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1 はじめに

近年、増加の一途を辿るウェブデータもしくは購買履歴データといった大規模なデータをい

かにしてビジネスに役立てるか、その利活用に関心が高まっている。前者は、とくにソーシャ

ルメディアやオンライン製品レビューのことを指し、消費者によって自発的に発信・共有され

る企業や製品に関する重要な情報を含んでいるとされる。また、後者は、多くの企業が保有し

ている消費者の直接的な行動についてのデータである。これらのデータから、企業や製品につ

いて消費者が抱える潜在的な思考を抽出することは、彼らの行動を分析射程に含むマーケティ

ング分野にとって、とりわけ重要な課題である。

しかし、これらのデータは、一般に、分析対象として扱いが困難である。ソーシャルメディ

アやレビューデータは、通常、文書データとして存在しており、それらは変数が未定義の非構

造化データである。非構造化データは構造化データへと変換され、その後、研究目的に応じて

適宜分析に利用されるが、多くの場合、このようなデータ行列は観測値が少数の要素にしか含

まれていない疎な行列であり、既存の多変量解析手法では対処しにくいという側面がある。ま

た、購買履歴データにおいても、取り扱う品目数や顧客数が増加するにしたがって、そのデー

タは同様の性質をもつことになる。

これらのデータをより適切に分析する手法として、トピックモデルと呼ばれる確率的な生成

モデルがある。それらは、可能な限り少ない仮定のもとで、データから潜在的なトピックを精

度良く抽出することができる。さらに、モデル構造が柔軟で容易に拡張することが可能であり、

125

キーワード:トピックモデル、User-generatedcontent、購買履歴データ、製品ポジショニング、顧客セ

グメンテーション ［受理日2017年10月25日］



現在では様々な研究領域において応用されている。

しかしながら、分析手法が汎用的であるからこそ、各分野において対処できる課題について

把握しておくことは、そのモデルの応用上の価値を知るうえで重要なことであると考えられる。

そこで、本稿では、マーケティング研究領域においてトピックモデルが応用されている研究論

文を対象に、それらの研究課題についての整理および分類を試みる。また、各分類において取

り組まれている課題の特徴について考察し、モデルが果たす有用性についても言及する。さら

に、当該領域における今後の研究展望についても、若干の検討を加える。

本稿の構成は以下のとおりである。第2節では、まず、トピックモデルについて概観する。

トピックモデルは、文書をトピックの混合として捉えた確率的生成モデルであり、現在では

多くのモデル提案がなされているが、本稿ではその中でももっとも基礎的なモデルである

LatentDirichletAllocationについて説明する。第3節では、現状のマーケティング分野にお

いて、トピックモデルを応用している研究論文を中心に文献レビューを行い、それらの研究課

題の整理および分類を試みる。第4節では、前節での整理および分類の結果を踏まえて、マー

ケティング分野にトピックモデルを応用することの有用性や、今後の当該領域における研究展

望について議論する。

2 トピックモデル

トピックモデルと呼ばれるモデルは、現在数多く提案されており、ここでその全貌を提示す

ることは本稿の範囲を越える。そこで、本節では、トピックモデルの中でももっとも基礎的な

モデルであるLatentDirichletAllocation（潜在的ディリクレ配分法、以下、LDA）の概要

について説明する。他の多くのトピックモデルは、基本的にLDAを拡張する形で提案されて

いるためである。

LDAは、分析対象となる文書データの集合から、ジャンルとも言うべきトピックと、各文

書におけるそれらトピックの混合比率を推定することで文書データを要約できる手法として

提案された。また、LDAは、文書データに限らず、離散的な観測データを対象とするクラ

スタリング手法として柔軟に利用できるため、現在では画像、映像、音声、関係データ、購買

データといった幅広い種類のデータに応用され、ドメインに応じた拡張モデルが提案されてい

る。

LDAをはじめとするトピックモデルは、データの確率的な生成過程に着目した生成モデル

であるため、本節では、まず、文書データに関する生成モデルの考え方について、より初歩的

なモデルを示しながら説明する。その後、LDAの概要についての説明を行い、最後に、マー

ケティング研究上、LDAがどのような利点をもつのかについて、類似する既存手法との差異

を確認しながら整理する。
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2.1 文書データと生成モデル

文書データを統計的に処理する場合、まず、文書データを数値に変換する必要がある。そこ

で、一般的には、形態素解析によって文書データを形態素へ分解して品詞分類を実施すること

で、語彙の発生頻度もしくは重み付けを行った頻度によるベクトルとして表現する。このよう

に、語順を無視して語彙の発生頻度に基づいて文書を量子化する方法を Bag-of-Words（以

下、BOW）と呼ぶ。生成モデルでは、このBOWの仮定が一般に用いられる。

ここで、そのように表現された文書データに関して、その生成過程について考えてみよう。

もっとも単純な生成モデルは、ユニグラムモデル（unigrammodel）と呼ばれるものである。

このモデルは、全文書にわたって、共通するただ1つのトピックから観測データが生成される

という仮定を置いている。ここでいうトピックとは、各文書もしくは各単語に属している潜在

変数のことを示しており、あるトピックは分析に利用したデータ内に出現した全語彙を確率変

数とする多項分布（multinomialdistribution）として表現される。この多項分布は、そのト

ピックにおける単語分布と呼ばれる。なお、多項分布は、

Multi・x,n・・
n!

n1!n2!・nk!Π
K

k・1
x

nk
k ・1・

として定義される。ただし、x・・x1,・,xK・,0・ xk・1,・
K
k・1xk・1であり、nは全試行

数、Kは全事象数、nkは事象kが生じる回数、xkは事象kが生じる確率を表している。ユニ

グラムモデルのグラフィカルモデルは図1（A）となる1）。

しかしながら、トピックがすべての文書にわたって1つしかないとする仮定は、複数の主題

の文書が混在する文書集合を分析対象にする場合、現実的ではない。そこで、文書ごとに、割

り当てるトピックを確率的に変更するモデルが考えられる。このモデルは、混合ユニグラムモ

デル（unigrammixture）と呼ばれるものである（Nigametal.,2000）。グラフィカルモデ

ルは図1（B）となる。

混合ユニグラムモデルはトピックを文書ごとに推定するわけだが、各文書に1つのトピック

のみが存在するというのは、いまだ制約として強すぎる。そこで、各文書に複数のトピックが

ある比率で混ざっており、文書ではなく単語によって割り当てるトピックを確率的に変更する

というモデルが提案された。これが、ProbabilisticLatentSemanticIndexing（確率的潜在

意味解析、以下、PLSI）と呼ばれるモデルである（Hoffman,1999）。なお、各文書における

複数のトピックの混合比率のことをトピック分布とよび、多項分布として表現される。PLSI

のグラフィカルモデルは図1（C）となる。

PLSIでは、各トピック、つまり単語分布と、各文書におけるトピック分布が推定される。

これらの確率分布によって、入力した文書集合にどのようなトピックが存在しており、また、

それらのトピックが各文書にどの程度の割合で出現しているのかを知ることができる。ここで

各トピックの意味内容を端的に表現するラベルづけは、各単語分布に属する確率が高いいくつ
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かの語彙を確認することで分析者によって行われる2）。

PLSIは単語ごとにトピックを割り当てるという発想であり、トピックモデルの先駆けとし

て捉えることができる。しかし、PLSIは生成モデルとしてはいくつかの問題を抱えている。

たとえば、文書のトピック分布が各パラメータを学習するための訓練データについてしか定義

されていないことや、訓練データが増加するにともない推定すべきパラメータが線形に増加し

ていくため、過学習（overfitting）を起こしやすいといった予測的観点に関する問題がある

（Bleietal.,2003）。

これらの問題に対処するため、各文書のトピック分布も含めて確率的に生成する形で生成モ

デル化したものが、次項で説明するLDAである。

2.2 LatentDirichletAllocation

Bleietal.（2003）によって提案されたLDAは、各文書のトピック分布についても確率的に

生成する。生成には、多項分布の共役事前分布であるディリクレ分布（dirichletdistribution）

が利用される。なお、ディリクレ分布は、

Dir・x・a・・
・・・

K
k・1ak・

・
K
k・1・・ak・

Π
K

k・1
x

ak・1
k ・2・

として定義される。ただし、x・・x1,・,xK・,0・ xk・1,・
K
k・1xk・1であり、a・・a1,・,ak・,
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図1 ユニグラム／混合ユニグラムモデル／PLSIのグラフィカルモデル

注）ユニグラムモデル（図中A）では、全ての文書を通して、1つのトピックしか存在し
ないと仮定しているため、潜在変数は存在しない。混合ユニグラムモデル（図中B）
では、文書ごとにトピックが推定され、そこから各単語が生成される様子を示してい
る。さらに、PLSI（図中C）においては、単語ごとにトピックが推定され、そこか
ら各単語が生成される様子を示している。

出所）Bleietal.（2003）,p.1000,Figure3を参考に筆者作成。



ak・0である。また、・・・・はガンマ関数を表している。このディリクレ分布は、パラメータ

aのもとで、xが生じる確率を定義しており、式（1）の定義から、xが多項分布の性質を備

えていることは明らかである。それゆえ、K次元のパラメータaをもつディリクレ分布を利

用して乱数を発生させることは、パラメータaに基づいてK次元の多項分布を生成すること

と同等である。

LDAのグラフィカルモデルは図2（D）となる。LDAは以下のように文書の生成過程を仮

定している。

● K個の単語分布の集合・について以下を繰り返す。

・単語分布・kをディリクレ分布Dir・・・から生成 ・k・Dir・・・.

● D個の各文書について以下を繰り返す。

・文書dのトピック分布・dをディリクレ分布Dir・・・から生成 ・d・Dir・・・.

・文書dにおけるNd個の単語について以下を繰り返す。

－ トピックzd,nを多項分布・dから1つ選択 zd,n・Multi・・d・.

－ 単語wd,nを多項分布・k・ zd,n
から1つ選択 wd,n・Multi・・k・ zd,n

・.

また、LDAの文書の生成過程より、LDAにおけるすべての文書とパラメータを含む同時確率

（jointprobability）は、

p・W,Z,・,・・・,・・・Π
D

d・1
p・wd・zd,・・p・zd・・d・p・・d・・・p・・・・・

・Π
D

d・1
Dir・・d・・・Π

Nd

n・1
・Multi・wd,n・・k・ zd,n

・Multi・zd,n・・d・・
・・・・・・・

・・・・・・・
Π

K

k・1
Dir・・k・・・

・3・

となる。なお、式（3）で利用する数式記号は表1にまとめているので、適宜参照されたい。

LDAの推定結果として注目されるパラメータは単語分布・、トピック分布・、トピックZ

である3）。これらのパラメータの推定方法については様々な提案がなされているが、一般に、

変分ベイズ法（Bleietal.,2003）やギブスサンプリング法（GriffithsandSteyvers,2004）

などが用いられる4）。とくに、後者に関して、LDAにおいては、事後分布の導出過程におい

て、単語分布・およびトピック分布・は積分消去することが可能であり、実質的にはトピッ

クZのみをサンプリングすれば良く、単語分布・およびトピック分布・は事後的に推定可能

である。この手法は、周辺化ギブスサンプリング法あるいは崩壊型ギブスサンプリング法

（collapsedgibbssampling）と呼ばれ、効率的にパラメータを推定できるため、LDAのパラ

メータ推定法としてよく利用される（佐藤，2015;岩田，2015）。具体的には、文書dにおけ

る単語wd,nについてのトピックzd,nのサンプリング式は、
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p・zd,n・ k・wd,n・ v,w
・d,n

,z
・d,n

,・,・・・
N

・d,n
k,v ・・

N
・d,n
k ・・V

N
・d,n
d,k ・・・ ・ ・4・

となる5）。なお、式（4）で利用する数式記号は表1にまとめているので、適宜参照されたい。

ここで、LDAによる推定の具体的な特徴について、SteyversandGriffiths（2007）の例を

用いて説明しよう。文書データから有意味なトピックを抽出するさいに、もっとも問題となる

のが自然言語の性質である同義性（synonymy）と多義性（polysemy）である（Manninget

al.,2008）。前者は、おおよそ意味が同じである複数のことばが存在することであり、後者は、

文脈によって意味が異なることばが存在することである。

これらの問題に対して、LDAは以下のように機能する。図3は、LDAによって推定された、

いくつかのトピックの単語分布を示している。たとえば、「Topic77」で高い確率をもつ単語

を確認すると、当該トピックの意味は「音楽」であることがわかる。同様に、「Topic82」は

「演劇」、「Topic166」は「スポーツ」という意味のトピックであることがそれぞれ推測される。

このように、LDAは意味的に関連する語彙に高い確率を割り当てるようにトピックを推定す

ることで同義性に対処している。また、図4は各文書における各単語へのトピックの推定の様

子を表している。各単語の右上の数字が、当該単語に対して推定されたトピックの番号である。

ここで、「play」という語彙に注目して、各文書における当該語彙に対して推定されたトピッ

クの番号を図3の単語分布とともに確認すると、たしかに文脈上の意味の違いを考慮してトピッ
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図2 LDAのグラフィカルモデル

注）LDAは、文書ごとにトピック分布をもつという点にお
いて、PLSIと同様である。しかし、トピック分布をす
でに観測されているデータにのみ定義するPLSIと比較
して、トピック分布を事前分布から生成されるパラメー
タとして扱う点においてLDAは異なる。

出所）Bleietal.（2003）,p.997,Figure1を参考に筆者作成。



クが推定されていることがわかる。同一の語彙であっても、各文書の文脈を考慮して当該語彙

にトピックを割り当てることで、LDAは語彙の多義性に対処している。

LDAのモデル選択においては、トピック数Kを事前に分析者が決定する6）。トピック数K

を決定する方法はいくつか提案されており、汎化能力の向上という観点から未知データに対す

る予測力が高くなるようにperplexityと呼ばれる指標に基づいて決定する方法（Bleietal.,

2003）、データに対するモデルの対数尤度が最大になるように決定する方法（Griffithsand

Steyvers,2004）、あるいは解釈可能性の観点から決定する方法（Changetal.,2009）などが

ある7）。

LDAは分析目的に応じて、容易に拡張可能なモデル構造となっている。たとえば、LDAは

トピックをそれぞれ独立して推定しているが、トピック分布を正規分布から生成することでト
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表1 LDAの同時確率およびトピックのサンプリング式で利用する数式記号

出所）筆者作成。
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図3 LDAによる単語分布の推定例

注）図は、TASAコーパスと呼ばれる、芸術や科学に関する教育教材が多数含まれ
ている文書集合を対象に、LDAによって推定された単語分布の一部を示して
いる。各トピックの単語分布における確率上位のいくつかの単語から、たとえ
ば、Topic77は「音楽」、Topic82は「演劇」、Topic166は「スポーツ」とい
うトピックであると推測できる。このように、LDAは意味的に関連する語彙
を同一のトピックとして推定することで、同義性に対処できる。

出所）SteyversandGriffiths（2007）,p.11,Figure9より筆者作成。

図4 LDAによる各単語におけるトピックの推定例

注）図は、TASAコーパスと呼ばれる、芸術や科学に関する教育教材が多数含まれている文書集合を
対象に、LDAによって推定された結果の一部を示している。ここでは、3つの文書の一部が示さ
れているが、「play」という語彙に注目してみよう。それぞれの単語の右上の数値は、その単語が
どのトピックに属しているのかを推定したものであるが、「play」について確認すると、各文書で
その数値が異なっていることがわかる。また、図3と併せてみると、各文書の文脈にしたがって、
「play」のトピックがそれぞれ推定されているとわかる。このように、LDAは多義性にも対処しな
がらトピックを抽出できる。

出所）SteyversandGriffiths（2007）,p.11,Figure10より筆者作成。



ピック間に相関関係を組み込んだCorrelatedTopicModel（BleiandLafferty,2007）、LDA

に状態空間モデルを組み込み時系列解析に拡張したDynamicTopicModel（BleiandLafferty,

2006）、あるいは、文書データとそれに対応する評価点数といった教師データがセットで存在

する場合、文書と教師データの関係を同時に推定するsupervisedLDA（BleiandMcAuliffe,

2008）など、実に多様なモデル提案がなされている。

2.3 類似手法との特徴比較

ここまでに確認したように、文書データの解析では、文書を単語やフレーズ等の水準で切り

分けて、それらの頻度を数え上げることにより、文書を数値化する。ただし、この数値化され

たデータは、通常、そのまま用いられることはない。なぜなら、上述したように、同義性や多

義性、あるいは疎なデータ行列としての問題等を抱えているためである。したがって、これら

の問題に対処するために、文書データの解析には、主成分分析やLatentSemanticIndexing

（潜在意味解析、以下、LSI）のようなデータを要約する手法が利用されてきた8）（Deerwester

etal.,1990）。以下、これらを従来の手法と位置づけ、LDAを含むトピックモデルをマーケティ

ング研究に適用する利点について考えてみよう。

第一に、トピックモデルにより推定されるトピックの可読性が、従来の手法よりも高い傾向

にあるという点が挙げられる9）。これは、従来の手法におけるデータに対する仮定よりも、トピッ

クモデルにおけるそれの方が、実際に扱うデータの性質と適合しているためである。たとえば、

LSIでは、各単語の生起頻度に対して正規分布を仮定していることや、各文書におけるトピッ

クが1つのみであると仮定していることが知られている（岩田，2015;Papadimitriouetal.,

1998）。手法により抽出されるトピックの可読性の程度は解釈の容易さに直結するため、たと

えば、顧客の自由記述によるクレーム等を集積して、それらを要約した意味が適切に解釈でき

れば、マーケティング活動上、貴重な情報となるであろう。

第二に、トピックモデルにおけるトピック数の決定方法に関して、複数の評価基準が存在す

る点が挙げられる。これはつまり、マーケティング活動上、消費者の購買行動を対象に今後の

予測を行いたいのであれば、モデルの汎化能力を重視したモデル選択の基準を採用すれば良い

であろうし、あるいは、先述の例のように、業務改善として顧客の主張をよく理解したいので

あれば、推定結果の可読性を高めるようなモデル選択の基準を採用すれば良いであろう。この

ように、取り組みたい課題に応じてそのアプローチを選択できるということは魅力的である。

一方、従来の手法では、トピック数に相当するパラメータの決定方法は、一般にアドホックで

ある。

第三に、トピックモデルでは、必要に応じてモデル構造を拡張できるという点が挙げられる。

とくに、マーケティング領域においては、文書をトピックごとにジャンル分けするだけでは満

足できない場合もあるだろう。たとえば、消費者がある製品・サービスの属性とも呼ぶべきト
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ピックについて、それを肯定的もしくは否定的に捉えているのかという情報は、マーケティン

グ意思決定者にとって、施策判断のための重要な情報となり得る。後ほど、研究事例として確

認することになるが、これらの情報は、潜在変数あるいは利用可能な観測変数をモデルに組み

込み拡張することで推定可能である。一方、従来の手法では、そもそも生成モデルという観点

から作られていないため、そのような拡張は容易ではない。

ここまで、LDAを例として、トピックモデルについて概説してきた。次節では、マーケティ

ング研究領域におけるトピックモデルの適用事例やそれらの研究課題について分類および考察

を試みる。

3 マーケティング研究へのトピックモデル応用の動向

前節ではトピックモデル、とくにLDAについて、そのモデルが文書という離散的に表現さ

れるデータから潜在的な話題であるトピックを抽出する枠組みについて説明した。本節では、

マーケティング研究領域において、トピックモデルを用いて実証研究を行っている論文を中心

にレビューし、それらの研究課題について整理していく。まず、対象となる論文の選定基準に

ついて記述する。続いて、市場調査へのLDAの適用について論じた文献を取りあげて、当該

文献が指摘するマーケティング研究領域へのLDAの応用可能性や活用指針について整理する。

その後、本稿の選定基準により選定された論文を中心に、先述の文献での枠組みをやや拡張す

る形で各々の論文における研究課題を分類していき、トピックモデルがマーケティング研究領

域におけるどのような課題に対処できるのかについて考察していく。

3.1 マーケティング研究領域におけるトピックモデルの適用文献の選定

本項では、マーケティング研究領域において、トピックモデルを適用している文献の選定基

準について記述する。まず、WebofScienceのBUSINESS分野におけるインパクト・ファク

ターの降順で、雑誌名に「marketing」もしくは「consumer」が含まれている上位10誌を検

索対象とした10）。これらの論文誌を対象に、WebofScienceの検索項目「トピック」におい

て、「topicmodel」もしくは「latentdirichletallocation」というフレーズが含まれている論

文の検索を実施した。

文献検索の結果、「Journalofmarketingresearch」において1件、「Marketingscience」

において3件が該当した。該当論文数の少なさから、マーケティング研究領域でのトピックモ

デルの適用が黎明期であることが伺えるが、一方で、検索フレーズの制限による対象論文の検

索漏れを考慮して、文献検索の基準をやや緩和した。具体的には、後述する Tirunillaiand

Tellis（2014）がトピックモデルを利用したマーケティング分析のフレームワークの提唱を初

期に行っているため、当該レビュー領域における中心的役割を果たしているものと考えて、当

該文献を引用している文献を対象に、以下の2つの条件を満たす文献を本稿のレビューの対象
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として追加した。その条件とは、①WebofScienceのBUSINESS分野にて、インパクト・ファ

クター降順で上位100位以内に入っている論文誌に掲載された論文であること、②当該論文が

トピックモデルを利用して実証研究を実施していること、である。なお、追加基準の検討によ

り追加された文献は2件であった。したがって、本稿では、計6件の研究論文を中心にレビュー

を行う。

ところで、上述の追加基準の中で②の条件を満たしてはいないが、ビジネス分野、とくに市

場調査におけるLDAの応用方法について概念的立場から考察したBendleandWang（2016）

の文献がある。本稿で展開される研究課題の分類の基礎として役立てるため、次項では、

BendleandWang（2016）において報告されているマーケティング関連領域におけるLDAの

役割やその主要な利点についての主張点に関して説明する。その後、本稿における収集論文を

中心としたレビューが展開される。

3.2 マーケティング関連研究への LDA適用に関する検討例 ― BendleandWang（2016）

を例として

本項では、BendleandWang（2016）において論じられている、市場調査に対するLDAの

応用の役割やその利点に関して、主要な論点を整理する。彼らは、User-GeneratedContent

（ユーザー生成コンテンツ、以下、UGC）のビジネスへの活用が、マーケティング機能や売上

予測、流通や生産スケジュール、財務計画といったあらゆる場面における活動を支援できると

指摘している。UGCとは、Amazonへ投稿される評価コメントのような製品・サービスに関

するレビュー情報、twitterにおけるツイートのようなSNSへ投稿される情報、ブログといっ

たウェブ上の情報を指す。このようなUGCには、消費者インサイト、つまり消費者が経営者

に理解して欲しいと潜在的に願うメッセージが含まれていると、彼らは主張する。

UGCは消費者インサイトを抽出するために価値ある情報源と見なされるが、一方で、その

ようなデータから必要な情報を抽出することは難しい。この理由について、彼らは、UGCが

非構造化データ（unstructureddata）であることを挙げている。非構造化データは、一般に

評価点数や二値回答などによる数値的表現の構造化データとは異なり、消費者による意見が複

雑に入り組んでいる。具体的には、ある製品のレビューを構成する論点が必ずしも1つである

とは限らないことや、あるいは、複数の消費者によって、同一の論点が同一の表現で記述され

る保証もない、といったことである。

したがって、ここでの課題は、UGCという非構造化データから、消費者が製品やサービス

に対して考えていることをいかにして効率的に抽出するか、ということである。この課題を効

率的に達成する手法として、彼らはLDAの利用を提案している。彼らはLDAの利点につい

て、他のアプローチに比べて必要とされるアドホックな仮定が少ないこと、辞書や類語辞典に

依存しない柔軟性があること、1つのコメントに複数のトピックを割り振るソフトなクラスタ
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リングであることを挙げている。

UGCからLDAによって抽出されるトピックのことを、彼らは製品やサービスに関する

「見えない属性（anunseenattribute）」と表現している。この見えない属性は、消費者が重

要視する製品やサービスの潜在的な特徴であり、具体的な表現から抽象的な概念まで、階層的

な構造をもつものと考えられる。見えない属性についての具体例を図5に掲載しておく。図5

では、トヨタ自動車のプリウスを例としているが、「5シート」や「612Lの積載量」などの製

品の具体的な特性から、「広々」や「安全」などの便益的な特性、さらには「家族にちょうど

良い」や「所有の心地良さ」などのシンボリックな特性へと集約されていく様子を示している。

このような見えない属性を抽出することによって経営者が知ることのできる情報について、

彼らは以下の4点を指摘している。1点目は、自社の業界の消費者にとって大切なことは何か

ということである。企業は、自由に発信された消費者自身の声から、彼らにとって重要な事柄

を発見することができる。2点目は、消費者による自社の製品についての指摘である。企業に

よってあらかじめ構造化された質問や調査への回答を通さず、消費者間で共有されている製品

やサービスについての興味を抽出できる。3点目は、自社の業界の市場構造である。自社に関

するUGCだけでなく、競合他社に関する製品やサービスに関する情報も分析することで、消

費者による見えない属性によって競合関係を把握できる。そして、4点目は、3点目と関連す

るが、競合他社の弱みに関する特徴は何かということである。これは、消費者が必要としてい

る製品やサービスについての改善すべき項目をすばやく理解することで、企業間の競争を促す
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注）トヨタ自動車のプリウスを例としている。
出所）BendleandWang（2016）,p.119,Figure2を参考に筆者作成。



効果を持つ。以上が、彼らの主要な論点および主張点である。

ここで、彼らが主張する、UGCへLDAを適用することによって明らかになることは、消

費者視点からの市場の競争構造の把握、つまり、企業や製品・サービスのポジショニングに関

する議論として捉えることができるだろう。しかしながら、本稿で選定した関連研究における

目的および取り扱うデータを確認すると、それらが必ずしも市場の競争構造の把握のみを主た

る目的としているわけではなく、また、UGCのみを分析対象のデータとしているわけでもな

いことがわかる。そこで、本稿では、BendleandWang（2016）の論点をやや拡張する形で、

現状のマーケティング研究領域におけるトピックモデルを利用した関連研究が3つの領域に分

類できるものとして議論を進める。それらは、①製品ポジショニングに主な焦点を置く研究、

②顧客セグメンテーションに主な焦点を置く研究、③その他の応用研究、という3つの分類で

ある。

3.3 マーケティング研究におけるトピックモデルの適用事例

3.3.1 製品ポジショニングに主な焦点を置く研究

この分類では、ある業界や製品・ブランドにおける消費者視点の潜在的な属性を抽出するた

めに、UGCに対してトピックモデルが適用される。抽出された属性は、おもに企業や製品の

ポジショニングに対して活用される。現状、マーケティング分野においては、トピックモデル

の適用として主流な研究分類であり、BendleandWang（2016）の指摘もこの分類に属すると

考えられる。

まず、LDAを直接的に利用したLiuetal.（2017）の研究事例から紹介しよう。彼女らの主

要な研究課題は、ビッグデータとしてのUGCが追跡型広告（targetedadverting）、ブラン

ド・コミュニケーション、顧客エンゲージメントにおいて重要なビジネス価値をもつとしたう

えで、それらのデータからブランド・インサイトを抽出するフレームワークを提示することで

ある。彼女らの提案するフレームワークは、LDAと感情分析（sentimentanalysis）の組み

合わせから構成される。当該フレームワークを図6に示す。

彼女らのフレームワークでは、まず、UGCを業界ごとに区切り、それらをLDAに入力す

ることで、業界ごとのトピックの特徴を確認する。このさい、業界間で抽出されるトピックの

詳細は異なるが、それらの度合を比較可能とするために、「製品」、「サービス」、「広告」など、

より広い意味で各トピックをラベルづけしておく。その後、UGCの各メッセージはブランド

別にまとめられ、メッセージ1件ごとに感情分析を用いることで、各メッセージをポジティブ・

ニュートラル・ネガティブの3類型に分類する11）。とくに、ポジティブおよびネガティブに分

類されたメッセージは、それらの分類ごとのメッセージのみを用いて、再度、LDAに入力さ

れ、トピックが推定される。このような手順により、各ブランドに対するポジティブおよびネ

ガティブな品質次元が抽出されることになる。
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彼女らは、提案するフレームワークでUGCを活用することにより、企業の市場戦略におけ

る意思決定を支援することができると主張する。具体的には、ポジティブおよびネガティブに

分類されたメッセージを1ヶ月程度の期間に切り分けて、ポジティブおよびネガティブ双方に

おける各トピックの割合推移を監視する。トピックという品質次元の時系列的変動の観測を行

うことで、企業がある戦略を実施したさいに、その施策が市場に対してどのような反応をもた

らしているのかを評価・判断することができる。この分析は、自社のみならず、競合他社の情

報に関しても適用可能なため、自社および競合他社の強みや弱みの即時的な把握・比較を行う

ことができる。

さて、Liuetal.（2017）の研究では、文書単位でポジティブおよびネガティブを分類するが、

このような分類が適当でない場合もある。たとえば、1件の製品レビューの中に、肯定的およ

び否定的な意見が双方入り混じる場合も少なくない。つまり抽出されるトピックごとにそれが

肯定的か、もしくは否定的かを判断したい状況も考えられる。このような状況にも、LDAは

そのモデル構造を拡張することで対応可能である。そこで、TirunillaiandTellis（2014）の研

究事例を紹介しよう。

彼らの主要な研究課題は、UGCから製品の品質に関する潜在次元をLDAの拡張モデルに

よって抽出するだけでなく、さらにはそれらの次元の感情価（valence）も併せて推定するこ

とである12）。加えて、それらの次元のラベル名の命名や妥当性、ダイナミクスや異質性を測定

するための統合型フレームワークを提案している。このフレームワークを利用することで、経

営者は、UGCから抽出された潜在的な品質次元上で、共時的および経時的な市場における競
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図6 Liuetal.（2017）における分析フレームワーク

出所）Liuetal.（2017）,p.237,FIG1を参考に筆者作成。



合関係を観測・追跡できる。

彼らが提案するフレームワークの全体像を図7に示す。このフレームワークでは、まず、入

力データとして事前処理がなされたレビューデータと、シードワード（seedwords）と呼ば

れる次元の感情価を決定するためのフレーズを準備する13）。次に、入力データはLDAを拡張

したモデルに投入される。彼らの提案モデルは、LinandHe（2009）において提案されている

JointSentiment/Topicmodel（以下、JSTモデル）をベースにしていると考えられる14）。そ

の後、提案モデルを通して出力された品質次元やそれらの感情価をさらに利用することで、特

定の市場における競合関係の分析を実施することになる。

また、上述した2件とは、手法の開発に力点を置いているという点でやや方向性が異なるが、

UGCから消費者インサイトを適切に抽出するための取り組みとして、B�schkenandAllenby

（2016）の研究事例がある。彼らの主要な研究課題は、オンライン上のレビューデータから適

切にトピックを抽出するためのモデル提案である。彼らは、LDAを拡張する形で、Sentence-

ConstrainedLDA（以下、SC-LDA）を提案している。LDAでは、各単語に対してトピック

を割り当てていくが、SC-LDAでは、各文章に対してトピックを割り当てていく。つまり、

SC-LDAは、消費者のレビューデータにおいては、トピック、つまり製品評価に関する話題

が単語単位ではなく文章単位で切り替わるであろうという仮定を置いていることになる。

この仮定を支持する結果として、実データを用いたモデル間精度比較の分析では、インサン

プル内におけるモデルの当てはまりはLDAがベストモデルであったものの、予測サンプルに
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図 7 TirunillaiandTellis（2014）における統合型フレームワーク

出所）TirunillaiandTellis（2014）,p.464,Figure1を参考に筆者作成。



おけるモデルの当てはまりについてはSC-LDAがベストモデルであったことを彼らは報告し

ている15）。これはつまり、レビューデータの特徴に合わせてLDAに特定の制約を課すことで、

利用データに適したモデルの開発可能性を示している。

彼らのモデル提案は、文書データに対するBOWの仮定からの脱却であり、扱う文書データ

の構造に注意を払うべきであることを示唆している16）。文書データに対するBOWの仮定を越

えるトピックモデルとして、たとえば、Wallach（2006）はN-gram統計を利用してLDAを

拡張したモデルを提案している。また、近年におけるtwitterのような1件あたりの文字数制

限が厳しいデータの活用に関して、Yanetal.（2013）はBitermTopicModelと呼ばれる、

共起する2つの語の組に対してトピックを割り当てるモデルを提案し、それによって抽出され

るトピックの方がLDAによるそれよりも可読性が高くなる傾向を報告している。マーケティ

ング研究領域においても、分析フレームワークの提案も含めて、調査課題と利用するデータの

性質、またそこから抽出すべき内容といった研究要素間の関係性を考慮しながら、より適した

モデルを選択および開発して有用性の検証を重ねていくことが今後の研究に期待される。

3.3.2 顧客セグメンテーションに主な焦点を置く研究

この分類では、購買履歴データを利用することで、消費者の製品選択を予測するためにトピッ

クモデルが適用される。購買履歴データを利用することは、他の消費者と共通する購買行動を

考慮して、それらの潜在的な関係を推定することを意味する。これは、消費者の類似性を判断

可能にするという点において、消費者のセグメンテーションを行っているものと考えられる。

実際には、それだけではない。購買履歴データに対するトピックモデルの適用は、消費者と

製品のクラスタリングを同時に行うため、製品ポジショニングも同時に把握することができる

ものと考えられる。これは、推定されるトピックが、消費者の購買行動に基づいた潜在的な類

似製品の集合を表すからである。

さて、この分類での研究事例はJacobsetal.（2016）が該当する。彼らの主要な研究課題は、

消費者の購買履歴データを利用して、特定の消費者が次に購買するものを予測することにある。

消費者の購買履歴データは、小売業、とくにオンライン上で展開している企業であれば、比較

的容易に入手できるうえに、各消費者の特徴も同時に取得している場合がある。彼らは、消費

者の購買行動予測を行うために、LDAを拡張したLDA-Xというモデルを提案して、消費者

のデモグラフィック変数を補助情報として組み込んでいる。

彼らは、実在するオンライン小売業の 67週間分の購買履歴データを用いて、LDA-X、

MixuturesofDirichlet-Multinomials（以下、MDM）に加えて、従来からマーケティング

研究領域で個人のブランド選択を予測するために利用されてきた離散選択モデル、協調フィル

タリングの計4種類の手法による予測精度の比較を行っている17）。結果として、LDA-Xおよ

びMDMの予測パフォーマンスが優れていることが示され、とりわけ、当該消費者によって
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購買されていない、後期のアソートメントにおける製品の購買予測においては、LDA-Xの予

測パフォーマンスが他3手法を圧倒していることを彼らは報告している。

現在のところ、本稿におけるマーケティング研究領域対象内での当該分類の研究事例は

Jacobsetal.（2016）のみである。しかしながら、購買履歴データは、彼らが指摘するように、

近年では多くの企業が容易に保有可能な消費者に関する貴重な情報源のため、その利活用は機

械学習の研究分野において、以前から研究対象となっている。たとえば、Iwataetal.（2009）

では、購買履歴データから消費者の興味や製品トレンドを経時的に追跡するために、Topic

TrackingModel（以下、TTM）と呼ばれるトピックモデルを提案している。TTMは、トピッ

ク分布および単語分布にマルコフ性を導入し、各々の分布がそれらの1期前あるいはt期前の

状態に依存して推定されるモデル構造となっている。

消費者個人の購買傾向の逐次的な把握は、適切なタイミングでの製品のレコメンデーション

に利用することができると考えられる。加えて、購買履歴データやそれに紐づく消費者に関す

る補助情報は、各企業における日常の業務において取得可能である身近なデータであるだけに、

今後、この分類における研究が蓄積され、さらなるその有効性の提示が期待される。

3.3.3 その他の応用研究

この分類では、各研究において、目的に応じて分析プロセスの途中でトピックモデルが利用

される。その意味では、上述の2つの分類と比較して、課題解決に向けたトピックモデルの利

用が間接的な研究分類である。

たとえば、Zhangetal.（2017）では、twitterにおけるリツイート行動を対象に、そのよう

な情報の再拡散行動に影響を与える構成要素について調査している。彼らはその構成要素の

1つに、拡散されるメッセージの内容がユーザーにどの程度適合するか、という指標を組み込

んでいる。この内容とユーザーとの適合度合を測定するために、LDAが利用されている。ま

た、ToubiaandNetzer（2017）では、収集された大量のテキストデータから、創造的なアイ

デアを自動的に生成するツールの開発に取り組んでいる。彼らは、創造性が新規性と親密性の

2つの最適なバランスによって生まれるものだと仮定しており、それを単語の意味ネットワー

クから明らかにしようと試みている。ここでは、彼らの検討課題の中心事である単語の意味ネッ

トワークが特徴的な役割をもつかどうかを確認するために、LDAによるトピックの内容をそ

の比較対象として利用している。

さらに、本稿の文献検索対象から外れるものの、昨今のトレンドとして指摘しておくべき研

究として、既存研究そのものに対してトピックモデルを適用する研究レビューが報告されてい

る。この計量書誌学的アプローチへのトピックモデルの応用研究事例としては、たとえば、

Wangetal.（2015）や勝又ら（2016）が挙げられる。Wangらは、「Journalofconsumer

research」誌における消費者行動に関する研究動向を、また勝又らはイノベーション普及理論
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に関連するマーケティング分野での研究動向を、それぞれトピックモデルを援用しながら調査

している。とりわけ、学際的な傾向が色濃いマーケティング研究領域では、このような関連研

究のレビューもコストがかかるため、膨大な研究成果を適切に整序するための一助として、ト

ピックモデルは有効に機能していくと期待される。

この分類のように、これまでは分析することが困難あるいは多大なコストが必要であった研

究課題を、何らかの既存手法とトピックモデルを組み合わせて実行可能になるということから、

今後もこのような方向性は、強力な枠組みとしてマーケティング研究領域においても有益なア

プローチになっていくであろうと考えられる。

4 結びにかえて

本稿では、マーケティング研究領域において、トピックモデルを適用した研究事例を対象に、

それらの研究課題の整理および分類を試みた。結果として、本稿では、関連研究における研究

課題を、①製品ポジショニングに焦点を置く研究、②顧客セグメンテーションに焦点を置く研

究、③その他の応用研究、という3つに分類し、それらの分類ごとの研究課題の特色について

考察した。

これらの考察から導かれる、各分類においてトピックモデルを利用することの主要な有用性

について検討してみよう。まず、①については、UGCを適切に利用・要約することが可能と

なり、企業視点による構造化された調査では発見しにくい、消費者視点での製品・サービスの

評価基準により企業および製品の位置づけが可能になる点が挙げられる。それだけでなく、た

とえば、消費者視点による製品の次元に感情という評価情報を追加することができ、マーケティ

ング課題の解決に適応する形でそのモデル構造を拡張していくことが可能な点も指摘できよう。

また、②については、企業が比較的容易に取得および利用可能な消費者の購買履歴データの動

向に基づいて、消費者ごとの購買行動傾向の把握および将来の購買製品の高精度な予測が可能

になるという点が挙げられる。そして、③については、既存の分析手法とトピックモデルを組

み合わせて分析プロセスを設計することが可能であり、また分析プロセスにおけるコストも削

減できるという点が挙げられる。

ここで、本稿での考察を通して見えてきた、当該領域における今後の研究展望について触れ

ておこう。まず、①についてだが、UGCから抽出される消費者視点の属性・次元と、マーケ

ティング変数との関係性については、十分に議論されているとは言い難い。たとえば、Liuet

al.（2017）では、企業がある市場戦略を策定し、実行した後に、彼女らのフレームワークを利

用して消費者の反応を追跡できると主張しているものの、その一方で、では、消費者がどの程

度ポジティブ／ネガティブに反応していればその施策は成功／失敗と判断すべきなのか、その

判断基準までは考慮されていない。消費者の潜在的な評価類型と企業のマーケティング活動上

の成果変数との関係性をより詳しく議論していくことが今後重要になると考えられる。
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次に、②についてだが、多様なモデルもしくは多様な業界業種の購買履歴データを用いて、

購買行動の予測精度等に関わる検証を積み重ねていく必要があるだろう。とくに、オンライン

小売業をはじめとして、One-to-Oneによるプロモーションが推し進められている昨今の状況

下では、デモグラフィック変数やサイコグラフィック変数といった、個々の消費者において特

有な情報を活用して購買行動の予測を個人最適化していくことは、販売促進上、有効であると

考えられる。

そして、③についてだが、既存手法とトピックモデルを組み合わせるという分析プロセスに

は、多くの発展の余地が残されている。第2節でも触れたように、トピックモデルは文書デー

タのみに対応しているわけでなく、画像や映像、音楽といった非言語的なデータからもそれら

に潜むトピックを推定できる。このような手法と既存のサーベイ手法とを併用することで、消

費者視点による、企業や製品に関する言語化された評価ではなく、感性のような包括的な評価

が調査できよう。たとえば、製品デザインの画像データに対して消費者により付与されたタグ

情報等のアノテーションを用いることで、新製品開発時のデザイン設計を支援する目的として、

それらの学習結果を利用することが可能となるだろう。

最後に、本稿の限界点について、以下の2点を記述しておく。まず、第1に、当該領域にお

ける該当研究の報告が少ないため、それらの有用性についての議論を深めていくには、より多

くの検証の蓄積が必要である。そして、第2に、本稿ではトピックモデルという分析手法の観

点からマーケティング分野での研究課題の整理を試みたが、一方で、マーケティング研究にお

ける諸課題の観点から当該モデルの活用可能性について検討および考察することも重要であろ

う。

情報処理技術の進展が加速する昨今の状況下では、利用可能でユニークなデータがますます

提案・生成されていくだろう。それらにともない、マーケティングを含む企業活動やそれらを

取り巻く環境は刻一刻と変化していくことになる。しかし、それらのデータを適切に要約して、

その特徴を理解し活用していくことができれば、それは企業にとって消費者を、また自らをも

深く知るための機会の源泉となり得るだろう。本稿での整理がそのような源泉の一助となれば

幸いである。

注

1）グラフィカルモデルとは、生成モデルにおける各変数（観測変数、モデルパラメータ、潜在変数）を

有向・無向の線でつなぐことで、変数間の因果関係および依存関係をモデル化するさいに利用されるも

のである。図 1および図 2中において、塗りつぶし無しの円形はパラメータ（潜在変数を含む）を、塗

りつぶし有りの円形は観測変数を、四角形はその因果関係および依存関係の繰り返し処理（繰り返し数

は右下部に表記）を表している。

2）この点に関して、各トピックへのラベルづけを自動的に行う手法も提案されている。たとえば、

Magattietal.（2009）やTirunillaiandTellis（2014）などを参照されたい。
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3）ハイパーパラメータと呼ばれる、トピック分布および単語分布の事前分布に関するパラメータ・およ

び・も推定可能であり、とりわけ、・については、一律に同じ値ではなく、非対称に設定することでモ

デルの精度を向上させられることが報告されている（Wallachetal.,2009a）。そのため、ハイパーパラ

メータの推定は重要なタスクである。これらのパラメータは、固定点反復法やニュートン・ラフソン法

を用いて点推定することができる（佐藤，2015）。また、複数の初期値を用意しておき、研究目的に対

して最適なモデルを探索するグリッドサーチによるものもある（Asuncionetal.,2009）。しかし、応用

研究上では、GriffithsandSteyvers（2004）で提案された・・50・K、・・0.1など、分析者によって事

前に固定された値を用いる場合もある。

4）変分ベイズ法の詳細については、たとえばAttias（1999）やBishop（2006）を、また、ギブスサンプ

リング法を含むマルコフ連鎖モンテカルロ法の詳細については、たとえば Bishop（2006）や伊庭他

（2005）を参照されたい。

5）LDAにおけるトピックzd,nのサンプリング式を確認すると、zd,nに対して割り当てられるトピックの

確率は、①文書全体でwd,nの語彙に割り当てられた回数の多いトピックほど、また、②文書d内で割

り当てられた回数の多いトピックほど、大きくなるという特徴がある。つまり、①あるトピックに割り

当てられる語彙の種類をできる限り少なくし、②ある文書d内で割り当てられるトピックの種類をでき

る限り少なくする、という2つの制約条件を満たすようにトピックを推定していることになる。なお、

サンプリング式の導出については、佐藤（2015）や 岩田（2015）が詳しいのでそちらを参照されたい。

6）この点に関して、ノンパラメトリックベイズモデルと呼ばれるアプローチを用いてLDAを拡張し、

トピック数も含めてデータから推定するDirichletProcessMixture（Tehetal.,2006）なども提案さ

れている。

7）モデルの評価方法に関するレビューとしては、たとえばWallachetal.（2009b）を参照されたい。

8）LSIとは、特異値分解（singularvaluedecomposition）と呼ばれる行列分解の手法を利用すること

で、与えられた行列の階数よりも少ない個数の基底でもとの行列を近似的に表現し次元圧縮を行う手法

である。また、LSIおよび主成分分析は、新たな基底として行列の固有ベクトルを利用するという点に

おいて、数理的にほぼ同等の手法である。なお、特異値分解の詳細については、たとえばSchott（2004）

を、また、特異値分解と主成分分析の関係性については、たとえば麻生（2017）を、それぞれ参照され

たい。

9）これは、いかなる場合においても従来の手法よりトピックモデルが優れているということを主張する

わけではない。課題設定やデータの状況に応じて、適する手法が変わることは明らかである。この点に

ついて、Leeetal.（2010）では、LSI、PLSI、LDA、CorrelatedTopicModelの4手法の応用例を示

しつつ、それらの特徴と限界点について比較しているため、参考にされたい。

10）本稿では2016年基準のインパクト・ファクターを採用した。また、本稿の選定基準で検索対象となっ

た論文誌は、「Journaloftheacademyofmarketingscience」「Journalofmarketing」「Journalof

interactivemarketing」「Journalofconsumerresearch」「Journalofinternationalmarketing」

「Journalofmarketingresearch」「Journalofconsumerpsychology」「Industrialmarketingman-

agement」「Marketingtheory」「Marketingscience」の10誌である。

11）Liuetal.（2017）においては、感情分析のツールとしてCoreNLPライブラリを利用している。CoreNLP

ライブラリでは、深層学習を利用して、入力されたテキストのポジティブ度およびネガティブ度を推定

する。CoreNLPおよびライブラリ内部で利用される技術の詳細に関しては、Manningetal.（2014）お

よびSocheretal.（2013）を参照されたい。また、感情分析の総論については、Liu（2012）や Feldman

（2013）によくまとめられているので参考にされたい。
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12）次元の感情価（valence）とは、簡潔に言えば、当該次元がポジティブな評価なのか、もしくはネガ

ティブな評価なのかを表すものである。

13）シードワードとは、製品市場やレビューの文脈、品質次元に関わらず、固定的な感情価をもつ単語の

ことである。たとえば、ポジティブな単語であれば「good」や「great」などが、ネガティブな単語で

あれば「bad」や「horrible」などが該当する。

14）JST モデルでは、文書とトピックとの間に、各文書特有の感情分布（多項分布）から生成される感

情ラベルと呼ばれる潜在変数を新たに追加する。これにより、実際に観測される各単語は、トピックお

よび感情ラベルによって定義された単語分布から生成されることになる。なお、感情ラベルについては、

シードワードを定めておき、それらの単語の感情ラベルの初期値を統一させておくことで推定が実施さ

れる。

15）B schken and Allenby（2016）では、SC-LDA-Rating というモデルも提案しており、文章単位で抽

出されたトピックから各レビューの評価点数を予測する実証分析も行っている。

16）この点に関して、類似したモデルが Titov and McDonald（2008）にてすでに提案されている。彼ら

は、レビュー記事などの文書の構造が、いくつかのアスペクト（aspect）の集積で成り立っているもの

として、グローバルな構造をもつ文書全体のトピックと、ローカルな構造をもつ各アスペクトのトピッ

ク（実際の局所トピックの推定は N-gram統計単位で実施）を推定するモデルを提案している。

17）MDMは本稿第 2節で示した unigram mixtureに類似したモデルである。
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Topic Models in Marketing
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Summary

Extracting consumer opinions and evaluations of companies and their products

from large-scale data, such as user-generated contents or purchase logs, is a key

challenge in the field of marketing. This is because it has the potential to explain

and predict consumer behavior. However, because this type of data is usually

unstructured and sparse, traditional multivariate analysis techniques are often

unsuitable for analyzing it. An approach to better handle such data has recently

been proposed in the field of machine learning. These models, called “topic

models,” are based on probabilistic generative models.

In this study, we review and classify the tasks of empirical researches employ-

ing topic models in the field of marketing. In addition, we determine what issues

can be resolved by using these models. As a result, we confirm that topic models

are utilized in three main areas:（i）product positioning,（ii）customer segmenta-

tion, and（iii）other application studies. Within each of these areas, we also con-

firm that topic models perform effectively as（i）extracting dimensions and their

valences on consumer opinions of companies and their products,（ii）catching the

purchasing behavior trends and predicting purchasing behavior,（iii）reducing

analysis costs for various tasks.
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