キューブをある

特定の 2 つの次元で断面的に切り取ることで

ある。たとえば顧客の性別とバーゲン期間に

より単価を比較することである。ダイシング

（Dicing）とは、切り取るための次元の組み合わ

せを入れ替える操作である。たとえば顧客の性

別と販売時間帯や店舗の立地と顧客の年齢等を

組み合わせることである。スライシングとダイ

シングは一緒に用いられることが多い。ドリル

ダウン（Drill Down）とは、一つの集計値を一つ

下のレベルに分解して観察することである。ド

リルスルー（Drill Through）とは、ある集計値の

元となった生データを取り寄せることである。

　スライシング・ダイシング・ドリルダウンに

より、特徴的な次元の組み合わせを発見した後、

その集計値を構成する元の生データをドリルス

ルーにより取得して詳細に調査することができ

 
図 9　OLAPキューブ
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る。

　ノード M でクラスタリングを行うことによ

り、スパースな要素を処理する必要がなくなる

ため、実用的な時間で、人間が理解できる程度

のデータ量として、OLAP 分析を行うことがで

きる。

　次にクラスタAに注目する。ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス等が用意する API 10  

を使って得られるユーザープロファイル等の分

析は、処理結果により、クラスタを形成してい

るデータ群に対して実行するようにする。ソー

シャル・ネットワーキング・サービスから得ら

れるテキストや画像といった半構造データは、

NoSQL が稼働するコンピュータに格納、分析

される。

　ソーシャル・ネットワーキング・サービス等

のデータマイニングでは、デジタルマーケティ

ングの観点から、下記の事項に対応する必要が

ある。

 大量のテキストデータを分類整理し、ク

ラスタごとにまとめ、キーワードとして

その傾向や特長を取得する。

 大量のテキストデータの中から、重要語

やキーワードを抽出し、その出現頻度や

同時出現関係等を把握する。

 大量のテキストデータの中から、クリ

ティカルなクレイムを発見する。

 近起こった、問題になってきた事柄を

発見する。

　これらの事項を達成するために、製品名や製

品カテゴリを重要語として、クラスタを形成す

る。クラスタリングの手法として、コレスポン

デンス分析を適用する。コレスポンデンス分析

とは、IRM 法と同様、行列において、行と列の

相関が 大になる、すなわち対角線上にデータ

が集まるように、行と列の双方を並び替えるこ

とである。

　以上の処理により、クラスタ A とクラスタ B

から得られる分析結果は、ノード M のクラス

タリングにより結合され、ユーザーに提供され

る。その結果は、クラスタ A であれば、キーワー

ドに対するクラスタの俯瞰図、クラスタ B で

あれば OLAP のデータ可視化機能によるキュー

ブのデータ表現により、理解しやすい形で提供

される。

　SNS にアップロードされる画像のマイニン

グ技術としては、既に説明した Deep Learning

の適用を考えることができる。文献 [20] は、

YouTube にアップロードされている動画から、

ランダムに取り出した 200x200 ピクセルサイズ

の画像を 1000 万枚用意し、これを用いて Deep 

Learning 11  を行った研究について説明してい

る。ニューラルネットワークの 初の層の入力

は各画素（200x200=40,000）の RGB の値であり、

9 つの階層によって実装される。データには、

3% 前後の画像に人間の顔が含まれており、猫

の画像も含まれる。顔画像群を入力としたとき

に、もっとも敏感に反応するニューロンを選び

出し、そのニューロンの反応を観察することで、

入力画像が「顔」であるかそうでないかを、精

度よく識別することができる。その結果、人間

の顔、猫の顔、人間の体の写真に反応するニュー

ロンができた、というものである。Google に

よれば、機械学習に使われているほとんどの人

工ニューラルネットワークは、接続ポイントが

100 万～ 1000 万ほどだが、Google の人工ニュー

ラルネットワークは、演算能力を 1 万 6000 個

の CPU コアに拡大し、10 億以上の接続ポイン

トを設けた。この研究は Google が持つ、膨大

なデータと膨大な計算リソースを潤沢に使っ

て、既存の研究を大きく上回る大規模な実験を

行ったことによる成果である。画像からは消費

者の多様な関心を得ることができるが、機械学

習の対象として扱うことは困難だった。Deep 

Learning を適用して、画像の簡便な分類を行い、

10 あるプログラムの機能や管理するデータなどを、外部の他のプログラムから呼び出して利用するため

の手順やデータ形式などを定めた規約のこと。

11 Deep Learning の原理については、例えば文献 [21] を参照のこと。
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商品情報やユーザープロファイルとリンクでき

れば、マーケティング分析上有益なデータとな

り得る。一方で、画像の分類では実用的な時間

で分類を行うために必要なコンピュータ数を確

保することがコスト上難しく、以下に述べるプ

ライバシー保護の問題がネックとなるので、手

法の洗練化が必要である。

　「4）プライバシー保護」の課題については、

近年プライバシー保護データマイニングが研究

されている。これは、プライバシーや企業機密

を守りつつもデータ分析の結果得られた知見を

活用しようとする際の技術的な対応である。こ

の技術の活用によって「個人のプライバシーが

暴露されることは一切ないが、それらのデータ

に基づく全体動向については皆で共有すること

ができる」というデータ分析が、技術的に可能

になる。

　プライバシー保護データマイニングには、3

つのアプローチがある。「入力データに対する

プライバシー保護技術」、「個々のデータを秘匿

しつつ解析結果の抽出のみを可能にする技術」、

そして「出力データに対するプライバシー保護

技術」の 3 つである [13]。

　入力データプライバシー保護技術とは、個人

の特定などに結び付く可能性があるデータを加

工あるいは削除することで、プライバシー侵害

のリスクを低減する技術のことであり、匿名化

や攪乱といった手法がある。

　匿名化とは、データを分析しても、ある特定

の個人がわかる状態に戻らないようにするこ

とである。その手法には、切り落とし、仮名

化、曖昧化などがある。切り落としは、個人

を特定できる情報自体を削除するものであり、

「仮名化（マスキング）」は別の情報に置き換え

ることで個人の特定を防ぐ。曖昧化は、情報の

粒度を粗くすることで個人の特定性や識別性を

下げるものである。これらの匿名化技術は、た

とえばオラクルのデータベース管理システム

のオプション機能「Oracle Data Masking Pack」と

して実現されている [14]。この機能は、センシ

ティブなデータを不可逆なマスキングデータに

置き換えることで個人が特定されるリスクを低

くする。センシティブなデータとは、保護すべ

き個人情報である、クレジットカード番号、電

話番号、国が定める ID（米国の Social Security 

Number、日本のマイナンバー等）などの情報で

あり、これらのデータに対して共通の仮名化

フォーマットのライブラリを提供している。し

かし、このような匿名化では十分にリスクを低

減できない場合がある。特にデータ量が大きく

なった場合、その傾向が強くなることが知られ

ている。そこで、匿名化したデータが再特定化

されるリスクや属性推定のリスクを評価する手

法が提案された。k- 匿名性 [15] や l- 多様性 [16]

などの指標がそれに該当する。

　攪乱とは、個人に関わるデータの属性を事前

に定めたルールに基づいて、攪乱したり、ノイ

ズを加えたりすることで、個人が特定されるリ

スクを低減する手法である。例えば、複数の属

性をランダム化することで、個々のデータが実

在しないデータに変換されるため、個人と結び

付くことが極めて困難になる。

　個々のデータを秘匿しつつ解析結果の抽出の

みを可能にする技術とは、複数の参加者がいる

ときに、お互いの情報を秘匿したまま演算結果

のみを出力する技術の総称で、秘密計算と呼ば

れる。秘密計算を用いることで、他人に知られ

たくない個人データを秘匿した状態で、統計値

や解析結果のみを取得することができる。

　秘密計算は大きく三つに分類される。秘匿回

路計算を用いる手法、秘密分散を用いる手法、

準同型暗号を用いる手法である。

　秘匿回路計算を用いる手法 [17] は、二者がい

るときに、一方が暗号化された秘匿回路を構築

し、両者がおのおののデータを暗号化した上で

回路に入力すると、回路上で演算処理が行われ、

もう一方が演算結果を受け取るというものであ

る。秘密分散を用いる手法 [18] は、二者が各々

自分のデータを分割して断片の一つを他方に預

け、乱数を加えた断片をやり取りすることで、

元のデータを復元しないまま演算する手法であ

る。

　準同型性を持つ暗号を用いる手法 [19] は、暗
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号化することで個々の情報は秘匿されるもの

の、秘匿された情報のまま計算を行うことがで

きるようになっている。

　出力データプライバシー保護技術とは、解析

を行うコマンドである問い合わせへの応答を制

御する、あるいは解析結果に対してノイズを加

えたりすることで、特定の個人の属性が明らか

になるリスクを回避する技術である。

　この技術は、解析結果においてプライバシー

侵害のリスクが残ることがあるため、重要で

ある。例えば、「住所から、町・村以下の情報

を除いたデータ」「年代」「購買履歴」を記録した

データベースから、データマイニングした結果

を表示する処理を考える。データの絞り込みに

おいて、人口が少ない地域かつ、年齢層が少な

い年代を設定した場合、対象が一人のみとなる

と、結果として特定の個人の購買履歴が推定さ

れる可能性がある。このようなプライバシー侵

害を避けるため、出力結果に制限をかける、あ

るいは出力結果にノイズを加える技術が適用さ

れる。

　このような技術はクエリ推論制御と呼ばれ、

一定の数値以下の出力を行わない、あるいは出

力結果にあいまい性を持たせるためのノイズを

加える等の加工が行われる。分析結果の差分か

らデータが特定されることを防ぐため、特定の

利用者から異なるクエリが連続して送られてき

たとき、これを拒否するようなクエリ監査とい

う技術も存在する。

　以上、入力時、データ蓄積時、出力時の各プ

ロセスでプライバシー保護技術を適用すること

で、原理的には保護すべき情報の漏えいを防ぐ

ことができる 12。

5．まとめ
　本稿では、デジタルマーケティングにおける

ビッグデータ・マイニング手法を分析手法と分

散処理基盤の観点から検討した。まず、デジタ

ルマーケティングの現況を AISAS モデルを用

いて概観し、AISAS モデルとチャネルの関係を

説明した。次に、ビッグデータ分析の課題を

検討した。具体的には、Edge-HeavyData 問題、

価値密度の問題、データの質の問題がある。ま

た、大量のデータを処理する際の技術的問題が

ある。さらに、分析方法に関する議論やプライ

バシー保護の問題がある。

　これらの一般的な課題の中から、ビッグデー

タのマーケティングにおける課題を AISAS モ

デルとチャネルの関係を踏まえて整理した。

　整理された課題に対して、デジタルマーケ

ティングのためのデータ分析技術を分析手法と

分散処理基盤の観点から提案した。
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