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アール・マム代表： 森田小百合 
業務実績：市場調査、商品企画マーケティング、地域活性化調査分析、等 

所属学会：日本デザイン学会、日本感性工学会（感性商品研究部会）会員 

大学指導：長野県工科短期大学校、長野大学（非常勤講師） 
 

相談役：森 典彦 ： ラフ集合分析パイオニア 
日産自動車造形スタジオ部長、同社商品開発室総合計画部主管を経て、千
葉大学工学部工業意匠学科教授、東京工芸大学芸術学部教授、同学部
特任教授を歴任 

所属学会・協会： 
日本デザイン学会（名誉会員）、日本感性工学会（参与）、日本知能情報ファ
ジィ学会会員 

主な著書：デザインの工学(朝倉書店1991)、ラフ集合と感性(海文堂出版
2004)、数理的感性工学の基礎(海文堂出版2010) 



『人の考え方に最も近いデータ解析法』：出版 

『人の考え方に最も近いデータ解析法』 
 

森 典彦／森田 小百合 共著 

 

2013年8月1日初版発行  海文堂出版社 



『調査』という名の大きな落し穴 

危！ 

アンケート集計結果だけで満足していませんか？！ 

御社は本当に的のあった戦略を立てていますか？ 



アンケート調査の統計結果からは個別な質問の「多・少」しか見えない 

属性間の 

関係は？ 

サンプルの 

ばらつきは？ 

解決手順の 

優先順位は？ 

多数決結果の羅列では戦略は立てられません！！ 



『調査』の３大落し穴 

●サンプリングの落し穴 
何万人という人の数ではなく、重要なのはバラツキ！ 

（無駄な費用かけていませんか？？？） 

●統計グラフの落し穴 
１つの質問の最多数は、その質問だけの傾向。 

全ての質問の最多数の組み合わせが最多数ニーズではない！ 

●属性（条件）の落し穴 
課題解決の為には、属性（条件）単独では効果を発揮しない。 

属性（条件）の組み合わせによってこそ効果を発揮する！ 



課題抽出 

お客様 

アンケート設計 

アンケート調査 

データ分析・解析 

戦略企画 

課題：商品ニーズ？方向性？展開？ 

・ユーザーの生声からニーズ情報を抽出 

・情報を定性的に整理 

・課題解決の為の調査設計 

・定量調査の実施 

・定性＆定量データの収集 

スタイル＆シーンと
してフィードバック 

・課題解決に即したデータ分析解析 

※数量化分析・多変量解析・ラフ集合 



課題に即した分析手法 

・ラフ集合※ 

※「ラフ集合」は特徴の組み合わせを抽出するので、具体的なスタイル・シーンを導き出せる 



『ラフ集合』 
得意分析技術についての紹介 



ラフ集合とは 

“データマイニングの強力な手法” 
多変量解析のように数式で表すものではなく、 

中身はブラックボックスのまま、 

結果だけをルールとして抽出する 

人が多くの経験から、洞察力を働かさせて 

「要するにこういうことなんだ」 
それと同じことを論理計算によって行うのがラフ集合 



ラフ集合の概念 

分類 近似 ＆ 



対象 属性 

曜日 時間帯 時間 TV局 

U1 月曜 朝 ３分 CX 

U2 火曜 昼 １分 CX 

U3 木曜 朝 １分 TBS 

U4 木曜 朝 ３分 TBS 

U5 火曜 朝 １分 NTB 

スギ花粉注意報 



対象 属性 クラス 

曜日 時間帯 時間 

U1 月曜 朝 ３分 CX 

U2 火曜 昼 １分 CX 

U3 木曜 朝 １分 TBS 

U4 木曜 朝 ３分 TBS 

U5 火曜 朝 １分 NTB 

TV局で分類した杉花粉注意報の情報票 



対象 属性 クラス 

曜日 時間帯 時間 

U1 月曜 朝 ３分 CX 

U2 火曜 昼 １分 CX 

U3 木曜 朝 １分 TBS 

U4 木曜 朝 ３分 TBS 

U5 火曜 朝 １分 NTB 

TV局で分類した杉花粉注意報の情報票 

下近似・・・同値類の集合があるクラスに確実に包含され、他のクラスと関わりを持たない 

上近似・・・同値類の集合があるクラスと集合を持ち、同値類がそのクラスに含まれる可能性を持つ 



対象 属性 クラス 

曜日 時間帯 時間 

U1 月曜 朝 ３分 CX 

U2 火曜 昼 １分 CX 

U3 木曜 朝 １分 TBS 

U4 木曜 朝 ３分 TBS 

U5 火曜 朝 １分 NTB 

要するに・・・ 

「月曜」または「昼」放送しているのは・・・CX局 

「木曜」放送しているのは・・・TBS局 

「火曜」の「朝」の放送しているのは・・・NTB局 



『結論を出す極小決定ルール』 

●●で▼▼なら■である！ 

■・・・決定属性    ●●／ ▼▼・・・条件属性 



ラフ集合の応用分野 
ラフ集合は課題解決の為の条件を、組み合わせとして抽出し分析する。 

感性分野での分析解析において、非常に効果的な技術である。 

① 商品の設計・デザインの計画において 

 新商品が目的の評価を得るためにどの属性に着眼し、それをどんな値にす
れば良いかの具体策を推論する。etc. 

② 商品マーケティング計画において 

 新商品が消費者の選好や販売で成功するためにどの属性に着眼し、それを
どんな値にすればよいかの具体策を推論する。etc. 

③ 商品ブランドBIや会社のイメージCI計画において 

 市場での自社のブランドや会社イメージの向上のための着眼点と具体策を
推論する。etc. 

④ 地域活性課題・行政運営上において 

 地域活性の為の着眼すべき問題点と解決の為の具体策を推論する。etc. 

⑤ 高齢者の健康管理について 

 高齢者健康管理のための着眼点と具体策を推論する。etc. 

⑥ 問題点解決や故障診断・医療診断について 

 問題・故障・病気が起こったときに、問題解決や診断のためにはどこをチェッ
クし、それがどんな状況ならば問題個所や故障個所はどこか、病名は何かを
知る。etc. 



最終OutPutはビジュアル的に！ 

「シーン」や「スタイル」 

として表現 
 

※ペルソナ・・・詳細に設定した顧客
のプロフィールを企業内で共有し、
人物像への理解を深めることで
マーケティング方針を統一する手
法です。ベルソナは、名前・年齢・
住所・家族構成・年収・趣味・これ
までの経歴などのほか、1日の過

ごし方がストーリー仕立てで書か
れた、詳細な設定。  

タイプ 特徴傾向 

評判話題好きタイプ 
(23.7%) 

 

中村さんは、先日テレビのグルメ
番組でやっていた話題のシフォ
ンケーキが、この界隈にあるの
を楽しみに今回やってきました。
何でも全国でも人気ランキング３
位とか。厳選された原材料を使
うため、ちょっと高めですが、そ
んな事は気にしません。「あっ、
お店発見！」テレビの放送と同じ
お店で感激！お店の看板まで写
真に撮っちゃいました。 

美味・珍味好きタイプ 
(22.6%) 

 

 

小林さんは、ここでしか手に入ら
ない朝鮮人参を買いたくてお店
を探しています。この界隈の朝
鮮人参は他所と比べて大きさ・
質ともに抜群なことを中村さんは
知っています。家に帰ってから、
旬の野菜と一緒に天ぷらにして
食べるのを楽しみにしています。 



業務実績例 

• 観光地魅力創生事業（別所温泉） 

 観光客の志向動向調査分析 

 土産品のユーザー評価分析 

• 農産物直売所の顧客志向動向調査分析 

• 某自動車関連企業女性マーケットニーズ調
査分析 

• 女性ライフスタイルマッピング分析（２０１２年
度版） 



事例１：上田市農産物直売所の顧客志向動向調査分析 

●分析手順 

数量化Ⅲ類・クラスター分析により５クラスターに分類 

数量化Ⅲ類：寄与率【６軸：５５．３％】 上位５クラスター採用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事例２：土産品ユーザー評価 

グループインタビュー 

グルイン商品資料 

商品コンセプトマインドマップ 

商品ユーザー評価図 

人の志向動向予想分布図 



事例３：女性ライフスタイルマッピング（２０１２年度版） 

更にラフ集合により 

セグメント別の特徴
傾向を抽出分析でき
ます。 


