ポイントカードの履歴デ
ポイントカー
ドの履歴デー
ータ分析と
メール・マー
マーケティングの自動化を連係させ、
グルー
グル
ープ各社のビジネス拡大と新しい価値創造を支援

静岡県浜松市に本社を置く遠州鉄道株式会社（以下、
「遠州鉄
道」）は、鉄道やバス、タクシーなどの運輸事業をはじめ、百貨店、
スーパーなどの物販事業、さらにはホテル、スポーツクラブ運
営、自動車販売、不動産販売まで、地域社会と消費者の生活に密

遠州鉄道 株 式 会 社

着した幅広い事業を「遠鉄グループ」として展開しています。
これらの多様なビジネスを横断的に結び、グループ各社のコ
ラボレーションのもとで発揮するシナジーの源泉になっている
のが、グループ共通のポイントカードである「えんてつカード」
です。遠州鉄道では、その利用を通じて蓄積されるカード会員
の膨大な履歴データを分析し、より効果的なマーケティング
施策に活用することを目指し、2011 年 12 月に「 IBM SPSS

Modeler」を導入。さらに、2013 年 9 月にはメール・マーケティン
グのプロセスを自動化する「 IBM Campaign」を基盤に加えま
した。迅速な PDCA サイクルのもとで、複数のプロモーション
施策を同時並行で展開していくための体制を整えています。
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月間利用率 70％を超えるポイントカード会員の
膨大な履歴データをプロモーションに活用
JR 浜松駅にほど近い新浜松駅から西鹿島駅間を結び、
年間約 950 万人の地域社会の 足 を支えている遠州鉄道
は、電車、バス、タクシーの運輸事業を中核に事業の多角

遠州鉄道株式会社
営業推進部 部長

化を推進。現在では、遠鉄百貨店、
遠鉄ストアなどのショッ
ピング関連事業、ホテル、スポーツクラブ運営、自動車販

鈴木 憲之

売、分譲マンション・注文住宅などの不動産販売、介護など、

Mr. Noriyuki Suzuki

地域の生活に密着した幅広い事業を展開する遠鉄グルー
プへと発展を遂げています。

氏

でポイントが自然に貯まることから、休眠カードになってし

しかし、遠鉄グループが営業基盤としている静岡県西部

まうことがほとんどなく、地域住民に広く浸透しています。

地方を取り巻く経済状況は、必ずしも明るい見通しばかり

この利用過程で蓄積されるカード会員の膨大な履 歴

ではありません。大手小売業の進出による競争激化、生

データを分析することで、グループを横断した多彩なプロ

産工場の海外移転などによる空洞化への懸念など、さまざ

モーション活動に役立てていくというのが遠州鉄道のアプ

まな課題を抱えています。

ローチです。営業推進部 部長の鈴木憲之氏は、次のよう

こうした環 境下でどう活路を見いだしていくか ――。

に語ります。

2012 年度からスタートした 3 カ年中期経営計画「バリュー

「今後も経営環境は変化を続け、顧客の価値観もますま

アップ 2014」において遠州鉄道が打ち出したのが、
「営業

す多様化していくと予想される中で、その変化にいち早く

的なグループ間のコラボレーションを強化することでシナ

気付き柔軟に対応するとともに、自らが変化を起こしてい

ジーをさらに高め、新しい価値を創造し続けていく」とい

くことが求められています。そこに有益なヒントを与える

う重点施策です。そして、そのビジョンを具現化していく

洞察（気付き）や知見を、データ分析を通じて見いだしてい

上での中心戦略として、グループ共通の「えんてつカード」

けるのではないかと考えています」

の活用に着目しました。
えんてつカードとは、従来グループ各社が個別に展開し
ていた会員カードや販促活動を統合する形で 2008 年 9 月

データ処理に画期的なスピードをもたらす
IBM SPSS Modeler を導入

に運用を開始したもので、
「ポイント専用カード」とクレジッ
ト機能をプラスした「ポイント＆クレジットカード」の 2 種

しかしデータ分析の取り組みは、予想していた以上の困

類が用意されています。現在のカード発行枚数は、約 49

難に直面しました。ボトルネックとなったのは、当初利用し

万 7,000 枚。遠州鉄道の営業エリアである静岡県西部地

ていた BI（ビジネス・インテリジェンス）ツールのパフォー

方（浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市）の人口が

マンス不足です。えんてつカードの利用を通じて捕捉され

約 126 万人であることを考えると、実にその約 40％をカバー

る履歴データのトランザクションは、年間数千万件に上りま

していることになります。さらに特筆すべきが驚異的な利

す。この膨大なデータの中から必要なデータを抽出し、単

用率で、月間 70％を超えるカード会員に常用されています。

純な集計を行うだけでも数時間を要したのです。

遠鉄百貨店や遠鉄ストアなどでえんてつカードを利用す
ると、購入 105 円ごとに１ポイントが付与されるほか、プリ

営業推進部 IT 戦略課の副課長を務める中村桂氏は、
こう語ります。

ペイド IC 乗車券（ナイスパス）を利用して遠鉄の電車や

「過去 1 カ月分くらいのデータを集計するだけなら何とか

バスを利用した場合も、利用 100 円ごとに 1 ポイントが付

なるのですが、長期的なトレンド（時系列）の変化を見るた

与されます。また、アパートやマンション賃貸成約時には

めには、半年分、1 年分といったデータが必要となります。

500 ポイントが付与されるなど、日常生活のさまざまな場面

また遠鉄ストアの利用傾向だけでなく、百貨店やホテルの
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利用傾向も併せて見てみたいというように、分析に必要と
なるデータ量はどんどん膨らんでいきます。こうなるともは
や お手上げ の状態でした」

視覚的に分かりやすい
モデリング機能を生かした分析で
新規顧客獲得につながる知見を見いだす

少し踏み込んだ分析を行おうとすれば、なおさらです。
例えば、顧客の購買行動を「最終購買日（ Recency）
」「購

データ抽出や集計のスピードを上げるという目的から導

買頻度（ Frequency）
」「累計購買金額（ Monetary）
」の

入した SPSS Modeler でしたが、データ分析の実務を通

三つの指標で分類し、リピーターとなる可能性が高い顧客

じて活用の幅を広げていく中で、遠州鉄道はこのツールが

を判定する「 RFM 分析」を実行したところ、データを読み

持つもう一つの価値を掴んでいきました。

込んでから結果が出るまでに、丸 1 日以上も要してしまっ

それは、GUI 上にアイコンを配置して相関関係を設定し、
分析シナリオを「ストリーム」として保持・実行することが

たケースもありました。
「これではせっかく貴重なデータを集めても十分に活用

できる視覚的にわかりやすいモデリングの機能です。営

することができず、グループ各社や各部門のタイムリーな

業推進部 営業推進課 主任の鈴木陽介氏は、次のように

意思決定を支援することができません。このデータ処理ス

評価します。

ピードの問題を根本的に解決するツールの導入が急がれま

「限られた時間内で、
できるだけ多くの仮説を立て、
シミュ
レーションを実施したいと考える私たちにとって、SPSS

した」
（鈴木憲之氏）
新たなソリューションの検 討に入った遠州鉄 道の目

Modeler のモデリング機能は非常に強力な武器となって

にとまったの が、IBM から提 案を受 け た「 IBM SPSS

います。例えば、顧客のセグメンテーションのためにロジス

Modeler」
（以下、SPSS Modeler）でした。一部の実デー

ティック回帰分析やクラスタリング分析（図 1）を活用する

タを用いて検証したところ、これまで丸 1 日を費やしてい

など、
分析の幅は従来に比べて格段に広がりました。また、

た集計・分析処理を、SPSS Modeler はわずか 1 時間で

ストリームなら、分析内容などを視覚的に理解できるため、

完了したのです。

分析シナリオの再利用のほか、将来的にはチーム内での

「この圧倒的なスピード感は驚きでした。さらに、SPSS
Modeler が魅力的だったのは、スモールスタートが可能

分析ノウハウの共有や相互検証といった活動にも生かせる
と考えています」

だったことです。これなら大きなコスト負担を背負うことな

こうした取り組みには、すでに多くの成果が現われてい

く、新たな一歩を踏み出すことができると判断しました」と

ます。遠鉄グループが経営しているホテルにおける新規

中村氏は振り返ります。

顧客の獲得もその一例です。

こうして遠州鉄 道は SPSS Modeler の導入を決定し、

平日の稼働率が低いという課題を抱えていたホテルに対
して、遠州鉄道営業推進部は「同ホテルの平日利用顧客

2012 年の初頭より利用を開始しました。

と類似した 行動・購買パターン を持つカード会員を抽出
えんてつカード全会員
（ホテル未利用）

ホテル平日利用者
2社利用

百貨店

・会員属性

3社利用

ストア

・ホテル以外の
グループ利用履歴

ガソリン
スタンド

=

・会員属性
・ホテル以外の
グループ利用履歴

えんてつカード会員でホテル未利用の会員から、
「ホテル平日利
用者」
と同じような属性（性別・年代・居住区等）
と利用履歴（百貨
店・ストア・主催旅行等の利用金額や時間等）の会員を新規顧客
候補とみなしDMを送付。

図 1. SPSS Modeler を活用したクラスタリング分析
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図 2. 新規顧客獲得のための施策

し、ダイレクト・メールを送付することで、平日利用の新規
顧客になってもらえる可能性が高いのではないか」という
仮説を立てました（図 2）。この仮説を検証するため、カー
ド会員の属性（性別、年代、居住区など）や利用履歴（遠
鉄ストアや百貨店での買い物、主催旅行への参加回数や
金額など）を複合的に分析してカード会員のセグメンテー

遠州鉄道株式会社
営業推進部 IT 戦略課 副課長

ションを行い、ダイレクト・メールを送付したところ、予想
を上回るヒット率を上げることができました。

中村 桂

「こうして獲得できたのは完全なる新規のお客様であり、

氏

Mr. Katsura Nakamura

テスト・マーケティングとしては大成功です」と鈴木憲之氏
も顔をほころばせます。

営業推進と IT 戦略の人材が
2 人 1 組でデータ分析チームを構成
もっとも、
パフォーマンスや機能面でどれだけ優れたデー
遠州鉄道株式会社
営業推進部 営業推進課 主任

タ分析ツールを導入したとしても、ツールのパワーのみでこ
うした成果を得られるわけではありません。遠州鉄道に

鈴木 陽介

おける SPSS Modeler の 使いこなし の背景にあったの

Mr. Yousuke Suzuki

は、組織づくりや人材育成に関する重要な取り組みです。
2010 年に遠州鉄道は、営業推進部の配下に「営業推進

氏

前に一つの 答え を出していたと言えます。

課」と「 IT 戦略課」を統合しました。以降、両セクション

遠州鉄道における組織づくりの重要なポイントは、
「マー

から一人ずつ選んで組ませたペアを 5 チーム編成し、それ

ケティングの専門家と IT の専門家で構成されたチーム

ぞれのチームがグループ各社を手分けして担当。データ分

は、常に隣り合った席につき、社内の勉強会からグループ

析に基づいた課題発見や、具体的なマーケティング施策の

各社との打ち合わせ、仮説の策定にいたるまで、常に一緒

立案にあたるという体制をとっています。

に行動する」
（鈴木憲之氏）ことにあります。
「ビジネスの

「もともと履歴データの管理はカード戦略室という組織

ボトルネックをどうやって解消するのか」「 KGI（ Key Goal

が担当していたのですが、えんてつカードの確実な運営の

Indicator）をどうすれば達成できるのか」
「何を KPI（ Key

ために多くの人材や時間が割かれており、なかなかデータ

Performance Indicator）とするのか」といった問題意識

分析までは手が回らない状況でした。そこで、
『データ分

を、マーケティングと IT の 2 人の専門家が共有することで、

析に関しては、遠鉄グループ全体のマーケティング戦略を

データ分析ツールの的確な活用とそれによる着実な成果を

担っている営業推進部に移管する』という新たな方針のも

もたらしているのです。

とで、組織変更が行われたのです」と鈴木憲之氏は振り返
ります。
昨今、ビッグデータ活用を指向する多くの企業の間で、

IBM Campaign を新たな基盤に加え
メール・マーケティングの自動化に踏み出す

「アナリティクスの中心的な役割を担う人材やチームは、IT
部門とマーケティング部門のどちらの組織に所属したほう

IBM SPSS Modeler によるデータ分析に関して大きな

がよいのか」
「 IT 部門とマーケティング部門を、どのように

手応えを掴んだ遠州鉄道は、次のステップとして本格的な

連携させればよいのか」といった議論が盛んに行われてい

メール・マーケティグに向けた取り組みを開始しました。

ます。こうした組織づくりのテーマに、遠州鉄道は 3 年も

きっかけとなったのは、2011 年 11 月の遠鉄百貨店リニュー
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を対象としたプロモーションへの活用に乗り出しました。
「遠鉄グループの宣伝広告はこれまで新聞チラシに頼っ
ていたのですが、新聞購読率の低下もあって、最大のター
ゲットである F1 層
（20 歳から 34 歳までの女性）
をはじめ、
若い世代のお客様にはリーチしづらくなっています。メー
ル・マガジンであれば、あらゆる世代のお客様に確実に届

遠州鉄道株式会社
営業推進部 営業推進課

藤井 直

けることができ、ダイレクト・メールのような大きなコストを
かける必要もありません」と中村氏もそのメリットを強調し

氏

ます。

Mr. Nao Fujii

そして、この取り組みを支えるツールとして遠州鉄道は、
2013 年 3 月に「 IBM Campaign」の 導 入を 決 定。 カー

アル・オープンに合わせて実施した、新しい試みのメール・

ドの履歴データを蓄積したデータウェアハウス、メール配

マガジンの配信です。

信システムなどの周辺システムと連携させるインテグレー

「遠鉄百貨店のお客様を対象としたメール・マガジン会

ション作業を終え、同年 9 月に運用を開始しました。IBM

員組織を立ち上げ、
『メールを開いて対象リンクをクリック

Campaign は、キャンペーンに関するプロセスを統合管理す

するだけで 1 ポイントを差し上げます』と告知したところ、

ることができ、
「誰に、いつ、どんなオファーを届けるのか」

開始当初で約 7 割のクリック率を獲得し、現在も平均 6

といったプランを容易に設計できるようにするとともに、そ

割という高い数値を維持しています。また、その後の店舗

の実行から効果検証までのプロセスを自動化します
（図 3）
。

における購買額、単価、頻度などを追跡調査してみると、

「メール・マーケティングでは、1 通のメールを送った後

メール・マガジン会員はすべてのスコアで非会員を上回っ

で効果を分析し、その結果を受けて素早く二の手、三の手

ていることが分かりました。メール・マガジン会員は、ま

を打つことがきわめて重要です。そうしたスピーディーな

さに百貨店にとってのコア会員だったのです」と、鈴木憲之

展開を行うのに、IBM Campaign による自動化アプロー

氏は語ります。

チを活用できると考えました」と語るのは、同ツールの導入

こうした経緯から遠州鉄道はメール・マガジンの有用性

を主導してきた営業推進部 営業推進課の藤井直氏です。

を再認識し、百貨店だけでなく幅広いグループ企業の顧客

「例えば 1,000 人のお客様にオファーを送る際に、500

SPSSで
セグメンテーション
顧客選定・
配信

メール配信ソフトと連携

カードDBと連携

（メール配信側のデータを
IBM Campaignに取り込んで確認）

（カードDBのデータを
IBM Campaignに取り込んで確認）

サンキュー
メール
開封ポイント
付与

購買

非購買

未開封

付加価値付
メール

付加価値付
メール

未開封

一連の流れ・分岐をIBM Campaignで自動化
図 3. 顧客の行動に対応したメール配信
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クロスセル
アップセル
メール

時間

人ずつの二つのグループに分け、クーポンをメールの文頭

IBM Campaign が、遠鉄グループのさまざまなプロモー

に置いたケースと文末に置いたケースで、どちらのクリッ

ション活動にどのようなブレークスルーを起こし、新たな

ク率が良かったのかを検証します。その結果に基づいて、

価値をもたらしていくのか。本格的な活用は始まったばか

以後はより確度の高いメールを配信するといった試行錯誤

りですが、確かな成果を獲得するための方向性は、しっか

が可能となります。すなわち、どれだけ多くの PDCA サ

り見定められています。

イクルを同時並行で回すことができるかがメール・マーケ
ティングの肝となります。とはいえ、一人の人間が一定の時

そうした今後のスマーター・コマースを見据える中で、営
業推進部が担う役割もますます大きくなっていきます。

間内で回すことができる PDCA サイクルには限界があり

「私たちにとってのお客様はえんてつカード会員の皆様

ます。これまで手動で行っていた多くの作業を自動化する

ですが、広い意味ではグループ各社、さらには各社が手

ことで、初めてその限界を超えることができるのです。具

掛けている多様なサービスの利用者も、すべて私たちの

体的には、データの抽出から配信、分析までを日次業務と

お客様です。そうした多様な関係性を持ったあらゆる立

して自動化することで、異なる施策に対応した複数キャン

場のお客様から、
『あってよかった』と思っていただける

ペーンを同時に走らせることが可能になります」

セクションになることが、営業推進部の目標です。かつ

さらに、鈴木陽介氏はこう続けます。

てのような勘と経験だけではなく、データに裏付けられ

「実際にさまざまなテスト・マーケティングを繰り返す過程

た『求められるサービス』や『届いてよかった』と喜ばれる

では、当初考えていた仮説が外れることも決して珍しいこ

キャンペーンを介して、お客様とグループ各社、あるいは

とではありません。そうした場合により重要なのは、常に結

グループ会社間の結び付きをさらに深めていくためのお

果を定量化して比較・分析し、次のプロモーション施策の

役に立てればと考えています。メール・マガジンの会員も

精度向上につなげていくことです。
SPSS Modelerを利用し、

今後 2 年間で 2 倍に拡大することを目指しており、広範な

お客様がカードを利用した経緯や履歴を一つひとつ捉えな

領域でのデータ分析を加速させ、遠鉄グループにおける

がら分析し、そこで立てた仮説 P を IBM Campaign に

新規事業や新規市場への挑戦を支えていきます」と鈴木

連係させて DCA を実行していくというサイクルを確立し

憲之氏は、次のステップに向けた構想を描いています。

ていく中から、より効果の高いメール・マーケティングのた
めのノウハウを培っていきたいと考えています」

ソフトウェア製品担当者の視点

日本 IBM

ソフトウェア事業

山岡 宏二

この事例の着目すべき点は多岐にわたりますが、その中でも特に遠州鉄道様の組織作りについて注目していただきた
いと思います。昨今多くのお客様から、マーケティングと IT の連携やデータ・サイエンティストの確保・育成が難しい
という声をお聞きしますが、遠州鉄道様は 2010 年から IT 部門とマーケティング部門を統合されており、多くの企業が
抱えるこれらの悩みを感じることなく、ビジネスを推進されています。
ビッグデータを分析し活用する上で非常に重要なポイントとして、明確な目的意識があることが挙げられます。
「何か
分かるかもしれないからとりあえず分析をしてみる」という姿勢ではなく、遠州鉄道様は、お客様にとって最適なサービ
スを提供することを第一に考え、ビジネスに直結する分析を意識してデータ活用に取り組んでいらっしゃいます。
また、この お 取り 組 み に お いて は、IBM の 先 進 的 ソリューション で あ る「 IBM SPSS Modeler」と「 IBM
Campaign」、それぞれの特長を理解した上でご利用いただいていることが成功につながっていると思います。当事例
で実装されている２つのソリューションは、遠州鉄道様の今後のビジネスに大きく貢献できると確信しています。
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