
3分でわかるビッグデータの概要と活用事例

ビックデータを活用した

マーケティング戦略



高度なデジタル社会となった現代の日本において、 

「ビックデータ（Big Data）」という言葉を聞いたことがないという方は少ないのではないでしょうか。 

 

「ビックデータ」とは辞書で調べると「無数の取引、生産、通信プロセスから生成される大量のデータ」と 

表現されていますが、ビジネスを展開する全ての法人・個人にとっては、 

顧客の抱くニーズの詰まった「宝の山」と表現する方が腑に落としていただけるかもしれません。 

 

全てのものがオンラインで繋がり、一人ひとりの個人的な情報がデータとして共有される時代において必要なものは 

「データ分析のリテラシー」と表現しても過言ではないでしょう。 

 

本誌は、「予測不可能な事態が次々と起こる時代に企業はお客様にどのような価値提供を行うべきか、  

マーケティングはどうあるべきか」を一人ひとりが考えられるよう設計されています。 

 

本誌がビッグデータに携わる全ての皆さまに届くことを願っております。 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Withコロナ時代の

新しいお客様とのつながり方
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ビックデータとは
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「ビッグデータ」と聞いて

あなたは何をイメージしますか？

３分
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ビックデータとは

6
【出典】総務省｜平成24年版 情報通信白書 

ソーシャルメディアデータ

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、

コメント等

ウェブサイトデータ

ECサイトやブログ等に おいて
蓄積等される購入程歴、ブログ

エントリー等

マルチメディアデータ

ウェブ上の配信サイト等 におい
て提供等される音声、動画等

センサーデータ

GPS、ICカードやRFID等 にお
いて検知等される位置、 乗車

履歴、温度、加速度等

カスタマーデータ

CRMシステムにおいて管理等
されるDM等販促データ、会員

カードデータ等

オフィスデータ

オフィスのパソコン等に おいて
作成等されるオフィス文書、E

メール等

ログデータ

ウェブサーバー等におい て自
動的に生成等されるアクセスロ

グ、エラーログ等

オペレーションデータ

販売管理等の業務システムに
おいて生成等されるPOS デー

タ、取引明細データ等
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ビックデータと聞くと、「素人では扱えない膨大な量のデータ」を思い浮かべて

しまいますが、それだけを意味しているわけではありません。 

 

ビックデータとは、「様々な形をした、様々な性格をもつ、様々な種類のデータ」

のことを指します。「平成29年版　情報通信白書」によれば、ビックデータは次

のように定義されています。 

 

「ビックデータとは何か。これについては、ビックデータを『事業に役立つ知見を

導出するためのデータ』とし、ビックデータビジネスについて、『ビックデータを

用いて社会・経済の問題解決や、業務の付加価値向上を行う、あるいは支援

する事業』と定義している。」 

 

次はビックデータの根幹にある「情報の価値」について考えてみたいと思いま

す。 

ビックデータ ＝ Big Data

ビックデータとは

7
【出典】総務省｜平成24年版 情報通信白書 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情報を「知っている」のと「知らない」のとではビジネスや生活の質にかなり差が

出てきます。分かりやすい例が、世界最大のECサイトであるAmazonでの買い

物時に使える『Keepa』という追加機能です。 

 

この追加機能は、『Amazon』の全商品の値段の変動を記録しており表示してく

れるものです。これを活用することでセールなど、過去の値段の変動の統計か

ら、今後、値段が下がる可能性を予測することができます。これを知っているの

と知らないのとでは、日々アマゾンを利用する人にとっての年間の買物額には

大きな差が意図せず生まれてしまうことになってしまいます。 

 

また、情報の価値は、人によって違うという性質も兼ね備えています。例えば

『Keepa』の例で言えば、Amazonを使う人であれば有意義な情報ですが、全く

利用しない人にとっては価値のない情報と言えます。情報を利用するときは、

例えば自分にとって価値のない情報だったとしても、誰かにとっては大きな価

値であることを理解して、情報と向き合うことが大切です。 

8

ビックデータとは

【出典】Windows Central、Keepa 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ビックデータとは

【出典】Windows Central、Keepa 

情報の種類と価値

希少価値のある情報

価値のある情報

価値のない情報

受け手、内容、タイミング‥‥etc.　さまざまな条件で情報の価値は変化します。 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ビックデータの分析とは
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ビックデータの分析とは

【出典】Windows Central、Keepa 

セグメンテーション
条件によって、 市場顧客を分類

ビッグデータがある場合：多様な軸で分類可能に

「分析する」ということはどういうことでしょうか。 

漢字辞典によれば、「分」と「析」どちらも「分ける」という意味を

もっています。つまり、情報（データ）をどう分けるのか、そし

て、分けたものをいかに活用するのかが要であるといえます。 

 

ビックデータとしての情報に多様なセグメントや条件を設定す

ると、さまざまな活用の方法が生まれます。 

 

普通はセグメントや条件を増やせば増やすほど、数が少なくな

り信頼できるほどの有効な結果は得られませんが、ボリューム

数を確保することで、信頼性の高い情報を得られるようになりま

した。 

セグメンテーション
分類した中から、どの顧客を対象にするか選定

ビッグデータがある場合：細かい条件でも対象者を確保

ポジショニング
条件によって、 市場顧客を分類できる

ビッグデータがある場合：多様なタッチポイントの創出

S

T

P
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ビックデータの分析とは

【出典】データスタート 

データを分析する際の4つの視点

全体を見渡す

おおよそをつかみます。全
体の傾向や分布を見ます。

年齢、地域、性別、そ
の他考えられるグ
ループや条件で分類
し、比較します。「分け
る・比べる」はデータ
分析の基本です。

分ける・比べる
変化や関係を

探る
予測する

変化の代表指標は
「時間」です。時系列
変化を探りましょう。
そこには必ず理由が
あるはずです。

3つのステップで見え
てきたことを元に、未
来を予測してみましょ
う。どんなことが起こ
り得るでしょうか。

※ 分析はあくまでも手段です。PPDACフレームワークなども活用し、全体の位置づけを確認しておきましょう。

PPDAC‥‥Problem（問題の把握と明確化）、Plan（仮説の設定・調査分析の計画）、Data（データの収集・整理）、Analysis

（データに基づく分析）、Conclusion（分析結果の考察・結論）。 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ビックデータの分析とは

【出典】CCCマーケティング株式会社 

データ分析の視点とアウトプット評価
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ビックデータの活用事例
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ビックデータの活用事例

何か起きるのが当たり前になり、正解と不正解の境界線が曖昧になった時代で

もなんらかの意思決定はしなければなりません。そうした時に、データを活用し

て意思決定するのも一つのやり方です。 

 

雪が降る天気予報を例に、情報の活用例をご紹介します。 

 

天候のような突発的な変化が起こる事象に対しては、まずは「頻繁に天気予報

サイト」にアクセスして、「正しい情報」を入手して、「環境を適用」します。その次

に、雪が降ったあとに何が起きるのかを予測します。「鉄道が止まったり、大きな

イベントが中止になったり」と自分の生活と、この雪が降るという事象が、同リンク

してくるのかを考える。そこから「鉄道が止まったらどうする」のように準備をして

いくのが必要です。 

VUCA時代こそデータを活かそう
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ビックデータの活用事例

VUCA時代こそデータを活かそう

変動性（Volatility）→　突発的な変化に環境を適応させよう

不確実性（Uncertainty）→　鮮度の高い情報を入手しよう

複雑性（Complexity）→　影響を与え合う関係性を把握しよう

曖昧性（Ambiguity）→　多様な視点から意思決定しよう
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ビックデータの活用事例

事例：国内の産業構造や人口動態、人の流れを知る

内閣府（地方創生推進室 ビッグデータチーム）が運営する『V-RESAS

（リーサス）』というサイトを使えば、日本国内の色々な動向を無料で知る

ことができます。例えば、都道府県間での人口の移動や、消費動向など

も分析可能です。 

 

地域経済分析システム（RESAS：リーサス）は、地方創生の様々な取り組

みを情報面から支援するために、経済産業省と内閣官房（まち・ひと・し

ごと創生本部事務局）が提供しています。 

 

自治体職員の方や、地域の活性化に関心を持つ様々な分野の方に

よって、効果的な施策の立案・実行・検証のためなどに広く利用されて

います。 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ビックデータの活用事例

事例：人気アニメを分析し消費者ニーズの動向を調べる

一定の時間軸におけるビックデータがあることで分析できるようになった

例が、CCCマーケティング株式会社の『鬼滅の刃』の初期のファンの分

析です。ご覧いただければわかる通り、ブーム期の鬼滅ファンのボ

リュームはかなりありますが、初期の鬼滅ファンはとても少なくなっていま

す。 

 

また、漫画版『鬼滅の刃』の購入者を重ねて分析することで、初期とブー

ム期で購入層に変化はあったのかが分かります。 

 

このように、データを組み合わせることで新たな真実や価値を浮かび上

がらせることができるのも、ビックデータ分析の価値です。 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Special Thanks
佐藤伸『「ビックデータ」を活用したマーケティング戦略とは？  』

佐藤 伸
CCCマーケティング株式会社

ソリューション開発ユニット ユニット長

佐藤 伸
中古車ディーラー店長、青年海外協力隊（アフリカ）、カー用品チェーン本部の

会員販促担当を経て、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社へ入社。日

本最大級の共通ポイントであるTポイントデータを用いた顧客起点の分析業務

や新規事業開発に携わる。2020年現在、CCCマーケティング株式会社データ

ベースマーケティング研究所ソリューション開発ユニット長。日本マーケティング

・サイエンス学会『顧客価値創造のためのコミュニケーション研究部会』代表。

中小企業診断士（経済産業大臣登録）。 

 

※ この資料は2021年1月29日に開催されたオンラインイベント『DX Marketing 

Innovation Summit 2021』において行われた、佐藤 伸さんによる講演『「ビック

データ」を活用したマーケティング戦略とは？ 』を元に制作されております。 


