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レコメンデーションで飛躍する企業

[｡｡霞｡myＩ琴霜竺ｴﾑジｪｲ(I<BMJ） 倹診
MWiWI

Ｗｅｂシステム開発に関するトータルサポート

確かな技術で、多岐にわたる豊富な実績

1．Ｗｅｂ・モバイルサービスのトータルプロデュース

総合的にサポートできるという強み

株式会社ケイピーエムジェイは、Ｗ(．ｂシステム|)'1発をトータル

にサポートしている企堆である。ＳＮＳ･プログ･ＣＭＳ（キャッシュ・

マネジメント・サービス)、レコメンデーション、モバイルサイト

IH1発・人材サイト|)11発。Ｅ(､サイト1111発など、光'だしたサービス・

盤IWIのラインナップがあるＷｅｂシステムの櫛築にかかわる笑栽

を蝦常に持ち、クライアントも多い

レコメンデーション技術に注力

そんな''１、ケイビーエムジェイがもっともﾉJを入れている研究

|州発分111jが、検索技術およびレコメンデーション技術である。

インターネット上にWiWlがあふれてい為今１１，１'|社のWcl〕サイ

トにおいても梢Ｎｉを見やすく検索、炎,J〈していく必要がある卿

ケイビーエムジェイでは、いろいろな検索、レコメンデーショ

ン技術を、シンプルでわかりやすく、使いやすいサービスや製品

としてiItの中に提供していくことを考えている
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図パーソナライズド・レコメンダー概要図

十

ﾚｺﾒﾝド侭

Ⅱ、レコメンドＡＳＰ「パーソナライズド・レコメンダー」
ユーザーの購買意欲向上に

「パーソナライズド・レコメンダー」は、「このlWiIYIをⅦっている

人はこちらのIIWlVIも興っています」という機能を1Wi単にサイトに

付けられるＡＳＰサービスだ。

従来のレコメンドシステムとの述いは、』鵬幹システムとの辿柵

をとらず、タグで行動倣歴を収緋して笈現するため、既ｲＦのＷｅｂ

サイトに”低コスト”で．.素早く”、“而単に”レコメンド機能を

猟人できる点だ。

ユーザーは“サイトを閲覧するだけ"、サイト巡僻･汁は“タグを

IIlIiるだけ,‘，というとてもシンプルなサービス設計である。
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E雨扉F~i~ト･ﾚｺﾒﾝデーｼﾖﾝ･ｴﾝジﾝや感性検潔でECが偽かる！

ユーザーがサイトを利用する（①）と、タグを通して、ユーザー

の行動履膝とレコメンドするコンテンツデータがＡＳＰサーバに登

録される（②)。

あとは、レコメンド機能を表示する箇所に、Javascriptを貼れば、

Ajax技術（Ｗｅｂプラウザ内で、非同期通信とインターフェースの

櫛築などを行う技術の総称）を用いてレコメンド愉報が呼び出さ

れ（③)、ユーザーにはレコメンド悩報が提供される（④)。

ユーザーの行動履雁や鱗入履雁を用いて、商品間の関連性を分

析し、ユーザーの鱗買意欲を向上させる。

商品を軸にしたレコメンドとユーザーの噌好を軸にしたレコメンド

商品を軸にしたレコメンドは、いわゆる「商品Ａを見ている方

には商品Ｄがおすすめです」といったようなレコメンドである。

これは、誰が、どの商船に、何同アクセスしているかをカウン

トした行動願歴データから商品ごとに類似値を算出している。そ

れに、アクセス回数やロングテールに位脱する商品のレコメンド．

プライオリティをあげるなどの処FMを加え、商品ごとに関連性の

高い商品をレコメンドしている。

また、ユーザーの哨好を軸にしたレコメンドは、「あなたの閲覧

履歴から、商1MhＡ，Ｂがおすすめです」といったものである。

こちらも、対象ユーザーの、どの商品に、何何アクセスしてい

るかをカウントした行動履雁データから見た商品の傾向を洗いだ

していく。商,WIを軸にしたレコメンドの結果から、その商品と類

似値が商い商１Ｍをレコメンドする。
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ロングテール化を支援、おすすめ商品のコントロールも

ユーザー行動履歴を統計解析し、跡入する可能性が高い商品間

を動的にリンクしていく．レコメンド機能”を実現した。独自の

ロジックとノウハウにより、人気商品からニッチな商品までを効

果的に連携させることで、ロングテール化を支援する。

また、符理者側がおすすめしたい商品を優先して表示する「ルー

ルベース・ロジック」の付加が可能である。自動的に計算されて

いるレコメンドロジックに、ルールベース・ロジックを付け加え

ることによって、新商品や関連商品など、おすすめしたい商船の

コントロールが可能になるという。

テキストマイニングによる商品間の関連性も

商鮎に関巡するテキスト情報（コメント、レビュー）などをテ

キストマイニングし、テキストマイニング結果により商品間の関

連性を求めることもできる。

他にも、商'品に対するレコメンド傭報の確認だけではなく、期

間を絞ってのＰＶ(ページピュー)数､カート投入率の調査など､マー

ケティングに利用することも可能だ。

4４
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Ⅲ．レコメンドＡＳＰ「LPOレコメンダー」

ユーザーに最適なナビゲーションを表示

Ｗｅｂサイトへ流入した経路や肪IIIInl数などのデータを使い、

Ｗｅｂサイト訪Ⅲ時のコンテンツ（ガイダンス）を変兜するサービ

スだ。同条件でもＡパターンやＢパターン……というように複数の

コンテンツ（ガイダンス）を地傭しておけば、自動的にデータの分

析を行い、より効果の商いコンテンツパターンが表示される。

検索エンジン、検索キーワード、訪問回数、訪問時間、ドメイ

ンなどの条件を元にナビケーションを変更をすることも可能。そ

のため、インターネット広告バナー、リステイング広侮などから

アクセスしてきたユーザーに合わせて、峨適なナビケーションを

表示できる。

手持ちのコンテンツでユーザーへの訴求力を簸大限に高めるこ

とができ、商‘H,叫入や資料捌求、会貝登録など、収益につなげら

れる。直帰率（Ｗｅｂサイト訪問者が、サイト内を巡回せずに他サ

イトに移動したり、プラウザを閉じたりする荊合）やコンバージョ

ンを改善することができ、サイトの活性化にもつながるのである。

効果測定機能も

智理凹面から股定したナビケーションの条件で、どれくらいの

ユーザーを誘導できたかを、レポーテイングすることができる。

その効果を見て、表示内容を改稗していくことも可能だ。

もちろん、ＡＳＰサービスなので、雌幹システムとの巡柳も必要

ない。Java§criptの埋め込みのみで導入することができる。
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猷宣価

Ａ北海罰のツアー間笛を表尿

勢

４Ｆ

Ⅳ．強みは「技術力」と「発想力｣。刺激し合い、

磨かれる日々

大学発ベンチャーとしての創業

ケイビーエムジェイは、大学発ベンチャーとしての創業だ。､１１

時はビットバレーが盛り上がってきた時期で、起業してみようと

どえたのは、然な流れだったという慶応ＳＦＣキャンパス付近め

アパートで仲間とともに、大学の教授陣、搬師陣、先拙友人たち

の支援も得て、起業に至った。

卜|:Llの;ド均年齢は28歳。フラットでrl然体な人''11側係が、社Iﾉ１

の券Ｉ）１１気に炎れている。インターネッ1,や鵬'淵'１１１６をI|川必淵Yｌ

として使う世代が巾心なので、社員Ｍ上のコミュニケーション券

ＬｇＴ■や■』

同一ページのナピゲーションを、肪問経由によって過適な表示に堅更させ寵す。
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E而扉Fn-･ﾚｺﾒﾝデー ｼｮﾝ･ｴﾝジﾝや感性検索でECが儲かる！

通して、市場や社会の流れとニーズをキャッチアップしやすい環

境にある。若くて技術力の高いエンジニアが多いケイビーエムジェ

イでは、その強みを雌大限に活かして、さらなる耶業拡大を志し

ている。

｢遊び」の感覚、クリエイティビティを引き出す会社作り

「楽しんで作ればお客械に潤んでもらえる」ということを大切に

している。社長自身が、過去の維験から、特定の製砧やサービス

に没頭しすぎるとついつい視野が狭くなって（細かな部分や技術

に偏って注力して）しまい、結果としてつまらないものになって

しまう傾向があると考えているｃ視野を広げ、常に新しいものへ

挑職していくために、企画会議やディスカッションの場を設けて、

社貝の「遊び」の感覚、クリエイテイビテイを引き出すような会

社作りを心がけているそうだ。

世界中の人に愛されるインターネットサービスを創る

同社の強みは「技術力」と「発想力｣。「技術力」の而では、エ

ンジニアの志・スキル、ともに高い。ｎ々、国内の悩報だけでは

なく海外の怖報もチェックし、雌新の技術を取り入れ続ける環境

もある。

また、「発想力」の而では、「ｏｎｅｔｏｏｎｅランキングシステム」

や「パーソナライズド・レコメンダー」など、これまでにない独

創的なサービスを生み川している。こうした新しいサービスを側

発するための勉独会やアイディアコンテストなども馴繁に開仙し

ている。
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「技術力」と「発想力」を瞬き、世界中の人々に愛されるインター

ネットサービスを創り続けていきたいと代表取締役木村氏はいう。

堅実なビジネスと柔救な視点を鵬じさせるケイビーエムジェイに、

さらに期待は広がる。

●CompanyProlile

会社名 株式会社ケイビーエムジェイ（KBMJ）

代表者 代表取締役木村武弘

所在地
東京都中央区日本柵２丁目７番９号

大手町建物日本橘ビル４Ｆ

ＵＲＬ htlp://wwwkbmj,com

・各稲Ｗｅｂパッケージ開発・販売

駆菜内 容
・Web/撹帯システム開発

・ネットワーク梱築

・各稲Ｗｅｂサービスの企画・運営
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lChoPfer'ト・レコメンデーション・エンジンや感性検索でECが儲かる！

レコメンデーションで飛躍する企業

０ｍ

独自開発の画像認識エンジンを活かして

ベースはその技術力にあり

１．画像認識という強み

自社開発の画像認識エンジン

株式会l《l:Ｃ１〕ｌＲは、’'１社|＃1発の仙i像偲撒エンジンをベースに‘l喋

腿IIMしている。仙i像における「近い雰囲気」の認拙には、対製lI1Ii

像の色・形・柄といった要素を解析する独rlIH１発のlIiIi像潔紬エン

ジン｢】･ilsa｣をiﾙ川。他のメディア企堆へ技術ﾉJをベースにしたサー

ビスを提供すゐのがコンセプトだ．

Ⅱ、独自開発のレコメンデーション･サービス「sen-sai」

類似画像自動判別

レコメンデーション･サービス「sen-sai」は、対象となるIIIIi像と、

近い雰I川気のId1i像を抽出・推奨する独rI冊発のレコメンデーショ

ン･エンジンである。M1Ii像鯉織にはIMI述の「、雛I」を活川している

画像認識というと顔認識などで用いられる特徴並抽州をイメー

ジするが、「sen,Sai」が行うのは、画像全体から色・形・柄といっ

た人Ⅲlの悦雌でJIM解する．､見た11'・に近い３笈紫をそれぞれ総合

的に前･ｳ>:し、対象llIhi像に雰洲気の近い画像を抽出するレコメンデー

ションである。
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このエンジンを導入することにより、消費者は、たとえばＷｅｂ

で洋服を雌入する際に、気に入った商品の瀞細を見ると同時に、

形や色、柄など視覚的に類似する他の商品もチェックすることが

可能になる。

モバイルシヨッピングサイトの場合には、画面の大きさが限られ

ていて見える領域が小さいので、うまく商品を紹介できなければ

Ⅶ客を取り逃がすことになるが、その点においてはインターフェー

スも特徴的だ。同一画面に似ている商品を次々と紹介してくれる

ので、顧客は画面を行ったり来たりというストレスを感じないま

ま、どんどん他の商船をチェックできる。これにより、回遊率が

向上して、滞制時間が長くなり、商品両像を同一Ｗｅｂサイト内で

閲覧する中で好みの商品が見つかる場合が多いという。

導入企業にとっては、商機を逃すことなく、しかも視覚的に訴

えるレコメンドの実現が可能なのである。

導入の容易さも魅力。ロングテールのテール部分の商品にも

導入にはＡＰＩ（アプリケーション・プログラム・インターフェー

ス）を提供してＤＢ連携をとる形と、顧客のＷｅｂサイトにタグを

貼る形の２パターンを提供しており､大規模な開発などは必要ない。

導入の容助さも魅力的なポイントである。

また、行動ベースのレコメンド・エンジンの場合は、売れ筋をさ

らに強化する使い方には有効であるが、売れ筋ではない商品、たと

えば、ログにも残っていない、閲覧すらされていない商品をレコメ

ンドするのは得意とはいえない。しかし、「sen,Sai」の場合は、画像

の類似性によってレコメンデーションするため、ロングテールのテー

5０
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ル部分の商品にスポットライトを当てることができるのが特徴だ。

ユーザーにとっては、決め打ちの購買というよりも、衝動買い

を支援してくれるイメージだろうか。いろいろな逸択肢をユーザー

に与えてくれそうだ。

Ⅲ．「近い雰囲気の画像」に対する

レコメンデーション・ニーズ

ニーズをつかみ、さまざまな分野への展開を

アパレル関連サイトのほか、不動産側巡サイトにおける部屋の

雰囲気や、飲食店サイトにおける店の雰囲気、旅先における景色

など“近い雰囲気の画像”に対するレコメンデーション・ニーズ

は増えているという。そのニーズをうまくキャッチし、今後展開

していきたいと考えている。

設立間もない．ド・ベンチャー.・だと代表取締役高瀬氏。モバ

イル分野における画像認識ベースのレコメンデーション・エンジ

ンの提供については、パイオニアであるという。今後、生活の中

で知らず知らずのうちにそれらの技術に触れる機会が増えていく

ことを思うと、期待が膨らむ。

●CompanyProliIe

会社名 株式会社ＣｂｌＲ

代表者 代表取締役高瀬大輔

所在地 東京都文京区渦島２．２３．８エリートイン澗水坂

ＵＲＬ http://www,cbir,jｐ

駆粟内容 画像認識エンジン「rasa」の開発・運用

5１



ブログマイニング、

クチコミメディアで流行をつかむ！

■ 画

Ｃｈｏｐｉｅ「



6,大きな可能性を秘めた新ﾒデｨｱ
潮「ブログ」をマイニングする

１．１人１ブログ時代の到来

◆個人が愉報発信メディアを持つようになった

インターネットが世の中に登場したとき、個人や企業が巌価に

柵極的な情報発信ができる新しいメディアが登場したともてはや

された。

しかし実際には、ＨＴＭＬといった新しい高諮を覚えないとホー

ムページを作れないなど、少々ハードルが商かつた。その後、簡

jIiにホームページを作成するためのソフトウェアなども開発され、

かなりハードルは下がって、ホームページの数は急速に増えた。

そして、数年前にプログというものが鞍場し、その簡便性によっ

て一気にインターネットの中核的な存在になった。さらにはＳＮＳ

といわれるネット上のコミュニティが幾場した。

プログやＳＮＳにおいては、なんら営利を目的としない個人が、

プログという手法を使って、Ｈ記を諜くように自分の日常を傭報

発佃し、ＳＮＳというコミュニティの中で、学校の敬室で友述とお

しゃべりするように、とりとめのないことを情報交換するように

なった。

これらは、ＣＧＭ（ConsumerGeneratedMedia）と呼ばれる。

消賀肴ロ身によって生成されるコンテンツを褐戦したメディアの

ことで、すでに取り上げたプログやSNS、さらにはクチコミサイ
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に雨扉忘ト･プﾛグﾏｲﾆﾝグ､ｸﾁｺﾐﾒヂｨｱで流行をつかむ！

卜やＱ＆Ａコミュニティなども、ＣＧＭに含まれるものとされる。

Ｗｅｂビジネスにおいては、これらのＣＧＭは広告メディアとし

て活用されることが多い。

たとえば、自動車のマニアが立ち上げている自動巾に関するプロ

グであれば、それを読みにくるユーザーも自動車に興味・関心が高

いことが容易に推測できるので、そうしたプログには、自動車メー

カーがバナー広告を掲出する、ということが巷えられるｃそのプ

ログを作っているプロガー自身も広告のターゲットだし、そのプ

ログを読みにくるユーザーも広悔ターケットになり得るのである。

◆ＣＧＭの進展がＷｅｂマーケティングを変えた

ブログが登場する以前のバナー広告は、アクセス数の多いポー

タルサイトに多額の広併料金を支払って褐戦するという仕組みで

あった。今でも、そうした広告は存在する。しかし、そうしたポー

タルサイトだけでは掲栽枠も限られている。しかし、プログが登

場したことで、バナー広告を掲載できる枠は、飛踊的に拡大した

のである。

ただし、プログはアクセス数の多いものもあれば、極めて少な

いものもあり、広告媒体として考えた場合には、まさに玉石混交

である。

また、プログページにバナー広告を偽職するというだけでなく、

プログそのもので特定の商品などをアピールしてもらおうという

方法も導入されている。アフィリエイトといわれる手法がそれで

ある。

もともと広告収益モデルを前提として活用されていたプログで
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あるが、雌近では、それ以外の活用方法も輔えてきており、ＣＧＭ

が進展するにしたがって、Ｗｅｂマーケティングの世界も大きく変

わりつつある。

2．ブログをマイニングする意味
◆ブログマイニングとは何か

ブログは、テキスト傭報をメインコンテンツとした柵成になっ

ている。もちろん、画像などを多川したブログもあるが、多くは

テキストである。

ブログマイニングとは、そのプログに１１$かれたテキストの内容

を解析対象として、求める結果を導き川していこうというもので

ある。

たとえば、「いま消費者はどんなことに関心を持っているのか」

ということを鯛べたいという場合に、これまでのマーケティング

手法としては、アンケート調査などのリサーチに頼っていた。よ

り輔度の高いリサーチを実施しようとすれば､大手新聞社やＴＶ局、

澗企会社といったメディア系企梁が実施し、それらの機関が２次

加工した梢報で把握するしかなかった。

ところが、アンケート調査などで抽出できる澗費者の意見は、

必ずしも“生の声.．といえるレベルではない《，

しかしブログであれば、極めて自発的にｎ分の考えを情報とし

て発信しているので、その内容を分析すれば、より精度が高く、

消潤者の．生の声．といえる梢報を収災できるのである。

端的にいえば、生活者レベルでの梢報を、インターネットのブ

ログを使って収集しようというのがブログマイニングの基本なの
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である。

具体的な活用分野としては、「クチコミ・マーケティング」「マー

ケティング・リサーチ」「風評定点観測」「コンテンツ自動生成」

の４つがある。

以下、それらについて見ていくことにする。

◆クチコミ・マーケティングに活かす

商品を販売している企業が、どんなに声商に商品の良さをアピー

ルしても、それをそのまま鵜芥みにする消費者は、現代において

はあまり多くはないだろう。

緋にネットを使いこなしている洲慨粁であれば、その商品を実

際に別った他の消費者の感想を確認するなど、独自の情報収集を

して、１１W人に他するかどうかを判断するという職買行動をとるケー

スが１Wえている。

Chapterlでも取り上げたＡｍａｚｏｎで、書籍を検索すると、「カ

スタマーレビュー」というものがあり、そこには、当該書耕の既

読粁が、「この本はこんな点がよかった」とか「入門書としてはい

いが、中級者には物足りない」といった感想が晋かれている。

その蒋縦を買おうかどうか迷っているユーザーは、そうした他

者の感想を手がかりにして、Ｗうべきかどうかを判断することが

できるのである。

このカスタマー・レビューなどはまさにクチコミ・マーケティ

ングの飛本形ともいえる。

ブログマイニングをクチコミ・マーケティングに活用するうえ

では、まず多くのブログの中から、特定テーマについて取り上げ
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ているプログを発兄し、テキストマイニングという解析手法を使っ

て、そのテーマについてポジティブな評価をしているのか、ネガ

ティブな評価をしているのかを判別して、ポジティブな評価をし

ているブログをプロモーション活動に役立てる､という手順になる。

たとえば、「ネットマイニング・ジャパン」というキーワードで

ブログを検索し、それらのブログの中で、どのようにネットマイ

ニング・ジャパンが語られているかを解析する。あるプログでは、

｢ネットマイニング・ジャパンは良い会社だ」といっていたり、別

のプログでは「ネットマイニング・ジャパンは悪い会社だ」といっ

ていたりした場合、「ネットマイニング・ジャパンは良い会社だ」

と杏かれているプログだけを対象として広告メディアとして活用

したり、あるいはそれらのプログサイトと自社サイトをリンクし

て、企業イメージのアップに活用したりすることもできる。

もともと企業がクチコミ・マーケティングにプログを活用しよ

うという場合には、複数のプロガーを組織化して、個々のプログ

において、意図的に悩報発信してもらうという方法を採っていた。

しかし、ブロガーを組織した場合、どうしてもコストが膨らんで

しまう傾向がある。そこで、むしろこれだけプログが増えている

現状を利用して、プログマイニングで既存のプログを集めてくる

方式のほうがコストの1mで効率が良いという側而もある。

また、単にポジティブ評価かネガティブ排価かに分けて、ポジ

ティブ評価のプログを活用するというだけでなく、もっと突っ込

んだ活用の方法もある(，

たとえば、ブランドなどの場合、そのブランドが持つ世界観と

いうものが非常に菰嬰である。
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そこで､単に「ポジティブ誹価」をしているというだけではなく、

どんな感性的な表現をしているかというところまで解析にかける。

たとえば、「洗練された那会的なデザイン性」が、そのブランド

の世界観だとしたら、そうした世界脱に合致した感性的な炎現を

しているプログだけを抽出する、ということも可能なのである。

◆マーケティング・リサーチに活かす

アンケート調査などに代わるものとして、プログでの評判など

を収集・分析する際にも、プログマイニングは有効である。

近年、利用されることの多くなったネット捌在といわれるもの

の賜合、多くの会員を抱える捌盗会社が、対象者を逸定して、ア

ンケートを実施する。たとえば、Ａ商品についてのネット調査を

やる、という場合には、まず会貝に対して「Ａ商品を賊入したこ

とがありますか」と予愉調企をして、購入経験のある人だけを抽

出し、本調査に入る。ところが、特殊なテーマを取り上げた場合

には､澗在対象者がいない､仮にいたとしても極めて少数なために、

鯛在サンプルとして不十分だということがあり得る。

そこで、会員の中から「鱗入経験者を探す」のではなく、肢初

から「その商品について杏いているプログ」を使って、必饗な情

報収集をしてしまおうというわけである。

クチコミ・マーケティングともオーバーラップするが、多くの

プログの中で、あるテーマについて取り上げているプログを抽出

し、その巾でどのような文脈で、そのテーマがiM｝られているのか

を解析し、商品についての評価や特定のブランドに対する評価な

どを調べることが可能となる。

5９



たとえば、通常のアンケート捌企では、「この商品が１０００円だっ

たら買いますか」という質問を用意して、「はい．いいえ」で答え

てもらうという方法になる。これだと、そもそも「lOOOlﾘの価仙

があるかどうか」という判断をすることになる。

しかし、ブログでは、アンケートの質問に答えるという受動的

なものではなく、自主的にその商舶について、「この商品は１０００

円くらいが妥当だ」という意見を述べているので、より的確に市

場の評価を把握することができるようになるのである。

◆風岬定点観測に活かす

あるテーマに対して、あらかじめ選定しておいたプログにおい

て、一定の時間間隔でプログの内容を解析することにより、その

テーマについての市場の評判の変化を把握するということもプロ

グマイニングでは可能になる。

たとえば､「日本の景気動向」をテーマとして取り上げ､当該テー

マについて記述しているブログを一定数選定しておいて、それぞ

れのブログで＃t気動向をどう紀述しているかを解析する。ある時

点では、「餓気が悪い」という趣旨の内容を掲載しているプログが

大多数だったのに、ある時期から「景気が良い」という趣旨の内

容が畑えた、というような時1111軸でのトレンドの変化を鋭み取る

ことができる。

◆コンテンツ自動生成に活かす

ＳＥＯ対筑の一環として、あるいは個人のプログなどの場合には、

コンテンツ連動広告を表示させることを目的として、検索にひつ
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