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要旨
近年、 １本で多機能（ファンデーション、紫外線
カット、化粧下地、保湿クリーム、仕上げパウダーな
ど）なBBクリームの人気が増加し、様々な商品が登場ど）なBBクリームの人気が増加し、様々な商品が登場
している。このような状況において、消費者が自身の
ニーズに合った商品を選ぶのが容易でないことが指摘
されている。
そこで、本研究では、人気上位の５商品を分析対象
とし、口コミサイトに実際に寄せられているコメント
を、数理システムのText Mining studioを使用しテキを、数理システムのText Mining studioを使用しテキ
ストマイニング分析を行い、各商品の消費者イメージ
の把握を試みた。さらに、主成分分析を行い、５つの
商品のプロダクトマップを作成した。これらを元にし
たレコメンデーションシステムの開発などの可能性の
検討を行った。
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第一章 研究背景



研究対象

� 研究対象：BBクリーム

第一章 研究の背景

� 理由：ＢＢクリームは近年人気で話題になって種

類も豊富だが、商品によって特徴に違いはある

のか疑問に思ったため。
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BBクリームとは

�Blemish Balm Creamのことで、直訳すると"欠点を補う香油クリ
ーム"という意味。

第一章 研究の背景

ーム"という意味。

～有名になった背景～

�ＢＢクリームは、ピーリング等の皮膚科手術などで炎症を起こし
た肌を消炎、保護するために使用されていたクリームで、韓国
では皮膚科やエステなどで高価な扱いを受けていた。それがネ
ットを中心に広がり、韓国の有名コスメブランドからＢＢクリーム
の普及版が発売されたため、またたく間に化粧品として一般化の普及版が発売されたため、またたく間に化粧品として一般化
していった。

�日本においてはテレビなどで美容家でタレントのＩＫＫＯさんら
が、このＢＢクリームについて紹介していたこともあって、２００８
年頃からよく知られるようになった。
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BBクリームの特徴

�ＢＢクリームの特徴的としては１本での多機能であること（ファンデー
ション、紫外線カット、化粧下地、保湿クリーム、仕上げパウダー、

第一章 研究の背景

ション、紫外線カット、化粧下地、保湿クリーム、仕上げパウダー、
etc… 商品によって微妙に異なる）これ一本で、それまで何種類もの
化粧品を使用しなければならなかった手間や時間・お金を大幅に削
ることができる。

�効用としてはそれだけでなく、肌を再生、保湿効果、肌の保護など、
の美肌効果も挙げられる。それでいてファンデーションのような重さは
あまりないためナチュラルな印象を与える、というのも特徴。あまりないためナチュラルな印象を与える、というのも特徴。
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第二章 分析目的、分析方法



各商品の特徴を口コミから分析し、消費者の目的に合わせ
たBBクリームを提案する。

目的

第二章 分析の目的、方法

たBBクリームを提案する。

•ＢＢクリームに関する掲示板の口コミをテキストマイニング

評価別解析、注目語情報分析

•テキストマイニングで分析した結果を元に、主成分分析を

方法

•テキストマイニングで分析した結果を元に、主成分分析を
行い、各商品の位置づけを決める。

•消費者がどのような視点でどのBBクリームを評価している
のか分析する。 9



�@cosme

第二章 分析の目的、方法

使用するサイト

�@cosme

→@ｃｏｓｍｅ(アットコスメ)は化粧品・コスメのクチコミや商
品情報をクチコミランキングでチェックしたり、オリジナ
ル商品の企画に参加できたり、スキンケアやメイクの疑
問を質問できる化粧品・コスメ情報専門ポータルサイト

�なぜ＠cosmeを選んだのか？

→他にも、様々な化粧品の口コミはサイトは存在するが、
@cosmeが最も規模の大きいサイトだから。 10



使用する商品

� 口コミサイトで口コミ数上位５つのBBクリー

第二章 分析の目的、方法

� 口コミサイトで口コミ数上位５つのBBクリー

ムを分析に使用。

� 全ての商品は口コミ数を５００件とする。
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①MISSHA M BBクリーム

•発売日 2007/8/17

•内容量/50g、価格/1,800円、SPF/無し、色/１色（肌色）

第二章 分析の目的、方法

一番価格が安い！ ＳＰＦ入ってません！

•内容量/50g、価格/1,800円、SPF/無し、色/１色（肌色）

•１本で３つの機能（化粧下地、ファンデーション、ダメージケア）

•元祖BBクリーム。ちょっと固めのクリームが肌にのばすと、ピタッと肌に
なじむ、その仕上がりの美しさでも人気です。マットで落ち着いた印象
の肌色です。紫外線吸収剤が苦手な肌にも。

•「メーカーのおすすめ」・・・薄づきでナチュラルな仕上がりをお好みの•「メーカーのおすすめ」・・・薄づきでナチュラルな仕上がりをお好みの
かた。肌にやさしいベースメイクをお探しのかた。スキンケア効果のある
ベースメイクをお望みのかた。しっかりファンデーションをしたくない休
日にも。

12



•発売日 2008/4/18

•内容量/50g、価格/2,500円、SPF/40PA+++、色/２色（ナチュラル、明るめ）

第二章 分析の目的、方法

②MISSHA BBクリーム

５つの中で最もＳＰＦ（日焼け止め効果）が高い！

•内容量/50g、価格/2,500円、SPF/40PA+++、色/２色（ナチュラル、明るめ）

•１本で４つの機能（日焼け止め、化粧下地、ファンデーション、美容クリーム＆
うるおい効果）

•「メーカーのおすすめ」メイクしながら美容効果が１日持続するマルチ機能ク
リーム。一年を通し、肌タイプ・年齢を問わずお使いいただけます。

ＭＩＳＳＨＡ Ｍの後に発売！
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•発売日 2008/12/1

•内容量/40g、価格/1,890円、SPF/30PA++、色/２色（ナチュラルとヘルシー）

第二章 分析の目的、方法

③ナノーチェ（ NANOCĖ ）BBクリーム

•内容量/40g、価格/1,890円、SPF/30PA++、色/２色（ナチュラルとヘルシー）

•１本で５つの機能（ファンデーション、紫外線カット、化粧下地、保湿クリーム、
仕上げパウダー）

•「メーカーのおすすめ」エイジングケア成分（フラーレン）配合、日本人向け、
美容要素（カバー力、エイジングケア）、カバー力、日本女性のための肌色＆
肌なじみ

日本人向け！
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•発売日 2009/5/25

•内容量/35g、価格/4,410円、SPF/30PA++、ウォータープルーフ、、、、色/４色（ラ

第二章 分析の目的、方法

④ドクターシーラボ BBパーフェクトクリーム

一番価格が高い！ 唯一のウォータープルーフタイプ！

•内容量/35g、価格/4,410円、SPF/30PA++、ウォータープルーフ、、、、色/４色（ラ
イト、シャイニー、ナチュラル、ダーク）

•１本で６つの機能（クリーム、美容液、日焼け止め、化粧下地、コンシーラー、
ファンデーション）

•「メーカーのおすすめ」美肌を育む多機能ファンデーション、エイジングケア
に嬉しい話題の「EGF」を配合。・美容、美肌等、肌へのいたわり（カバー力含
む）む）
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•発売日 2010/2/25

•内容量/40g、価格/１,890円、SPF/26PA++、色/２色（ナチュラル、ライト）

⑤パッションＮＹ スムースイレースＥＸ BBマットキープクリーム

第二章 分析の目的、方法

今年発売！５つの中で最も新しいもの！

•内容量/40g、価格/１,890円、SPF/26PA++、色/２色（ナチュラル、ライト）

•１本で５つの機能（美容液、乳液、日焼け止め、化粧下地、ファンデーション）

•「メーカーのおすすめ」オイルフリーのマット仕上げ、高カバー力、新処方・シ
ャドーコントロールエッセンスを配合、モイストチャージリバイタライザーで肌に
うるおいを与え、毛穴など凹凸でできた影が目立たないハリのある肌へ導きま
す。エイジングケアのニーズにも応えるスキンケア効果。毛穴ケア成分が毛穴
まわりの角質が硬くなるのを防ぎます。皮脂の通りを妨げない配慮で、毛穴ままわりの角質が硬くなるのを防ぎます。皮脂の通りを妨げない配慮で、毛穴ま
わりの肌をやわらかく保ちながらひきしめます。
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第三章 分析結果



第三章 分析結果①

MISSHA Ｍ 評価別分析（好評語） ｢肌」 注目語情報分析

「感じ」が好評の一位だが、具
体的な単語ではないので「肌」

を好評語の一位とする。

「肌色」「肌が見える」は具体的な
述語がないため、「肌に馴染む」

と好評であるとする。

ＭＩＳＳＨＡ Ｍの口コミを評判抽出
した結果「肌」が好評であることがわ

かる。

「肌」の注目語情報では、「肌に馴
染む」と好評であることがわかる。

図１９図１８
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第三章 分析結果①

MISSHA Ｍ 評価別分析（不評語） 「色」注目語情報分析

ＭＩＳＳＨＡ Ｍの口コミを評判抽出
した結果「色」が不評であることがわ

かる。

「色」の注目語情報では、「色が合
わない」「色が暗い」と不評であるこ

とがわかる。

図２１図２２
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MISSHA 評価別分析（好評語）

第三章 分析結果②

｢コスパ」 注目語情報分析

「コスパ」とは、コストパフ
ォーマンスのことである。

ＭＩＳＳＨＡの口コミを評判抽出した
結果「コスパ」が好評であることがわ

かる。

「コスパ」の注目語情報では、「コス
パが好い」と好評であることがわか

る。

図１５図１４
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MISSHA 評価別分析（不評語）

第三章 分析結果②

「匂い」注目語分析

「感じ」が好評の一位だが、今回は
好評と不評の差が大きいものをそ
れぞれ好評語、不評語として見る。

「匂い」の注目語情報では、「匂い
がきつい」と不評であることがわか

る。

ＭＩＳＳＨＡの口コミを評判抽出した
結果「匂い」が不評であることがわ

かる。

図１７図１６
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ナノーチェ 評判別解析（好評語） 「色」 注目語情報分析

第三章 分析結果③

ナノーチェの口コミを評判抽出した
結果「色」が好評であることがわか

る。

「色」の注目語情報では、「色が合
う」と好評であることがわかる。

図１ 図２
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ナノーチェ 評判別解析（不評語） 「伸び」 注目語情報分析

第三章 分析結果③

ナノーチェの口コミを評判抽出した
結果「伸び」が不評であることがわ

かる。

「伸び」の注目語情報では、「伸び
が悪い」と不評であることがわかる。

図４図３
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ドクターシーラボ 評価別分析
（好評語）

第三章 分析結果④

「伸び」 注目語分析

ドクターシーラボの口コミを評判抽
出した結果「伸び」が好評であること

がわかる。

「伸び」の注目語情報では、「伸び
がいい」と好評であることがわかる。24



「顔色」 注目語分析

第三章 分析結果④

ドクターシーラボ 評価別分析
（不評語）

ドクターシーラボの口コミを評判抽
出した結果「顔色」が不評であること

がわかる。

「顔色」の注目語情報では、「顔色
が悪い」と不評であることがわかる。25



パッションNY 評判別解析（好評語） 「カバー力」 注目語情報分析

第三章 分析結果⑤

パッションＮＹの口コミを評判抽出し
た結果「カバー力」が好評であること

がわかる。

「カバー力」の注目語情報では、「カ
バー力が凄い」と好評であることが

わかる。

図６図５
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パッションNY 評価別分析（不評語）

第三章 分析結果⑤

パッションNYの口コミを評判抽出した結果「テカ」「色」
が不評であることがわかる。

図７
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「色」 注目語情報分析「テカ」 注目語情報分析

第三章 分析結果⑤

「テカ」の注目語情報では、「テ
カりにくい」とあり、不評ではな

いため、二番目にあった「色」を
不評であると判断する。

「色」の注目語情報では、「色が合
わない」と不評であることがわかる。

図９図８
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テキストマイニングの結果
各商品好評だった特徴

第三章 分析結果

� MISSHA M・・・肌に馴染む

� MISSHA・・・コスパが良い

� ナノーチェ・・・色が合う

� ドクターシーラボ・・・伸びが良い

� パッション・・・カバー力が凄い
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テキストマイニングの結果
各商品不評だった特徴

第三章 分析結果

� MISSHA M・・・色が合わない

� MISSHA・・・匂いがきつい

� ナノーチェ・・・伸びが悪い

� ドクターシーラボ・・・顔色が悪く見える

� パッションNY・・・色が合わない
30



�次に、テキストマイニングの結果、重要だと思われる

第三章 分析結果

主成分分析

�次に、テキストマイニングの結果、重要だと思われる
キーワードを抽出し、商品の特徴をあらわした。

�各キーワードごとの使用頻度を変数とし、主成分分
析を行った。

�その結果の散布図を作成することで、今回分析対
象とした５つの商品のプロダクトマップを作成した。象とした５つの商品のプロダクトマップを作成した。
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第三章 分析結果
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５つの商品の位置づけから下記の点で消費者に提案することが出来る

第三章 分析結果

主成分分析より考察①

�色重視・・・ナノーチェ

�カバー力重視・・・MISSHA

�コスパ重視・・・MISSHA

�伸び重視・・・ドクターシーラボ

�全て・・・パッションNY
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今回５つの商品のうち２つが韓国製であり、
製造国においても特徴にも違いが表れた。

主成分分析より考察②

第三章 分析結果

日本製（ナノーチェ、ドクターシーラ
ボ、パッションNY）

� カバー力が韓国製に比べて低い。

� 色、伸びについて様々な種類を選
ぶことが出来ると考える。

� コスパが日本製に比べると良い。

� カバー力が日本製に比べると良い。

� MISSHAはMISSHA Mよりもコスパ、

韓国製（MISSHA、MISSHA M）

製造国においても特徴にも違いが表れた。

カ バ ー 力 に お い て 優 れ て い る
（MISSHAは後に発売されたため、
改良されていることが分かる。）
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第四章 まとめ



�今回の分析の結果を元に、消費者のニーズに

第五章 今後

分析結果の活用方法

�今回の分析の結果を元に、消費者のニーズに
あった商品の紹介が可能となる。例えば、レコ
メンデーションシステムの開発などが考えられ
る。
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� BBクリームhttp://beauty-face-bbcream.sblo.jp/article/9846119.html

� MISSHA BBクリームhttp://www.misshajp.com/goods/details.php?goods_id=1127、
http://www.misshajp.com/goods/details.php?goods_id=1128

� ナノーチェ http://www.ishizawa-lab.co.jp/nanocebb/cream.html
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