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マーケティングのトレンドは 
PCからモバイルへ

◆貴社の設立背景を教えてください．
ドコモ ・ インサイトマーケティングの設立は2012年4

月．今年3年目を迎えたばかりです．
設立の2年ほど前から，NTTドコモとインテージの間で

ジョイントベンチャーを立ち上げようという話がありまし
た．そのきっかけは，もともとインターネットはPCを使う
ことが多かったのですが，ここ数年ほどでスマートフォン
などのモバイル端末から利用されることが急激に増えてき
たからです．モバイル業界最大手であるNTTドコモの約
6000万人という顧客基盤と，50年以上の歴史を持ち，マー
ケティングリサーチ業界No.1であるインテージのマーケ
ティングリサーチの設計，データ解析スキルを組み合わせ
て，新しいマーケティングサービスができないかと考えた
のです．

PCがメインだった時代には，マーケティングリサーチの
内容は「この3カ月間にどのようなコーヒーを飲みました
か？」というタイプのものでした．常に過去のことについ
て尋ねていたわけです．それが今ではスマホを通じて，そ
の場その場での人々の考え方や感じ方を調査できるように
なりました．私たちはその変化を「記憶から記録へ」と呼
んでいます．当社が立ち上げられた最大の理由は，このよ
うな次世代のマーケティングへの大きな期待感でした．
◆事業概要をお聞かせください．

マーケティングリサーチと，プロモーションサービス，

モバイル空間統計が当社のコア事業です．
このうち，マーケティングリサーチは売上の８割ほどを

占める，もっとも大きなビジネスです．これは先ほども申
し上げたようにモバイルを活用してリサーチを行うという
もので，PCが主流だったものがモバイルに移行しています．
モバイルのモニターとして，ドコモプレミアクラブの会員
300万人を確保しています．PCのほうもインテージが保有
している100万人のモニターがいます．両者を合わせた
400万人を「マイティモニター」としてサービスの基盤と
しています．モバイルならではの特長を活かしたリサーチ
サービスでは，レコーディングリサーチを開発しました．
モニターの方に日記のようにさまざまな記録をどんどんつ
けてもらうというものです．モバイル端末では写真も撮れ
るため，言葉だけではなく画像でも情報が収集でき奥行き
のあるデータを得ることが可能です．モバイルインタビュー
という定性情報の収集サービスも開発しました．以前は実
際に特定の場所に集まっていただき，座談会やインタビュー
を行っていたのですが，モバイルを通じて行えば，地域や
移動の制約を受けず，北は北海道，南は沖縄まで，さまざ
まな地域からの情報が得られます．

プロモーションサービスは全体の売上の１割ほどを占め
ています．もともとはドコモが実施していた対話型プロモー
ションを当社が受け継いだものです．アンケート形式で導
線をつくり，「試供品を差し上げます」と誘導したり，キャ
ンペーンサイトへ直結させたりすることで，商品やサービ
スの認知度を高めます．

モバイル空間統計は昨年からスタートし，立ち上げたば

http://www.dcm-im.com/

ドコモのモバイル力と顧客基盤を
マーケティング領域で新たに活用

一昨年の春，NTTドコモと株式会社インテージのジョイントベン
チャーとして誕生したドコモ ・インサイトマーケティング．マーケ
ティングリサーチ大手であるインテージのノウハウとNTTドコモの
モバイル力を融合させた新たなマーケティングサービスを提供して
いる．現在までの取り組みや今後の目標について，同社の大竹口勝
社長に詳しくお話を伺った． ドコモ ・ インサイトマーケティング　大竹口勝社長

株式会社ドコモ ・ インサイトマーケティング
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かりの事業ですが順調なス
タートを切りました．防災
関連のソリューションとし
て，また2020年のビッグ
イベントに向けて注目度が
高まっています．今年の4月
には「みんレポ」というス
マートフォン用アプリを通
じてテータが集まる仕組み
を構築し，サービスインしました．SNSの世界に近く，モ
ニターの方にアプリを入れてもらった後，Facebookに投
稿するように，買ったものや食べたもの，行った場所など
について感じていることを自由にアップしてもらうという
かたちです．設計されたリサーチとは異なり，生活者の真
実の瞬間が共創的に集まります．単なる「ビッグデータ」
とも異なり，お客さまのマーケティングに役立つ， “集まる
データ”になると確信しています．ドコモ，インテージのス
キルを使っていかに活用するかが私たちの課題です．

お互いの会社の強みを合わせて 
相乗効果を生み出す

◆ NTTドコモとの提携の意義はどんな点にありますか．
何といっても約6000万人の顧客基盤が大きいですね．

もちろん全員がモニターに参加してくださるわけではない
のですが，300万人にはアクセスできるようになりました．
これはドコモがもたらしてくれた大きな資産です．また，
モバイルに内蔵されている技術の新しさも大きな意義を
持っています．それを利用することで，写真や動画などを
マーケティングツールとして使うことができます．

また，ドコモ側にサポートしてもらうだけではなく，イン
テージ側からもドコモへマーケティング面での貢献をして
いきます．ドコモ本体のマーケティング部に対する支援も
当社の大事なミッションです．実際，ドコモ本社内にも当社
の社員がオンサイトで６名勤務しています．ドコモに当社で
のリサーチ結果やサービスを使ってもらって，ドコモのビジ
ネスをドライブすることに貢献していきます．それによっ
て，当社のビジネスもさらに大きくなっていくでしょう．

加えて，インテージのお客さまは数百社にのぼりますが，
それらの会社はかなりの優良企業です．特に加工食品や日
用雑貨，飲料，自動車，ヘルスケアなどの分野の大手企業
が多いです．インテージの持つこのような顧客資産とリサー
チスキルに，ドコモのモバイル技術を合わせれば，大きな
相乗効果が見込めると考えています．
◆貴社の強みを教えてください．

モニターを集めるのはコストの面でも労力の面でもとて
も大変なこと．そういった中，当社はわずかな期間で300
万人の協力者を得ました．他社でもモバイルを使ったマー
ケティングに踏み出しているところはありますが，モニター
集めがこんなにスムーズに運ぶことはありません．モバイ

ルを通じてマーケティングを行えば，お昼休みや通勤時間
など，今までモニターの方が回答に割けなかった時間にも
データ収集が可能になります．この点が当社は他社に比べ
て先行しており，差別化になっているといえるでしょう．

生活者の動態 ・ 意識把握 ・ 生活者との 
コミュニケーションをワンストップに請け負う

◆今後の展望をお聞かせください．
１番目の課題は，現在のところモバイルならではのサー

ビスが３つありますが，それらをうまくつなげられないか
なと．モバイル空間統計ではマクロな人の動きが把握でき
ます．その時点，その地点での人の動きが，なぜそうなる
のかということが分かるようになればと．それが理解でき
れば，ターゲットを絞ってのアプローチが可能になるはず
です．マーケティングにおけるPDCA（プラン，ドゥ，
チェック，アクション）のうち，Pは広告代理店などが，
Dは当の企業が，Cはマーケティング会社と，今までは役
割が分かれており，ワンストップでできる会社はありませ
んでした．それらを全部お任せいただける会社になりたい
と考えています．

もう１つの課題は，ビッグデータの流れに乗ったサービ
スの実現です．さまざまなマーケティングのプレイヤーが
出てきていますが，ドコモとインテージの強みを併せ持っ
た「ならでは」の存在になりたいですね．
◆貴社の社風はどのようなものですか．

社員はドコモとインテージから半々の割合で構成されて
おり，30代が中心の若々しくて楽しい会社です．当初2
つの異なる会社がうまく融合できるかなという懸念もあり
ましたが，実際にははじめからかなりスムーズでした．ど
ちらの会社から来た人も，新しい領域にチャレンジすると
いう気概にあふれており，高いモチベーションを持って仕
事を楽しんでくれています．ベンチャーということで，ド
コモやインテージ本体のゆったりとした雰囲気とはまた異
なった自由な空気が流れています．

今のところはそれぞれのソリューションが独立して業務
を進めていますが，先ほど申し上げたようなソリューショ
ンどうしの連携を目指して，部署間も一層連携が強化され
ることを期待しています．
◆社員の方々へのメッセージをお願いします．
「楽則能久」(らくそくのきゅう)，これは“楽しければ永

く続けられる”という意味の言葉です．仕事は必ずしも最
初から楽しいものではないかもしれません．人間関係も同
じです．その中で，どうやったら楽しくなるかを考えられ
るようになってほしいです．そして，仕事のあり方や組織
のあり方まで考えてもらえたらと．

また，ミッションを持ってそれに挑戦するという姿勢を
大事にしてください．ジョイントベンチャーの会社ですか
ら，結果ばかりを気にせずに，チャレンジそのものを楽し
んでほしいと思っています．

大竹口勝社長
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担当者に聞く

各地に集まる人の属性を知ると 
見えてくるものがある

◆エリアマーケティング部について教えてください．
2013年4月 に

立ち上げたばかり
の 新 し い 部 署 で
す．社員は5名在
籍しており，NTT
ド コ モ か ら4名，
インテージからが
1名です．そのほ
かにスタッフが2
名います．

私たちの仕事は，位置情報を使ったマーケティングソ
リューションサービスの提供です．現在は主にドコモが開
発した「モバイル空間統計」という基地局の運用データを
防災や観光，まちづくり，マーケティングなどにいかに活
用できるかを考えて，クライアントに提案しています．
◆どのようなデータが確認できますか．

そのエリアにいる人の数，性別，年代，居住地が分かり
ます．また，１時間ごとに継続的に各データの推移が把握
できます．対象エリアとしては基本的には日本全国です．
ドコモの6000万契約という非常に多いサンプル数を
ベースとしたデータがマーケティングに利用できます．そ
れを使えば，例えば品川には南の地域からの通勤の人が多
いとか，渋谷には西からの通勤者が多いということが簡単
に分かります．また，年代や性別など，どんな属性の人が
集まっているのかも知ることができます（図）．

災害時の帰宅困難者支援や 
観光業などへのさまざまな用途が

◆具体的な事例をお聞かせください．
ドコモ側で研究していた際の事例として，埼玉県と協力

して，モバイル空間統計を同県の防災計画に活用したこと
があります．災害時の帰宅困難者を分析するため，県の主
要な駅にどのくらいの人が集まっているかについて，朝，
昼，夜とそれぞれの数字を出しました．駅から20キロ程
度離れていると徒歩で帰宅しづらいなどの知見と合わせて
シミュレートを行うことで，帰宅困難者数を推計し，帰宅
困難者の支援施策の検討や，混乱を回避するためにどのよ
うな誘導を行うべきかなどの対策の検討に役立てていただ

いています．
◆その他，どのような領域に利用できるとお考えですか．

人がどこにいるのか，どんな人がいるのかが簡単に分か
ることから，観光分野における施策検討時の分析や交通網
の計画にもこのデータを活かせるはずです．例えば，街の
中心地へ，どの地域の人がどのくらい来ているか把握でき
るため，バスをどのルートで通すべきか，また，どの路線
ならば採算が取れそうかということも分かります．再開発
などの街づくりにも役立ちます．また，ショップや飲食店
をどのエリアに出店すべきかや，今あるお店の周辺にどん
な属性の人がいるかを分析して，その傾向に合わせた品ぞ
ろえやメニューを用意するのにも利用できます． 

販路拡大や認知度向上により 
さまざまな顧客にアピール

◆これからの目標を教えてください．
2013年10月にサービスを開始したばかりなので，こ

れからはサービスの認知度を高めることや販路の拡大に注
力し，さまざまなお客さまに使っていただけるように努力
していきたいです．

また，モバイル空間統計の活用にとどまらず，天気情報
などと組み合わせることでさらに付加価値のあるサービス
を生み出すことを目指しています．例えば「人口予報」と
して各エリアの混雑の程度を予想することや，それに天気
情報を組み合わせて，「この観光スポットに出掛けるのが
今日はお薦め」といったお出掛け情報を配信することもで
きるでしょう．

インテージの幹部会議で 
ドキドキの体験も

◆お仕事でどんなことにやりがいを感じますか．
もっとも印象深かったのが，インテージの幹部会議に出

席したことです．モバイル空間統計の事業化について説明

NTT ドコモのモバイル空間統計を
新しいエリアマーケティングに起用
エリアマーケティング部　副部長　渋谷大介さん

渋谷大介副部長

図　モバイル空間統計

全国の人口分布の
時間変動が分かります

どこからどれだけの人が
来ているか分かります

あるエリアの人がどこに
どれだけいるか分かります

性年代別人口が分かります

4時 14時
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するために参加したのですが，当時ドコモの一介の社員で
ある私が他社の経営層の方々に説明を行うというのはとて
も緊張して胸がドキドキしました．分野も異なる会社です
し，どんな反応があるのか，どんな質問を受けるのか全く
想像できませんでしたから．しかし，とても貴重な経験を
させていただいたと思います．結局，１回のプレゼンテー
ションではなかなかモバイル空間統計の特長を伝えきれ
ず，３カ月ほどかけて意見交換を行った末にようやくイン
テージ側から承認を得られました．そのときは本当にホッ
としました．
◆部署内の雰囲気を教えてください．

私たちの部署は男性だけで，年齢も30代後半の人がほ
とんど．男だらけの部活動の延長のような雰囲気で仕事に

あたっていますね．ドコモからのメンバが多いため，ドコ
モとインテージが半々ずつの他の部署とはまた雰囲気が違
うかなと思います．

私自身はこの会社の立ち上げのときからかかわっていた
ので，インテージ側の人たちともずっと交流がありました．
会社が設立されたときにはドコモ側とインテージ側の社員
がうまくやっていけるか不安でしたが，幸いにもインテー
ジの人たちはとてもフレンドリーな良い方ばかりだったの
で，最初から１つの会社としてまとまることができました．
分野は異なりますが，それぞれの業界のトップどうしとい
うこともあり，お互いに相通じる部分があったのかもしれ
ませんね． （インタビュー：村上百合）

■ 2014 年１月に新橋オフィスに移転
以前は赤坂にオフィスを構えていましたが，１月に現在の新橋エリアへと移転．インテージのある秋葉原とドコモのある溜
池山王の中間に位置するようになりました．オフィスの周囲にはサラリーマン向けの飲食店がずらりと並んでいるため，「毎日
違うお店でランチを食べるのが楽しみ」という社員も（写真 1）．交通の便も，JRとメトロの両方が使用できるようになり，
利便性が増したそうです．
■ユニークなブーメラン型のレイアウト
赤坂時代から変わらぬ個性的なフロアのレイアウト．シンプルな机の並べ方ではなく，ブーメラン型に配置し，各所に打ち
合わせ用の小テーブルを設けることで，わざわざ前もって「会議をやろう」と連絡しておかなくても，必要なときに必要な人
が集まってすぐに話し合えるのだとか．ドコモ ・インサイトマーケティングの風通しの良さは，このレイアウトからも生まれ
ているようです（写真 2）．
■毎週水曜日は社長主催の「へその会」
今春に就任したばかりの大竹口社長は「社員どうしのコミュニケーションが大事．職場を離れたところで気軽にいろいろと
話してもらおう」と懇親会を開いています．毎週水曜日にオフィス近くのお店で行われるもので，週の真ん中と体の真ん中を
かけて「へその会」とネーミングされました．細かく開始や終了の時間を決めていないので，仕事帰りにふらっと立ち寄る社
員もいるそうです．
■小グループで親睦を図る
会社が設立してから間もないため，大きなイベントは2年前にレクとして厚木でバーベキューをした以外にはほとんど開催
できていないのだとか．しかし，仲の良い人どうしでおでん大会や東京ドームでの野球観戦を楽しんだり，牡蠣小屋やディズ
ニーランドに行ったりと，少人数のグループでの交流は盛ん（写真 3，4）．これからは全社イベントも増やしていきたいそう
です．

ドコモ・インサイトマーケティングア・ラ・カルトア・ラ・カルト

写真 1 写真 2 写真 3 写真 4


