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Case Study

NTTレゾナント

理解製品「なずき」のテキストマイニング
機能を導入したのである。

株式会社 様

総論賛成・各論反対も正確に
理解する「なずき」

Web 2.0時代の新しいネットリサーチの可能性を切り拓く
自由回答の高品質な定量化に成功したgooリサーチ
月間利用者数約1,500万人、登録会員約612万人。わが国最大級のポータル
サイト「goo」の強力な集客力を背景に、信頼性の高いネット調査サービスを提
供しているのが「gooリサーチ」である。運営会社であるNTTレゾナントは、
2005年12月から、サービスメニューに「テキストマイニング」を加え、
リサー
チ機能の拡充を行った。自由記述の回答を正確に分析し、定量化・分類・グラフ
表示などを行うためには、NTTデータが提供する日本語意味理解製品「なずき」
※のテキストマイニング機能を活用。他のリサーチサービスとは一線を画する、
高品質なフリーアンサー分析を実現した。

NTTレゾナント株式会社
本
設
資
従
事

社：東京都千代田区大手町2-2-2
アーバンネット大手町ビル20階
立：2003年12月
本 金：200億円（日本電信電話株式会社100％）
業 員 数：約600人
業 概 要：ポータル事業とコミュニケーション事業が
2本柱。2004年3月、NTT-Xから、
ポータ
ルサイトgooの営業を委譲された。社名の
レゾナントとは、
「共鳴する」
「共振する」と
いう意味

※なずき：
「脳」を意味する古語

2009年度までに各種調査の
半数がネット調査へ移行か
ブロードバンド・インターネットとWeb
検索技術の進化によって、マーケティング
手法は大きく変わりつつある。
「官公庁・企業・シンクタンク・調査専
門機関などが実施する調査の手法では、
2002年ごろから、訪問、郵送、会場テスト
などの従来手法が減少し、ネット調査への
シフトが進んでいます。2004年度、すでに
ネット調査の国内市場規模は、欧州を上回
る約220億円に達しました。2009年度まで
には、調査の国内市場は、半分ぐらいがネッ
ト調査へ移行完了するものと予想していま
す※１」と、NTTレゾナント株式会社 ポー
タル事業本部 リサーチグループ 担当課長
岡村栄一氏は語る。
ネット調査は、スピードが速いのが最大
の特長だ。郵送調査や訪問調査の場合には、
質問を作成してから結果を得るまでに少な
くとも1ヵ月はかかるが、ネット調査なら1
〜2営業日でデータ納品が可能である。
数多くの回答を低コストで回収できるの
も大切なポイントだ。特に、NTTレゾナ
ントが提供している「gooリサーチ」サー
ビスは、約1,500万人のユーザがアクセスし、
ID登録している会員が610万人に達すると
いうわが国最大級のインターネットポータ
ルサイト「goo」の集客力をベースにして
おり、数万人対象の調査でもすぐに実施で
きる。しかもgooリサーチは、コンシュー
マモニター、ビジネスモニター、モバイル
モニターなど、調査専属のモニター会員を
目的別に組織しているため、回答者の属性
を絞り込んだピンポイントのサンプリング
も可能である。

「さらにgooリサーチは、三菱総研と提
携して、シンクタンクならではの高度なノ
ウハウも取り入れており、調査品質の高さ
では定評があります」と岡村氏は胸を張る。
「最高の品質・高付加価値内部統制イン
ターネット・リサーチサービス」がgooリサー
チのコンセプトだ。定期的に公開している
自主企画調査は、総務省の「情報通信白書」
をはじめ、500を超える各種メディアに掲
載されているほど、調査品質に対する評価
は高い。

ネット調査の可能性をさらに広
げるのが「自由記述の分析」
ネット調査のもうひとつの特長は、自由
記述の記入率が高いことである。
「キーボードタイピングの容易さからで
しょうか、紙による調査と比べて、フリー
アンサーへの記入率が非常に高い。gooリサー
チのモニターの場合、6〜7割が記入してく
れます」と岡村氏は言う。
マーケティング担当者にとって自由記述
は、「気づき」の宝庫である。
「通常の定量的な質問項目は、仮説あり
きで調査票を作っていきます。ところがフ
リーアンサーでは、仮説とはまったく違っ
た角度から情報が得られます。特に、『気
に入った』『色は好きだが、握った感じが
もうひとつだった』といった感情レベルの
回答を得られます。定量的な質問の補完と
なり、同時に、隠れているものを顕在化さ
せる役割を持つのです」と岡村氏は強調す
る。
しかし一方で、自由回答はすべてを読む
のに時間がかかるうえ、定量化が困難だ。
分類もむずかしい。読み手によって分類基

解することもできるため、日本語に多い『総
論賛成・各論反対』や、二重否定の繰り返
しなどの複雑な文章も正確に理解できます」
と岡村氏は評価する。
岡村氏は、フリーアンサーの具体的な例
をツールベンダー各社に渡して分析しても
らい、その解析結果を見比べて、「なずき」
には明瞭な差があることを確認したのである。
また、NTTレゾナントは、システムやツー
ルを導入するときに10項目ほどの独自指標
を設けているが、この指標に照らしても、「な
ずき」は総合的に優れた評価を獲得した。
さらにNTTデータは、gooリサーチが顧
客へ提出できるようなわかりやすいグラフ
を生成する機能をはじめ、フリーアンサー
分析システムとしての作り込みにも全面的
に協力した。
「NTTデータは、プロダクトアウトの開
発者指向ではなく、顧客第一のマーケティ
ング指向をきちんと理解してくれました。
また、高品質に徹底的にこだわるところも、
当社と共通していて、安心できました」と
岡村氏は語る。

テキストマイニングツールとして、「な
ずき」を選択したのは、品質の高い日本語
分析ができるからである。
「gooリサーチは、『最高の品質』をコ
ンセプトに掲げて、官公庁、大手企業、調
査専門機関、新聞社などから絶大な信頼を
獲得してきました。テキストマイニングで
も最高の品質を提供しなければ、ブランド
イメージが失墜してしまいます。中途半端
なツールは使いたくなかった」と岡村氏は
言う。
「なずき」は、コンピュータと人間の「対
話」の実現を目指す技術開発から生まれた
製品で、大規模な辞書、10年以上かけて蓄
積してきた知識データベース、独自アルゴ
リズムの高速照合エンジンの3つを使って、
ことばの「意味」を理解する。
「日本語の複雑な構文を読み込み、単語
ではなく全文を理解したうえで、正確な定
量把握ができるのが、『なずき』の特長です。
一連の記述を最初から最後まで読み取れる
のも、『なずき』だけ。前の文章が持って
いる感情的な意味を受けて、次の文章を理

高品質なテキストマイニングでリ
サーチサービスの差別化を目指す
2005年12月末、gooリサーチは「なずき」
を用いたテキストマイニングを、サービス

gooリサーチケーススタディ-アウトプットイメージ
■「＠nifty」に対するイメージ（上位20）及び主要キーワードに対する感性評価
NTTレゾナント株式会社 ポータル事業本部
リサーチグループ 担当課長 岡村栄一氏

準がどうしても異なってくるし、同じ人間
が分類してさえも、日によって判断がぶれ
ることがある。自由回答から役に立つ情報
を引き出すには、読み手に高度なスキルが
要求されるのである。
自由回答を効率よく分析するツールとし
て、テキストマイニングには早くから着目
していたが、解析レベルにはまだ不満があっ
た。多くのツールは、単語の出現頻度をベー
スにして統計処理的なアプローチで日本語
を分析する。この手法では、「デザインは
良いとは思わない（色は気に入ってい
る）」、「必ずしも好きというわけではな
い（ある程度は好き）」といった日本語独
特の微妙な表現を的確に把握し、分類する
ことは不可能であるからだ。
しかし一方で、インターネットの利用は
双方向性が強く参加型の「Web 2.0」時代
に突入し、かつてないほどに大量の自由記
述がWebの世界を飛び交うようになった。
ネットリサーチの会社はどこもテキストマ
イニングツールの導入をためらっているこ
とはできない状況になってきた。そこで
gooリサーチは慎重な比較検討を行ったう
えで、NTTデータが提供する日本語意味
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ラインアップのオプションメニューに加えた。
テキストマイニングに対する期待感は大きく、
利用申し込みは相次いでいる。
たとえばある調査では、インターネット・
サービス・プロバイダー各社に対して一般
消費者が抱いているイメージを定量化する
際に、自由回答記述のテキストマイニング
を用いた。
「キーワードとして何が多いか、感情レ
ベルはどうかなどをグラフ化しました。『な
ずき』は、最大81項目の感性をユーザ登録
できることも、自由記述の的確な分類に大
変役立っています。リサーチ業界で最も高
い品質のテキストマイニングサービスを、
低料金で提供することに成功しました」と
岡村氏はにっこりする。
自由回答の中には、「こんな馬鹿な書き
込みはするな」といったふざけた回答や、
回答としてカウントできない不正な記述も、
一定の比率で混ざっている。「なずき」は、
こうした不正な回答を「意味のない回答」
であると正しく認識して、排除するうえで
も威力を発揮している。不正なモニターに
は次回から質問を送らない。こうして不正
な回答を確実に排除していくことで、goo
リサーチの調査結果の信頼性はより高くなっ
ていくのである。
今後は、感性を分類した後、なぜその感
性に至ったのか、回答のキーワード間の相
関関係分析をはじめ、分析レベルをより深
くするために努力していきたいと岡村氏は
考えている。
ネット調査業界は、急速に変貌しつつある。
ブログへのテキストマイニングの適用、
テキストマイニングの分析結果と連動した
PRメールの自動配信など、新たなマーケティ
ング形態が登場することも考えられる。パ
ケット定額サービスの浸透、ワンセグ※2な
どの技術革新によって、モバイル版リサー
チも急速に普及しており、ネット調査の可
能性はさらに広がりつつあるのだ。
「インターネットによるボーダーレス化
によって、海外のリサーチサービスも低価
格かつスピーディに利用することができる
ようになり、競合は増えるばかりです。
gooリサーチの競争力強化に役立つような、
より高品質なテキストマイニングサービス
の実現に向けて取り組んでいきたい」と、
岡村氏は意欲的に語った。
※１：調査市場規模は、insideresearch誌（2004年）
掲載の大和総研資料と三菱総研資料から推計
※２： 1 segment broadcasting。携帯電話など移動
体向けの地上デジタル放送。2006年4月1日に
放送を開始した。

※記載されている会社名、製品名およびロゴは、各社の商標または登録商標です。

法人ビジネス推進部 営業推進部
TEL.03-5546-9236 E-mail.ebsinfo@nttdata.co.jp
http://www.nttdata.co.jp/services/casestudy/（お客様事例）
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話」の実現を目指す技術開発から生まれた
製品で、大規模な辞書、10年以上かけて蓄
積してきた知識データベース、独自アルゴ
リズムの高速照合エンジンの3つを使って、
ことばの「意味」を理解する。
「日本語の複雑な構文を読み込み、単語
ではなく全文を理解したうえで、正確な定
量把握ができるのが、『なずき』の特長です。
一連の記述を最初から最後まで読み取れる
のも、『なずき』だけ。前の文章が持って
いる感情的な意味を受けて、次の文章を理

高品質なテキストマイニングでリ
サーチサービスの差別化を目指す
2005年12月末、gooリサーチは「なずき」
を用いたテキストマイニングを、サービス

gooリサーチケーススタディ-アウトプットイメージ
■「＠nifty」に対するイメージ（上位20）及び主要キーワードに対する感性評価
NTTレゾナント株式会社 ポータル事業本部
リサーチグループ 担当課長 岡村栄一氏

準がどうしても異なってくるし、同じ人間
が分類してさえも、日によって判断がぶれ
ることがある。自由回答から役に立つ情報
を引き出すには、読み手に高度なスキルが
要求されるのである。
自由回答を効率よく分析するツールとし
て、テキストマイニングには早くから着目
していたが、解析レベルにはまだ不満があっ
た。多くのツールは、単語の出現頻度をベー
スにして統計処理的なアプローチで日本語
を分析する。この手法では、「デザインは
良いとは思わない（色は気に入ってい
る）」、「必ずしも好きというわけではな
い（ある程度は好き）」といった日本語独
特の微妙な表現を的確に把握し、分類する
ことは不可能であるからだ。
しかし一方で、インターネットの利用は
双方向性が強く参加型の「Web 2.0」時代
に突入し、かつてないほどに大量の自由記
述がWebの世界を飛び交うようになった。
ネットリサーチの会社はどこもテキストマ
イニングツールの導入をためらっているこ
とはできない状況になってきた。そこで
gooリサーチは慎重な比較検討を行ったう
えで、NTTデータが提供する日本語意味
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ラインアップのオプションメニューに加えた。
テキストマイニングに対する期待感は大きく、
利用申し込みは相次いでいる。
たとえばある調査では、インターネット・
サービス・プロバイダー各社に対して一般
消費者が抱いているイメージを定量化する
際に、自由回答記述のテキストマイニング
を用いた。
「キーワードとして何が多いか、感情レ
ベルはどうかなどをグラフ化しました。『な
ずき』は、最大81項目の感性をユーザ登録
できることも、自由記述の的確な分類に大
変役立っています。リサーチ業界で最も高
い品質のテキストマイニングサービスを、
低料金で提供することに成功しました」と
岡村氏はにっこりする。
自由回答の中には、「こんな馬鹿な書き
込みはするな」といったふざけた回答や、
回答としてカウントできない不正な記述も、
一定の比率で混ざっている。「なずき」は、
こうした不正な回答を「意味のない回答」
であると正しく認識して、排除するうえで
も威力を発揮している。不正なモニターに
は次回から質問を送らない。こうして不正
な回答を確実に排除していくことで、goo
リサーチの調査結果の信頼性はより高くなっ
ていくのである。
今後は、感性を分類した後、なぜその感
性に至ったのか、回答のキーワード間の相
関関係分析をはじめ、分析レベルをより深
くするために努力していきたいと岡村氏は
考えている。
ネット調査業界は、急速に変貌しつつある。
ブログへのテキストマイニングの適用、
テキストマイニングの分析結果と連動した
PRメールの自動配信など、新たなマーケティ
ング形態が登場することも考えられる。パ
ケット定額サービスの浸透、ワンセグ※2な
どの技術革新によって、モバイル版リサー
チも急速に普及しており、ネット調査の可
能性はさらに広がりつつあるのだ。
「インターネットによるボーダーレス化
によって、海外のリサーチサービスも低価
格かつスピーディに利用することができる
ようになり、競合は増えるばかりです。
gooリサーチの競争力強化に役立つような、
より高品質なテキストマイニングサービス
の実現に向けて取り組んでいきたい」と、
岡村氏は意欲的に語った。
※１：調査市場規模は、insideresearch誌（2004年）
掲載の大和総研資料と三菱総研資料から推計
※２： 1 segment broadcasting。携帯電話など移動
体向けの地上デジタル放送。2006年4月1日に
放送を開始した。

※記載されている会社名、製品名およびロゴは、各社の商標または登録商標です。

法人ビジネス推進部 営業推進部
TEL.03-5546-9236 E-mail.ebsinfo@nttdata.co.jp
http://www.nttdata.co.jp/services/casestudy/（お客様事例）
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