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要旨  アンケート調査データをデータマイニングすることによ

り、現在の市場の構造を分析することができる。さらにアンケ

ート調査データから作成したベイジアンネットワーク・モデル

では、確率分布を修正したり、新しい変数を追加したりするこ

とができ、さらにシミュレーションを実行して、新しいデータ

を生成することができる。このデータをさらにデータマイニン

グすることにより、さまざまなシナリオを仮定した仮説的未来

市場の構造を分析できる。 

1 なぜ日本企業はスマートフォ

ンを発明できなかったのか？ 
近年、ディジタル革命に乗り遅れて苦戦する日本

の産業界に関するさまざまな論評がある。なかでも

象徴的な議論が、「なぜ日本企業はスマートフォ

ンを発明できなかったのか？」という問いである。

かつてのソニーや東芝なら、きっと世界に先駆けて

開発できたはずなのになぜ？というわけだが、その

答えは「時の勢い」と言うしかない。 
日本企業の方法にさまざまな問題点があったとし

ても、上げ潮のときには、日本の技術者もマーケッ

ターも、より積極的になって創造性を発揮でき、マ

イナス要因を上回るパフォーマンスを上げるが、一

旦下げ潮になると内部闘争が始まり、マイナス要因

が顕在化してしまう。これは日本企業に限ったこと

ではなく、古今東西、組織の「衰退」とはそうした

ものだろう。 
残念ながら日本企業の衰運をくい止めるのは、簡

単なことではない。本稿では、次善策として「スマ

ートフォンの発明」がどのようなタイプのイノベー

ションであって、それを可能にするには何が必要な

のかについて、掘り下げて議論したい。 

まず商品開発の分野では、「マーケット・イン」と

「プロダクト・アウト」という議論がある。簡単に言

うと、マーケット・インとは市場指向であり、市場

調査によりユーザーのニーズを丹念に拾い上げて、

それに従って商品を開発するというアプローチを指

す。一方、プロダクト・アウトは、製品・技術指向

である。技術主導で、一般ユーザーが思いつかない

ような画期的な新商品が開発される。 
ならばスマートフォンはプロダクト・アウト型の

開発だろうか？一見そう見えるのだが、じつはそう

ではない。技術的には“インターネット”が突破口

になっているのは明白だが、携帯電話をインターネ

ットに繋ぐアイデアは、日本の NTT Docomo の方

が先に実現していた。決済機能もまた同様である。

スマートフォンの重要な特徴は、個別の技術仕様で

はなく、それらを組み合わせて、“総合的に”どのよ

うな“価値”や“体験”を提供できるか？というと

ころにある。 
したがって、ここでは、技術指向と市場指向の二

項対立に拘束されるのを避けるために、もう 1 次元、

次元を加えて考える必要がある。すなわち、「市場指

向 対 技術指向」の軸に、もう 1 つ、「連続的発展 
対 非連続的発展」という軸を加えてみよう。そうす

ると図 1 のように 4 象限の平面ができる。 
連続的発展は、従来的な商品コンセプトの延長線

上の開発であり、非連続的発展は従来の商品コンセ

プトとは隔絶した新規性の高い商品、新しい商品ジ

ャンルの誕生を意味する。 
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図 1 イノベーションのタイプ分け 
 
(1)「技術指向・連続的発展」の組み合わせは、つ

まり、技術の連続的な「改良」を意味する。比較的

容易かつ正確に、数年後の技術仕様を予測できる領

域である。 
(2)「技術指向・非連続的発展」は、基礎研究の成

果から技術方式が根底から変更されて、まったく新

しい製品が生み出されるパターンである。基礎研究

は長い年月をかけて取り組まれることが多いので、

これもある程度、未来の予測ができることが多い。

しかし、稀にまったく注目されていなかったような

ところから研究成果が発表されて、事態が大きく進

展することがあるので、その場合は、予測が難しい。 
(3)「市場指向・連続的発展」は、従来典型的な「マ

ーケット・イン」として捉えられていたイノベーシ

ョンと考えることができる。 
(4)「市場指向・非連続的発展」は、市場が非連続

な変化を示すパターンである。スマートフォンの事

例は、じつはこれになる。 
 
市場指向ではあるが、非連続的発展の裏には技術

の進展があることは否定できない。古い技術（シー

ズ）および市場（二ーズ）が、一定水準まで発展し

て成熟した後、それらの相互作用によって、新しい

価値が創発される。 
残念ながら、通常の市場調査を実施しても、こ

れを事前に察知することは難しい。「調査では過去の

ことしかわからない」というのは残念ながら真実で

ある。 
スティーブ・ジョブスは、市場調査には依らず、

天才的な直観によって未来を見ていた。彼には実際

に未来の消費者が「見えていた」ので、そのニーズ

に応えるユーザー・インタフェースを既存技術の組

み合わせで設計することができたのだ。 
こうしたことは天才にしか許されず、凡人の集団

にはできないのだろうか？たとえ凡人の集団であっ

ても、たとえばタイムマシンのように未来を見るこ

とができれば、それを利用可能な技術で具現化する

ことはできるに違いない。必要なのは“ビジョン”

なのだ。 
本稿では、データサインエンスによって、それが

実現できる可能性を提示してみたい。従来的なマー

ケティング調査では、過去が見えるだけで未来は見

えない。しかし、より高度な分析手法を用いると、

調査データから未来を“創る”ことも不可能でない。 

2 グルーピング、共通特性、関連

づけ 
本稿では、最終的にアンケート調査データなどの

定量的なデータ分析を取り扱うが、その前に、定性

情報（=自然言語の情報）の分析手法について全体を

見渡しておきたい。なぜなら、人間の創造的な思考

法の原理がそこにあり、統計的データの「探索的デ

ータ分析」の原理を理解する上でもじつは非常に重

要であるからである。 
いわゆる創造性技法または定性情報の分析手法に

は、さまざまな手法が考案されてきたが、その中か

ら淘汰され採用された手法として、KJ 法とグラウ

ンデッド・セオリー・アプロ―チがある。 
KJ 法は文化人類学者・川喜田二郎氏による創案

で、かつて日本の産業界でも広く導入された実績が

ある。グラウンデッド・セオリー・アプローチ（

GTA: Grounded Theory Approach）は、社会学者の

Barney G. Glaser と Anselm Leonard Strauss が提

唱した手法である。どちらも 1960 年代である。 
これらの手法は、それぞれ人類学や社会学などフ

ィールド調査をもとにして、理論を構築する分野で

生み出されており、既存の理論を用いて現象を説明

することを避けて、現象そのものを“あるがままに

”に捉えようとするムーブメントだった。 
ただし、これらの手法は、物理学やコンピュータ

・サイエンスのように厳密性や実証性を担保するこ

とが難しく、厳密な議論をしようとすればするほど

綻びが生じる。我々はこれらの手法を無条件で科学

的方法として肯定するわけではない。 

連続的発展 

非連続的発展 

技術指向 市場指向 

マーケット・イン プロダクト・アウト 

ブレークスルー マーケット・ビジョン 

例. スマートフォン 
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しかしながら、これらの手法の創始者たちが自ら

の虚栄心のためだけに世間を欺いたわけではなく、

そこには、人間の創造的思考方法に関する共通した

ある種の“気づき”がある。それは、 
 
(1) 対象をグルーピングすること 
(2) グループ内の共通特性を抽出すること 
(3) 各要素を関連づけること 
 

である。 
つまり、定性情報の分析手法や創造性技法の重要

なポイントは、これらの 3 つだけであり、各手法の

詳細な方法を学ぶのは、似非科学の沼に引き込まれ

ていくだけなのである。 
この 3 つは、我々が統計解析やデータ分析を行う

際にも十分に役立つことなのである。なぜなら、個

々の数理的手法は、その手法の中では、厳密な計算

が行われ、合理的に解釈することができるが、それ

は“限定的”な結果に過ぎない。（たとえば、2 つ

のグループの平均に差があるかないかなど。）それ

らを総合して、最終の意思決定を行う際に、自然言

語で人間の頭脳で考えること、すなわち、定性分析

が介在することを否定できないからである。 
言い換えると、数理手法と人間の思考の間にイン

タフェースを設けるとするなら、この 3 つを実装す

ることが必要になる。幸いにも、それは存在する： 
 
(1) クラスタリング 
(2) プロファイル分析 
(3) グラフィカル・モデリング 

 
である。つまり、この 3 つが、数理的な分析を土台

としながら、それらを総合して、より高次な認識に

辿り着くための「探索的分析」の構成要素となる。 
我々は、(1)および(2)について SOM と統計解析

を組み合わせたデータマイニング技術を、(3)にベ

イジアネットワークを採用する。 

3 既成概念を一旦使用停止する 
その中でも最も注意を必要とするのがクラスタリ

ングである。クラスタリングの正しいやり方は、取

り組もうとしている課題に応じて、“有用な”クラ

スタリングを発見しようとすることである。既成概

念を当てはめて、それと一致するクラスタリングを

採用するのでは、何ら新しい発見や創造に至ること

ができないからである。 
機械学習の分野では、1960 年代には「醜いアヒル

の仔の定理」（渡辺慧）として、これはすでに議論済

みで、純粋論理の上では、あらゆる 2 物の間の共通

特性の数は等しく、客観的な分類法というのはそも

そも存在していないことを証明している。そして、

渡辺は我々が特定の分類を採用するには、ある特性

が他の特性よりも重要であるということを認めざる

得ないと結論づけている。渡辺は、クラスタ分析の

目的は客観的な分類ではなく、“有用な”新しい分

類を発見することだと看破した。 
つまり、データのクラスタリングは、既成概念に

当てはめて対象を分類することを一旦停止するため

に用いるべきなのである。既成概念の使用を一旦停

止することの重要性は、従来、哲学でも議論されて

きたし、定性情報の分析や創造性手法でも同様であ

る。 
西洋の哲学では「エポケー(epochē)」という用語が

あり、現象学と呼ばれる哲学の一派の始祖フッサー

ル（Edmund Husserl）も好んで使用した。意味は

「判断を差し控える」ということなのだが、現象学的

には「既成概念の使用を一時中断する」ということ

になる。時代的背景から見ると、前出の KJ 法や

GTA は、現象学の影響を多分に受けている。 
たとえば、KJ 法では、「目から鱗が落ちるまで

、何度でもグループ化する」というのが、その最も

重要な部分である。KJ 法では既存の概念で対象を

分類することを禁止している。 
しかしながら、哲学や KJ 法などの「言語」の世

界ではこれを実践するのが非常に難しいのも事実で

ある。なぜなら、言語を使用するかぎり何らかの既

成概念を使用することは必須であり、そこから逃れ

ることが原理的に不可能である。 
そこで、「既成概念を使用しない」という感覚を

掴むよい方法の 1 つとして、デッサンを体験するこ

とを強く推奨したい。デッサンとは、言うまでもな

く、絵画の基礎的な技法で物体の形を正確に描く方

法である。デッサンでは対象の物体が「何であるか

」を意識するのを一旦やめて、ひたすら見えるとお

りに、より単純な図形と明暗パターンに分解（還元）

し、それらを全体的な構図の中に正しく配置するこ

とのみに専念する。 
画家は、対象を正しく描けていることを確認する

ために、図形をさまざまな塊りに分解・再構築を繰
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り返して、それらの位置的関係が正しいことを確認

する。そのようなプロセスを経て“意図せずして”

写実的な絵が出現する。 
このプロセスは、幾何学の問題を解く要領とも共

通している。幾何学では問題の図形をより小さな図

形のパーツに分解して、それらを組み合わせて、よ

り大きな図形を再構築する。さらには「補助線」を

描き加えて、新たな図形を作成する。こうしてなさ

れる図形の“解釈”の方法は、何通りも派生する。 
特定の問題を解くために特定の解釈が“有用”で

あるだけであり、どれが正しくどれが間違いという

ことはない。データのクラスタリングもこれと同じ

である。なぜならクラスタリングは、データの“解

釈”だからだ。さまざまなクラスタリングの中から

、特定の課題を解決するために“有用な”クラスタ

リングを探すべきなのだ。 
近年、統計解析ソフトウェアのクラスタ分析で、

クラスタリング品質測度が出力されるようになり、

一部の学会では、それを論文の査読の際に重要視す

る傾向が見られるが、じつはこれは新しい発見を阻

害する要因になりかねない。クラスタリング品質測

度は、オブジェクト間の距離関係から、全体を何個

のクラスタ（塊り）として解釈するのが、“より自

然であるか”の目安を与えるものに過ぎない。 
また、潜在クラス分析の従来のクラスタ分析に対

する優越性として、従来のクラスタ分析が暫定的な

結果しか提供しないのに対して、潜在クラス・クラ

スタ分析は統計的にしっかりとした根拠のあるクラ

スタリングを提供すると説明される場合がある。潜

在クラス分析は、データが異なる母集団から取得さ

れて、混合された状態になっている場合に、それら

を区別するには、とても優れた手法である。 
しかしながら、潜在クラス分析と従来のクラスタ

分析を同列に比較するべきではないと考える。クラ

スタ分析が、暫定的な結果を提供するのは、欠点で

はなく、それによってデータの探索的分析を可能に

しているので、むしろ利点として捉えなければなら

ない。 
特定のクラスタリングのみを「客観的なクラスタ

リング」として認め、それ以外は「間違い」とする

態度は、探索的データ分析とは逆行する。しっかり

とした「デッサン力＝分析力」を持ってデータ分析

 
1 ちなみに哲学における”現象”とは、「意識に立ち現れるもの」

である。それはカントの「物自体」との対比で捉えることで理

解可能となる。つまり、我々人間には、実在そのものを直接認

識することは不可能で、（五感を経て）意識に立ち現れる現

に臨めば、エポケーを理解することができ、既成概

念による分類を手放しても、データが表す“現象”
1それ自体から分析が乖離することはない。 

4 SOM による市場構造の分析 
我々はここで(1)クラスタリング、(2)プロファイ

ル分析に、Viscovery SOMine というデータマイニ

ング・システムを導入する。これは Kohonen の自

己組織化マップ(SOM: Self-Organizing Maps)と統

計解析手法を融合させて開発された新しいタイプの

データ分析およびデータ・モデリングのツールであ

る。 
ここでは学術的・技術的な詳細に深く立ち入るこ

とは避けて、「何ができるか」「どう活用するか」の

みに焦点を当てて説明する。 
SOM は伸び縮みする柔軟な格子を多次元空間内

のデータポイントの分布にフィットさせてモデリン

グする手法である。格子の結び目を「ノード」と呼

び、各データポイントはノードのどれかに属してい

る。同じノードに属するデータポイントは、多次元

空間で定義されている変数について、全体的に類似

した値を持つ集合となる。 
さらに、2 次元のマップに並べられた各ノードは、

隣接するノード同士で互いに類似した値を持つ。つ

まり、ノード間のトポロジカルな順序（並び順）に

応じて類似の関係を持つ。 
SOM 自体は、格子状に繋がれたノードとデータ

ポイントとの対応関係を定義していて、あるノード

を選択すると、それに対応するデータの集合を瞬時

に回収できるというものである。言い換えると、多

次元データ空間（人間が直接認識できない）と人間

との間のインタフェースを提供する。 
それを土台として統計解析、クラスタリング、予

測モデルの構築を行うことにより、従来手法を“大

規模・非線形データ”の領域に拡張できる。 
たとえば、従来の典型的な主成分分析(PCA)のマ

ップは、第 1 および第 2 主成分で構成される「平面」

にデータポイントを「射影」する。この場合、ある

データポイントが、第 3 軸以降の軸に大きな負荷

量を持つ場合、PCA のマップによる解釈は不確かな

ものとなる。 

象を手がかかりとして、実在（事実）を推定することしかでき

ない。したがって、幽霊や UFO も現象としては存在可能とな

る。データ分析におけるデータも、事実そのものではなく、現

象に属するものと捉えることができる。 
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データポイントが多次元空間内でうねるような曲

面を形成して分布しているような場合、SOM はそ

の曲面に沿ってマップ曲面を形成する。すなわち、

多次元の非線形データを“方程式なし”で“自由曲

面”により柔軟にモデリングする能力を持っている。 
SOM とクラスタリング手法を組み合わせること

により、非線形データのクラスタリングが可能にな

る。たとえば、消費者に対するアンケート調査デー

タは、多数の設問項目の間で複雑な関係性があり、

非線形の特性も持つことが予想される。 
従来の凝集型階層クラスタリングで得られるデン

ドログラムでは、オブジェクト（データレコード）

が 1 次元の軸上に並べられるのに対して、SOM で

は 2 次元のマップ上でクラスタリング結果を見るこ

とができ、より深い洞察を得ることができる。 
大規模データをクラスタリングするには、従来、

K-means 法で K を 1000 程度に設定して、データ圧

縮を行い、その結果得られた K 個の参照ベクトルに

凝集型階層クラスタリングを適用する方法が知られ

ている。SOM の場合は、SOM が K-means と同等

な役割を担っており、SOM のノードに凝集型階層

クラスタリングを適用して、大規模データのクラス

タリングができる。 
消費者のデータの場合、同じクラスタに属する消

費者の集合は、類似した消費傾向、あるいは類似し

たニーズを持つ消費者の集団と捉えることができ

る。SOM 上で階層クラスタリングした場合、クラス

タの領域は、階層的に拡げたり狭めたりできる。ど

の範囲を戦略的なターゲットと考えるかは、取り組

んでいる問題の範囲に応じて調整することができ

る。 
前述した幾何学的思考がここで生きてくる。

Viscovery SOMine では、クラスタまたは選別した

マップ領域のプロファイル分析（統計的特徴の分析）

が素早く行えるので、これを用いて、望ましいプロ

ファイルを持つターゲット領域を深く探索すること

ができる。アルゴリズムが提供するクラスタリング

結果にこだわることなく、隣接する領域はある程度

の類似性が期待されるので、自由自在に領域を設定

し直して、ターゲット領域を探索すればよい。 
大企業の全社的な事業戦略から、個別の商品コン

セプトまで、SOM を用いて立案することができる。

戦略理論の立場からすると、「連続した陣地を取って

いく」というのが定石である。現業からあまりに遠

くかけ離れた新規事業に取り組むよりも、現業と隣

接する領域に事業を拡げることにより成功確率が高

まる。SOM ではこのような戦略的立案がごく自然

に行える。 
商品開発では、設定されたターゲット領域で高い

値が示されているニーズ特性（またはシーズ特性）

から新商品のコンセプトを精密に定義することが可

能になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 Viscovery SOMine によるプロファイル分析 
 

5 ベイジアンネットワークによる

シナリオ分析 
ただし、前述のように従来的なマーケティング調

査では、過去を知ることができても未来を知ること

ができない。SOM を用いたとしても、それは同じ

である。したがって、ここまでの分析は、現状の事

業戦略や商品コンセプトが有効であるかどうかを確

認することに留まる。そこで登場するのがベイジア

ンネットワークである。我々は(3)グラフィカル・

モデリングに Hugin というベイジアンネットワー

ク構築/運用支援システムを採用する。 
ベイジアンネットワーク(BN)は、確率推論の手

法である。BN の各ノードは、データの各変数に対

応している。基本的な BN のノードは「ステート（

状態）」を持つ。これを一般的な統計/データ解析の

用語に言い換えると、つまり、ノードはカテゴリカ
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ル（質的）変数であり、ステートはそのカテゴリ値

（モーダリティ）であると言ってよい。改良された

BN 技術では連続変数（量的変数）も取り扱うこと

ができるが、BN の本来的な守備範囲は、質的変数

で構成されたデータのモデリングである。（その意

味で、アンケート調査データのモデリングは、BN
と親和性が高い。） 
ノードは、互いの因果関係に沿って、リンク（ア

ーク）で結ばれる。データから構造学習によって、

この関係性を求めることができるが、最終的には人

間の知見を加味してネットワークを完成させる。 
各ノードには、そのノードのステートと親ノード

のステートとの間の確率的な関係性を記述する「条

件付き確率表」が定義される。ちなみに、一般的な

統計/データ解析手法を用いてアンケート調査デー

タを分析する場合、通常、任意の 2 つの設問項目の

間でクロス集計表を作成し、それを用いて、コレス

ポンデンス分析を行うのが、現在の主流になってい

る。 
条件付き確率表は、このクロス表に相当するもの

で、それをネットワークで繋げたものが BN である

と捉えることができる。条件付き確率表は、データ

からパラメータ学習により、正確に計算することが

できる。 
通常の BN の動作は、完成したネットワークを用

いて、いくつかのノードに値（エビデンス）を与え、

確率的推論によって、エビデンスが与えられていな

いノードの値を確率的に予測する。つまり、BN の

主な利用目的は、情報の一部が取得できないような

場面で、不完全な情報をもとにしても、なるべく極

端な外れ方をしないような意思決定をすることであ

る。 
しかしながら、Hugin ではデータから BN モデ

ルを作成する以外に、ユーザーの知見をもとに確率

分布を定義して BN モデルを作成し、そのモデルか

らシミュレーションによって、データを生成するこ

ともできる。これを活用して、シナリオ分析を行う

ことができる。 
調査データから BN モデルを作成して、そのモデ

ルからシミュレーション・データを生成すると、元

の調査データとほぼ同じ構造を持つデータを生成で

きるだけだが、ここで確率分布を変更することによ

り、異なるシナリオのデータを生成できる。 
たとえば、消費者の年齢構成や既婚率などは、現

在の統計データから数年後の値を決定論的に予測す

ることができる。定期的に同じ調査を実施している

場合、それぞれのデータで BN モデルを作成して、

パラメータ学習によって確率表を求めると、異なる

調査時期の間の差分を求めることができるので、そ

の差分から未来の確率表を作成することができる。 
また特定の製品分野での数年後の技術的進展は、

技術の専門家にはかなりの精度で予測が可能な場合

があるので、そうした新技術と消費者のニーズの関

係性を「仮説」として設定して、新しい仮説的変数

（仮説ノード）を作成することも可能だろう。 
こうして改変された BN モデルからシミュレーシ

ョン・データを生成し、それを SOM で分析するこ

とにより、従来不可能だった未来市場の構造分析（

マーケット・ビジョン分析）が可能になる。 

6 シミュレーション・データの分

析 
シミュレーション・データから作成した SOM の

マップは、未来の市場構造を表している。さて、未

来の市場で自社は、どの領域を獲得できるのか？獲

得するべきななのか？そして、そのためには、どの

ような施策や商品コンセプトが必要になるのか？が

最終の問いである。 
まずは、最初の分析と同じようにクラスタリング

により、未来の市場がどのような構造（セグメンテ

ーション）からなるかを知ることができる。しかし

、このままでは、自社がどこを攻めるべきかがわか

らない。 
そこで、最初のマップを作成するのに使用した現

在の市場データと、そのマップで作成した市場セグ

メント（クラス）を未来市場のマップに“連想”

(Association)させてみる。そうすると、現在の自社

の事業戦略または商品コンセプトが、未来市場にお

いてどのポジションにあるかを知ることができる。 
現市場のマップでの自社領域に属する回答者の数

の全回答者の数に対する割合は、実際のマーケット

シェアに一致するのが理想であるが、もし一致しな

い場合はその倍率を求めることができる。 
続いて、未来市場のマップでの自社領域に属する

シミュレーション・データのレコード数の全シミュ

レーション・データのレコード数に対する割合は、

現在の商品コンセプトの延長線上での未来市場にお

ける自社のマーケットシェアを反映しているものと

考えることができる。（この割合に前出の倍率をか
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けたものが、未来のマーケットシェア予測となる。

） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 マーケット・ビジョン分析の手順 
 

ここから出発して、より多くのマーケットシェア

を獲得したり、市場でのより盤石なポジションを獲

得したりするために、未来市場のマップ上でどの領

域を攻めるべきかを考える。攻めるべき領域は、未

来市場のマップ上での自社領域に隣接する領域がま

ず優先される。その次に、隣接しない領域で、自社

が得意とする属性値（技術、製品タイプ、顧客属性

など）を示す領域があれば、そこを候補として考え

ることもできる。 
このようにして、具体的な施策を仮定して、そこ

を獲得したらマーケットシェア、すなわち、売上、

利益がどれだけ得られるかを分析できる。いくつか

の候補戦略を立てて、それぞれの施策の実行のため

のコストを試算すると、コスト対利益が計算できる

ので、最も効果的な戦略を採用することが可能とな

る。 

1 結論 

本稿では、SOM と統計解析に基づくデータマイ

ニング手法とベイジアンネットワークによるシミュ

レーション手法を用いて、市場指向・非連続的発展

のタイプのイノベーションを起こす市場調査データ

の分析方法について考察した。今後は、実データを

用いて、このアイデアの検証を重ねて行きたい。 
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