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た。本レポートはワーキングペーパーであり、その内容の完全性を保証するものではありません 

また本レポートは読者に基本的な計量経済学の知識があることを前提にして書かれていることに留

意頂ければ幸いです。 
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Discrete Choice Analysis 
 

1. Introduction 
 

1.1. 選択とは 

離散選択分析（Discrete Choice Analysis, DCA）においては、選

択とは、個々人が有している属性(Attributes)に基づいた効用関

数を用いて、選択肢(Alternatives)のひとつを確率的に選び取る

ことです。 

 

たとえば、ある人が移動手段を選択するのにおいて考慮するフ

ァクターが、所要時間と交通費だとしましょう。この場合、所要時

間とコストが属性であり、人は所要時間とコストに何らかのウェ

イトを付して、それに基づき意思決定を行っていると考えます。 

 

この属性に基づいて選択が行われている、という視点が非常に

重要です。選択とは、選択対象そのものの選択ではなく、選択対

象の属性の選択なのです。たとえば、ある人が、駅に向かうの

に下記の選択肢を検討しているとしましょう。 

 

① バス   コスト：200円 ／所要時間：20分 

② タクシー コスト：1000円／所要時間：10分 

 

この人がタクシーを選ぶとき、この人は決してタクシーそのもの

を選択したわけではなく、これら交通手段が有する属性（コスト、

時間など）に対して何らかのウェイトづけをした価値判断を行い、

その結果タクシーを選択していると考えるべきなのです。 

 

ここで一点注意しておきたいのは、これら属性の間にはトレード

オフが存在するということです。上のバス対タクシーの例でいえ

ば、コストと時間はトレードオフの関係にあります、なぜなら、多

くの場合には値段が高い交通手段を使用するほど、所要時間が

減尐するからです（豪華客船とかは例外かもしれません）。 

 

上の例でいえば、タクシーに乗る人は、支出が 800 円増えてし

まうこと（当然効用にはネガティヴ）と、10 分早く駅に着くこと（効

用にはポジティヴ）を比較し、早く駅に着くことを選択しているわ

けです。すなわち、その人に効用Uがあるとすれば、 

 

U=－α ×コスト（円）－β ×時間（分） 

 

として、 

 

U（バス）＝－200α －20β  

U（タクシー）＝－1000α －10β  

 

という効用計算を行った後に、  

 

U(タクシー)＞U(バス) 

 

という計算を行い、結論を出しているといえます。 

この例では、タクシーを選んだ人は、800 円支出が増えることよ

り、10 分到着時間が短くなることにより大きな効用を感じている

わけです。 

 

このことをもう尐し数字に置き換えて考えてみましょう。この人に

とってはタクシーの効用の方が大きいため、次の式が成立しま

す。 

 

U(タクシー)－U(バス)＞０ 

 

この式を書き換えると 

 

－1000α －10β －（－200α －20β ）＞０ 

－800α +10β ＞０ 

β ＞80α  

 

が得られます。この式の意味は、1 分時間が短縮されることによ

って増大する効用は、80 円支出が抑えられることから得られる

効用より高いことを意味しています。このように、人々は、トレー

ドオフに直面したとき、そのトレードオフとなる項目をそれぞれ評

価し、その評価に基づいて、選択を行っています。 

 

トレードオフの存在を認識することは重要です。トレードオフが存

在せず、全ての側面において他より優れる商品は長期的には存

在しえません。よって、単に欲しいものリストに応じて商品や制

度を設計することの意味は限定的です。重要なことは、各属性

のトレードオフを見極め、それに応じて重点を置く属性を選択す

ることにあります。たとえば、目指すべきことは、値段も安く味も

よいコーヒーを作ることではなく、適切な値段と味のバランスを
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考えることにあります。  

 

人は常に何かしらの選択を行っています。その選択行為の積み

重ねが、ある商品の売り上げや、経済全体のパフォーマンスを

形成することになります。よって、さまざまな属性が人々の選択

行動に与える影響を特定し、それに基づいて商品設計や制度設

計を行うことは重要です。 

 

この属性の選択への影響を評価・予測する分析が、Discrete 

Choice Analysisです。 

 

 

1.2.  Discrete Choice Analysis (DCA) 

先述したように、DCAの目的は属性が選択に与える影響の評価

と予測にあります。 

 

DCAは次のようなステップを通じて行われます： 

① 分析の元になるデータを収集する。時には、アンケートその

他手段を通じて、サンプルとなる人々に自らの選好を提示

してもらう 

② その提示された選好に基づいて、ある属性が人びとの選択

行動に与える影響を評価・測定する 

 

ステップ①において提示された選好のことを Stated Preference 

(SP)とよびます。質問や質問方法の設計は非常に重要です。こ

れらについては、後に詳述します。 

 

ステップ②は、統計パッケージを用いて行われます。今回は、フ

リーソフトであるBiogemeを用いてデータ解析を行います。 

 

 

一番簡単な選択は、行うか・行わないかの二者択一的な意思決

定です。その一方で、人々が属性に与える評価は、all or 

nothing ではなく、漸次的なものです。また、属性そのものも、漸

次的に変化するものが尐なくありません。 

 

説明したい事象（この場合、選択）が0か1の値をとる場合には、

ロジット分析(Logit analysis)がよく用いられます。ロジット分析は、

企業の倒産などを推定する際によく用いられる分析で、ロジット

分析に用いられるロジスティック関数(Logistic Function)はハザ

ード関数ともよばれています。ロジスティック関数は次のように

定義されます。 

 

 

 

 

たとえば、コーヒーの値段と購入（購入を0、非購入を1とします）

についての人々をこの関数で記述するとしましょう。 

 

ここで 

Z=α ＋β ×価格 

とおいて、α ＝-10、β ＝0.1 とおいた場合の当てはめのグラフ

は次のようになります。縦軸は累積確率で、この例においてはこ

の缶コーヒーの価格が100円ならば、約50％の人はこのコーヒ

ーを購入するということが示されています。 

 

 

 

当てはめは、実際のデータ（アンケートの結果など）をもとに、最

もあてはまりのよい係数α とβ を求めることにより行われます。

もっともあてはまりのよい係数をもとめ、ある事象を記述するの

に「最も尤もらしい関数」を計算する方法を、最尤法(Maximum 

Likelihood Estimation)とよびます。最尤法計算は統計パッケー

ジを用いて行います。 

 

 

 

1.3. RP vs SP 

人々が示す選好には、Revealed Preference(RP)と Stated 

Preference(SP)の二つがあります。RP とは、実際に選択された

)exp(1

)exp(
)(

z

z
zF
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結果のことです。SPは、アンケートの答えのように、実際の行動

ではなく、言明された選好のことを意味します。 

 

たとえば、RP に基づいて商品を販売する場合は、実際に人々

が購入している商品データに基づいて、商品設計を行うことにな

ります。 

 

反面、SP に基づいてある PC を売り出す場合には、アンケート

等を通じて人々が PC 購入において重視する側面を特定したう

えで、より重視される側面に傾斜した商品を開発することになり

ます。 

 

DCA においては、RP ではなく、SP をもとに属性を特定する場

合がほとんどです。これには 5つの理由があります。 

 

第一の理由は、人々の選択は単なる商品ではなく、その属性の

選択であるという点にあります。人が属性を基準として何らかの

選択を行っているというのは DCA の根本的な考え方です。RP

をもとに分析を行う場合、人々が選択している属性の特定は容

易ではありません。たとえば、ネットブックを購入する人々が多

いという事実からは、その人々が何を基準にしてその購入を行

ったのか、把握することはできません。SP に基づいて調査を行

う場合には、RP に基づいた場合より属性を特定しやすくなりま

す。 

 

第二の理由は、RPの信頼可能性です。RPが何らかの誤りの結

果である可能性があります。たとえば、広告戦略にのせられた

結果、間違って商品を購入した場合などがあげられます。このよ

うな場合には、RP を用いて商品設計をすることは非常に危険で

す。SP は、その質問の設計が適切である場合には、RP より高

い信頼性をもって人々の選好を推定することができます。 

 

第三の理由は、新しく市場に出回っていない商品等についての

事前調査はRPでは計測できない点にあります。このような場合

には、SPを用いて実験を行うことが有用です。 

 

第四の理由は、RPには属性にあまり幅がみられなかったり、そ

の属性の間に望ましくない相関関係があったりする点にありま

す。例えば、20万円の BMW や 1千万円の軽トラックの新車を

現実の市場に見ることはないため、実際に観測できる属性の幅

は限られています。また、これらの属性の分布は他の属性（この

例では、価格と車の質）と相関してしまっている場合も多いため、

属性単体の選択への影響を推定することも困難になります。 

 

第五の理由は、SPは複数の実験（意思決定）を一人の被験者か

ら得ることができる点にあります。SPを用いれば、より効率的に

データを収集することができます。 

 

上記理由は決してRPが不要とするものではありません。SPの

信頼性を高めるためには、RP の情報が必要不可欠であり、両

社は補完する関係にあります。 

 

 

2. Biogemeについて 

 

2.1.  Biogemeの使用方法 

ここでは、上に述べた最尤法によって属性の係数を実際に計算

する方法として、統計パッケージである Biogeme の使い方を紹

介します。 

 

Biogeme のプログラムファイルは、ウェブを通じて無料でダウン

ロードすることができます。 

http://transp-or.epfl.ch/page63023.html 

ダウンロードした biogeme.exe とその他のプログラムはパスが

通っているフォルダーに入れるか、下で説明されている作業フォ

ルダーに入れます。「パスが通っているフォルダー」の意味が分

からない方は、問題が起こるかもしれないので、作業フォルダー

にBiogemeを保存します。それでインストールは完了です。 

 

Biogeme は、２つの入力ファイルをプログラムファイルと組み合

わせて使います。 

 

一つは、Mod ファイルと呼ばれるモデルファイルであり、もう一

つは Dat ファイルと呼ばれるデータファイルです。これらの入力

ファイルをBiogeme本体のプログラムファイルを通して出力ファ

イルを生成します。実際はもっと出力ファイルがありますが、今

回は省略します。 

 

Mod ファイルは、推定式や、各変数の定義、推定の方法などを

http://transp-or.epfl.ch/page63023.html
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指定するファイルです。Dat ファイルは、列ごとにデータが並ん

でいるファイルです。Mod ファイルと Dat ファイルについては、

後に詳述します。 

 

これらウィンドウズのコマンドプロンプトを使用して、モデルを走

らせることになります。実際の操作手順は、次のようになりま

す。 

 

まず、コマンドプロンプトを起動する。 

Windows key とRを同時押しして、”cmd”とタイプ 

 

 

すると、コマンドプロンプトの画面に移動します。コマンドプロン

プトは、Windows と直接対話する形式で、PC 内に位置するファ

イルを操作するアプリケーションです。 

 

 

 

コマンドプロンプトを起動すると、多くの場合は、操作を実行する

パスが個人のドキュメントファイルになっています。これを変更

するためには、プロンプト（”>”のことです）の次に”cd (change 

directory)”とタイプし、Biogeme その他ファイルがあるパスを入

力します。もし、パスに空白文字がある場合はクオート（“”）で囲

む必要があります。 

 

 

 

ここまで入力したのちに Enter を押すと、ファイル操作の場所が、

指定されたパスとなります。 

 

 

 

この状態にした後に、次のようにタイプし、Enterを押します。 

 

“biogeme”  Model file名 Datafile名.dat 

 

ファイル名の間にはスペースを空けます。Biogeme とモデルフ

ァイルには拡張子のmodをつけないのに対し、Datafileにはdat

拡張子をつけることに注意してください。 

 

Enterを入力するとbiogemeが起動し、指定された計算を行いま

す。 

 

 

 

計算結果はHTMLファイルとして、操作を指定したパスに作成さ

れます。HTML ファイルの名前は、Mod ファイル（ここで

は”BL_NL_generic”）と同じ名前が付されます。 
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Dat file は一度作成すれば分析の過程で変更されません。常に

変更されるのはModファイルで、説明変数や推定の方法を変更

するたびに Mod ファイルを書き換え、作業するためのフォルダ

に移し、コマンドプロンプトを通じてbiogemeを起動することにな

ります。 

 

 

2.2. Modファイルの仕組み 

Modファイルは、Notepad++で開くと便利です。 

http://sourceforge.net/projects/notepad-plus/files/ 

から無料でダウンロードできます。 

 

DCA のためのモデル作りそのものはさほど複雑ではありませ

ん。Notepad ++の画面を見ながら、各セクションの仕組みを説

明します。Notepad ++で、プログラムの言語を入力すると、コメ

ントや括弧などが色分けされて、非常に見やすくなります。

Windows上のNotepad ++ではUNIXのラインエリミネーターが

選択できますが、Windows についているメモ帳（Notepad）では、

選択できないので注意します。Wordpadなら問題ないようです。 

 

2.2.1. コメントとプログラムの分類 

行の頭にスラッシュを二つ（”//”）入れた後のテキストは、プログラ

ムとして認識されません。この”//”を用いて、モデル内に簡単な

説明文を打ち込むことができます。 

 

2.2.2. Choice 

[Choice]と入力した次の行に入力します。ここで指定されるのは、

Datファイルに記載されている選択結果の名称です。 

 

2.2.3. Beta 

[Beta]と入力した次の行から記入します。 

ここでは、Utility の式にある各係数ついて定義をします。たとえ

ば、1.1．で紹介した式では、α とβ が係数となります。 

 

左から順番に、名前、算出の初期値 、下限、上限、ステータス(0

なら Biogeme で算出、1 なら初期値で固定)を意味します。各項

目の間には 1スペース以上空けます。たとえば、 

 

ASC_CAR  0.0  -100.0     100.0    0 

 

とおいた場合、Biogemeは「この係数を、0.0の値から始めて―

100 から＋100 までの間から探し出す」と定義していることを意

味します。 

 

2.2.4. Utilities 

[Utilities]と入力した次の行から記入します。ここでは、実際の選

択に影響を与える効用関数の形を定義します。 

 

左から順番に、Utilityの ID、名前、効用関数の左辺、効用関数の

式を入力します。 

 

説明変数、被説明変数の名前は、さらに続く expressionセクショ

ンで定義しなおす場合を除き、Dat ファイルにあるデータの系列

名と完全に一致させる必要があります。説明変数や＋や＊など

の数式の間には必ず空白を置く事を覚えて置いてください。今回

は説明しませんが、括弧と説明変数の間にも空白が必要です。 

 

ID Name 

Avail 

linear-in-parameter expression 

1 Car one ASC_CAR * one + BETA_TIME * car_time + 

BETA_COST * car_cost   

 

2.2.5. Expressions 

[Expressions]と入力した次の行から記入します。Data file に存

在しない説明変数について、定義します。いくつか例を見ましょ

う。 

例1：one =1 

 

これは、Utilitiesのセクションでoneとされているものは、１という

http://sourceforge.net/projects/notepad-plus/files/
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定数であることを意味しています。 

 

＊Alternative Specific Constant 

 

One = 1、Utility の式の第一項である ASC_CAR は選択肢

（Alternative）に特有の定数となり、他の変数では説明できない

ものを表現するファクターとなります。たとえば、スタバとドトー

ルのコーヒーの選択において、価格と大きさだけを係数とした場

合、「スタバだから」・「ドトールだから」選んだ、というファクター

がこれにあたります。このような選択肢に特有の定数のことを、

Alternative Specific Constant (ASC)と呼びます。ASCは選択肢

に特有の項目なので、全ての選択肢のUtilityに含める必要はあ

りません。 

 

また、属性には次の二つがあります。 

・within individuals ：個人が変えられるもの（選好など）→商品

の特性 

・between individuals：個人が変えられないもの（性別など）→個

人の特性 

 

このうち、between individualsの項目については、Utilityのすべ

てに入れても意味はありません。なぜなら、この特性に属する

変数は商品間にトレードオフが無いからです。例えば、私の年齢

は、私がドトールを買うがスタバを買うかに関係なく一定です。 

 

例2：rail_time = rail_ivtt + rp_rail_ovt 

ここでは、rail_time という変数は、data file 上の rail_ivtt と

rp_rail_ovtの合計であることを意味しています。 

 

2.2.6. Exclude 

[Exclude]と入力した次の行から記入します。モデルの最尤法計

算から除くデータ系列を指定します。 

 

rp == 0 

 

と入力すれば、datファイルにある rpが0のもの以外は、このパ

ラメタ―推定のための計算からは除くことを意味します。 

 

2.2.7. Model 

計算に用いる手法を指定します。現在指定できる手法は次の通

りです。これらは、現在よく使われている DCA のタイプです。今

回は説明を省略します。 

$MNL Multinomial logit 

$NL Nested logit 

$CNL Cross-nested logit 

$NGEV Network GEV model) 

 

 

 

 

3. 分析と解釈 

Biogeme を用いてモデルファイルを走らせれば、プログラムは

瞬時に計算を実行してくれます。このプログラムが計算するよう

な、効用と独立変数の間の量的なつながりの解明することを、推

定とよびます。最尤法の計算そのものよりも重要なことは、出て

きた数字の分析と解釈です。推定結果は、分析と解釈の裏付け

があってこそ、意味のある数字となります。 

 

まずは、モデルを走らせると生成されるHTMLファイルの分析と

解釈のために必要な基礎知識について説明します。 

 

 

3.1. Rho-Squared Goodness 

回帰分析におけるR-squareと類似した、モデルの事象に対する

説明力を示す指標です。Rho-Square は下記の通りに定義され

ます。 
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ここで、 

 LL(M) 最尤法計算における最終的な対数尤度 

 LL(0): 最尤法計算における最初の対数尤度 

です。 

 

LL(M) / LL(0)は、モデルで説明されない部分を意味します。

Rho-Squareの値が 0.2から 0.4の間であれば、比較的事象を

よく説明できていると考えることができます。ただし、説明力の比

較的高いモデルであっても、それ以下の数値になる場合があり

ます。 

 

 

3.2. Utility Parameters 

モデルファイルにおいて、効用関数に含めた各属性の効用への

影響を示す係数の推定結果 Value を返します。Value の符号が

正であれば、その値が増大する、もしくは存在することが選択へ

正の影響を与えることになります。 

 

Std error、すなわち標準誤差はその係数のばらつきの程度を表

すものです。t-testは t値で、これは、係数の値÷標準誤差として

求められます。一般的に、ｔ-ratioの絶対値がおおよそ 1.96以上

であれば推定値は有意といえます。P 値は、帰無仮説が正しい

にもかかわらずその帰無仮説を棄却してしまう確率のことで、そ

の値が低いほど推定された係数が確からしいということができ

ます。分野にもよりますが、多くの場合 P 値が 1%か 5%なら統

計的に有意な係数であるといわれています。 

 

また、この HTML ファイルには、係数の間の相関についても記

述されています。データの説明変数の間に相関がある場合、説

明変数間に多重共線性(Multi-colinearity)があるとされ、係数の

標準誤差が非常に大きくなったり、t 値が極端に低くなったりしま

す。モデルを定式化する際には、説明変数間の多重共線性が存

在しないことが非常に重要になります
2
。しかし、現実に完全に多

                                                   
2
 多重共線性は、難易度順に、計量経済学 第3版 （蓑谷千凰

彦、1997） p.87、経済分析のための統計的手法（第2版）（岩田 

暁一、1983）p.418、Econometrics （Fumio Hayashi、2000) 

p.10 などが詳しいです。 

重共線性をなしにすることは難しい場合が尐なくありません。 

 

推定される係数は、対象ケースに固有で、SP で示された属性で

は不変なもの（Case Specific）と選択肢そのものに固有のもの

（Alternative Specific）があります。たとえば、スターバックスのコ

ーヒーと普通の缶コーヒーの需要を調査する際に、価格・サイズ

について一般的な係数がつくのなら、それはCase Specificです

が、「スタバだから選ぶ」というような場合、それは Alternative 

Specific です。選択肢に固有の選好を示す定数ものが、

Alternative Specific Constant です。それが変数の場合が、

Alternative Specific Parameterです。 

 

 

3.3. アウトプット解釈のポイント 

ここでは、出力された結果の解釈のポイントを紹介します。 

 

・合理的か（＋／－の符合や大きさ） 

推定値が「たまたま」推定されている場合があります。そのよう

な誤りを回避するためには、推定結果が合理的に解釈可能なも

のか確認することが重要です。理論と一致しているか、というの

も、重要なポイントです。 

 

・Robustか 

データの数を変えたりすることにより大きく結果が異なるような

モデルは頑健なモデルとは言えません。モデルが頑健であるこ

とは、そのモデルが示す数的関係の普遍性を担保することにな

ります。 

 

・他の結果と整合的か 

他の類似研究で推定された結果と大きく違いがあるときは、モデ

ルの推定結果の信頼性に疑問が生じます。 

 

・弾力性 

―Own elasticity : ある財の価格がその財の需要に与える影響

をみる。例：米の価格が上がったら米の需要がどの程度上昇す

るか（⊿D/D) /（⊿P/P)  

 

―Cross elasticity : ある財の価格が他の財の需要に与える影

響をみる。例：米の価格が上がったら小麦の需要がどれくらいあ

がるか（⊿P/D) /（⊿D/P)  
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このような解釈に基づいて予測を立てることになります。 

  

 

3.4. Independent from Irrelevant Alternatives 
他のAlternativeが入っても、現存のAlternativeの選好比率が変

わらない性質を持つ選択肢のことを、IIA(Independent from 

Irrelevant Alternatives)と呼びます。 

 

たとえば、もともとの選択において、バスと車の比率が 1：１とし

ましょう。 

 

ここで、飛行機がもとのAlternatives(選択肢）に対して IIAならば、

選択肢のリストの中に飛行機が加わったとしても、バスと車の間

の比率は等しく保たれます。 

 

 

3.5. Generic / Specific Test 

ある Generic な係数を Specific にすることによって有意に

Rho-square が上がるか、すなわちモデルのフィットが上がるの

かを見るための検定です。Genericな係数とは、例えば、「コーヒ

ー」「バス」といったものはGenericな係数ですが、「スターバック

スのコーヒー」、「東急のバス」は Specific な係数です。このテス

トは、 

 

－２×（Generic 係数を用いたときの尤度―Alternative-specific

係数を用いたときの尤度）・・・① 

 

がχ （カイ）二乗分布に従う性質を利用します。①式を帰無仮説

として、仮説検定を行うことになります。自由度は係数の数の差

です。すなわち、 

 

自由度＝GenericAttributesの数－SpecificAttributesの数 

 

となります。 

 

ある推定において、選択肢をコーヒーとしたときの尤度を-123.1、

スターバックスのコーヒーとしたときの尤度を-117.5 とします。こ

の場合の、Generic / Specific Testは下記の手順を経て計算され

ます。 

 

 

 

L(Generic) -123.1

L(A-specific) -117.5

L(G) - L(A) -5.6

Multiply -2

Null hypothesis 11.2

Attributes (G) 3

Attributes (AS) 5

自由度 (AS - G) 2

有意水準 5%

Chi-square @5.00% / 2 5.99

Test result Significant  

 

 

4. Stated Preferenceのデザイン  

ここでは、Stated Preference をデザインするために留意するべ

き事項について確認します。 

 

4.1. SPのデザインをする際に必要なもの 

ここまでの記述で自明な側面もありますが、SP のデザインを行

う際に必要なものは下記の通りです： 

・選択肢（Alternative)  

・属性(Attributes)：各々の選択肢を記述する特徴 

・値(Value)：属性に割り当てられる数値またはカテゴリー：円、個、

人、価格、数量、など 

・レベル：属性の異なる値の数：例えば、リターンについて 1%、

2%、3%は三つのレベルを記述する 

・シナリオ：回答者が選択肢を質問される状況 

 

 

4.2. SPのデザイン 

4.2.1. SPのタイプ 

基本的に、SPのタイプは yes/noや「一つの商品をバスケットか

ら選ぶ」といった選択(Choice)です。ときにランキングや Rating

などを用いることはあります。 
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このSPタイプを決定している主因は次のようなものです： 

－選択の前後関係・目的 

－検定のための作業が現実的に可能か 

 

 

4.2.2. 選択の前後関係 

選択の前後関係には、ラベル（固有名称）のついているものと、

ついていないものがあります。 

 

ラベルのついた選択の前後関係とは、選択肢に固有の名称等

がついている前後関係を意味します。（例：UCCのコーヒーvsス

タバのコーヒー）。ラベルによって意思決定は変わりうるので、ラ

ベルの決定は重要です。 

 

抽象的な選択の前後関係は、ラベルのついていない前後関係と

呼ばれます（例：珈琲A vs 珈琲B)。ラベルの付いていない前後

関係には、Alternative Specific Constantが存在しないため、モ

デルに基づいた予測を難しくします。 

 

 

4.2.3. 選択肢の数  

選択肢の数は、モデル作成者が人びとの選択行動の背景をどう

認識するかによっています。ここには決まったルールはありま

せんが、下記のことが経験則ベースで知られています。 

・8から 12 くらいの選択肢がある場合は、順位を問う質問をする

とよい場合が多い 

・抽象的な選択肢の場合は、選択肢は二つが一般的である 

 

 

4.2.4. 選択の数をいくつにするか 

選択の数とは、たとえば、アンケートにおける問いの数のことで

す。典型的には 9から 16が限界とされています。 

 

データの質は、ゲーム数（選択の数）が多くなるほど低下します。

なぜなら、多くの人は回答するうちに疲れ、質問の後半における

回答が雑になるためです。 

 

 

4.2.5. どの属性をモデルに含めるか 

属性に何を含めるのかは、分析の目的によって異なってきます。

たとえば、分析の目的が、ある商品の売れ行きを予測するもの

である場合と、あるプロジェクトの成果をいくつかのポイントから

評価する場合とでは、設定する属性は異なってきます。 

 

例えば、予測をする場合、現実に沿った属性を入れる必要があ

ります。仮に、その属性があまり興味深いものでなくても、上記

で述べた、モデルのフィットをあげる必要があるからです。社会

性を加味した金融商品を開発する際には、その社会的意義、投

資金額、期待リターンなどが属性になりますし、交通システム開

発の際には、料金や所要時間等になるでしょう。評価の際には、

基準は所与の場合があります。 

 

事前にパイロット調査を行ったり、研究対象の内実を理解したり

することにより、属性の決定が容易になる場合があります。 

 

 

4.2.6. 属性レベルの数と値をいくつにするか 

非線形に当てはまるものの場合は、レベルは 3つ以上が望まし

いとされています。 

 

値は単位、タイプ、絶対値・変化値などさまざまです。例えば缶

ジュースの購入決定価格であれば、50,100,150 といったような

ざっくりした数値で問題ありません。しかし、社会貢献レベルをど

のような質問に落とし込むか、といった場合には、ちょっとした工

夫が必要です。 

 

 

4.2.7. どのような属性を組み合わせるか 

説明変数同士の相関はゼロであることが好ましいとされていま

す。推定式の説明変数と同士が相関しないようなSPのデザイン

を直行デザインと呼びます。互いに無相関である数値のベクト

ルの内積はゼロであることが、この名称の由来です。 

 

ただし、説明変数に多重共線性が存在していても、その相関関

係が予測の精度を増やす場合には、属性の組み合わせを放棄

しないでもよい場合があります。実際には、コモンセンスによる

現実的な属性の組み合わせで問題はないと考えられています。 
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4.3. デザインの作成テクニック 

4.3.1. Fractional Factorial Design 

属性の数とレベルが決まると、しなければいけないテストの数

が決まりますが、何の工夫もなしに属性とレベルの数が 4 であ

る SP をデザインすると、ありうるテストの組合せは階乗的に増

えていきます。このようにデザインされたテストのことを、フル・

ファクトリアル・デザイン(Full Factorial Design)と呼びます。 

 

フル・ファクトリアル・デザインに基づいてテストをするのは現実

的ではありません。例えば、3つの属性が4レベルずつあった場

合、フル・ファクトリアル・デザインでは、4の 3乗で 64のゲーム

が必要になります。そこで考えられたのが、フラクショナル・ファ

クトリアル・デザイン（Fractional Factorial Design）です。これは、

二つ以上の属性の同時変化による効用関数への影響

（interaction effect）を捨象するものの、ある一つの属性の変化

による影響(Main effect)の測定は可能となるテストをデザインす

る手法です。 

 

フラクショナル・ファクトリアル・デザインの解析解は容易には求

まりませんが、現実的な変数とレベルの数に応じたフラクショナ

ル・ファクトリアル・デザインは既に求められています。いくつか

のフラクショナル・ファクトリアル・デザインは、ウェブ上で入手す

ることが出来ます。  

 

参考： 

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3347.htm 

 

フラクショナル・ファクトリアル・デザインを用いると、必要なテス

トの数は劇的に減尐します。テストの数が変わらない範囲内で、

属性やレベルの数を増やすことも可能です。 

 

 

4.3.2. スプリット・デザイン 

これは、テストのうちの一部をAさんに、一部をBさんに行っても

らうようなデザインのことです。DCA の利点は、このような方法

を採用しても全体としての係数の推定には影響がない点があり

ます。 

 

スプリット・デザインの方法は下記の通りです。 

① 元々の属性とValueの組み合わせに、Valueが 2つだけあ

る属性を一つ加える。こうしても、必要なテストの数はたい

てい変わらない 

② 新たに付け加えた属性が０になるテストと、１になるテストを

切り分け（これがスプリット）、異なる人に提示する 

    

 

5. 調査方法、サンプルサイズ 

 

5.1. 調査方法 

調査方法は、アンケート、カード、プログラム、電話、対面など、

さまざまです。場合に応じて、適切な方法を選択します。それぞ

れの長短は、下記の通りです。 

 

アンケート カード PC 電話

コスト ○ △ × ○

複数の選択肢の提示 ○ ○ ○ △

配布しやすさ ○ ○ △ ○

レイアウトのきれいさ △ ○ ○ △

柔軟性 × × ○ △

対面性 ○ △ ○ ○

情報提供・説明 × × ○ ○

レスポンス率 △ △ △ ×

Selection Bias ○ ○ △ △

信頼性 △ △ ○ ×  

 

5.2. サンプルサイズ 

選択枠につき 50人は必要とされています。すなわち、二者択一

のテストであれば 100人、5択のテストであれば 250人分のサ

ンプルは必要とされています。 実際にはもう尐し多い方が好ま

しいと考えられています。 

 

回答が偏っている場合、そのテストの有効性に問題がある可能

性があります。というのも、DCA において注目しているのはトレ

ードオフに直面している個人の選択行動であり、偏った回答は、

テストがトレードオフを正確に反映できていない可能性があるた

めです。 

 

 

5.3. 背景質問 

背景質問とは、回答者に関連した社会経済と人口統計学のデー

タなどについての質問のことです。具体的には、年齢、性別、年

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3347.htm
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収などに関する質問です。これらの質問は、最後にするのが好

ましいとされています。（それにより、バイアスを多尐なりとも回

避できるためです。） 

 

 

結びに：サイエンスとアート 

以上、DCAの概要を説明しました。 

DCAは理論としてはサイエンスですが、現実の適用においては

アートである側面が強いです。 

 

また、そもそもテストのコンセプトが難しく、回答者に理解しても

らうのが難しいという問題もあります。さらに、テストが行われる

選択の前後関係が回答者の日常生活に馴染みのない場合も多

いため、適切な回答が得られない場合があります。 

 

また、モデルによる結果が常によりよい予測をもたらすとも限り

ません。本当に素晴らしい商品は、人々のマインドセットそのも

のを変化させる可能性があり、DCA の結果売れそうにないと判

断された商品が爆発的に売れる可能性もあります。 

 

とはいうものの、モデルを用いた事前分析は、多くの場合有益な

示唆をもたらしてくれます。DCA の強みのひとつは、「市場の

声」を聴けることにあります。例えば、Nintendo DS が開発され

ていたとき、この商品の売れ行きに対する専門家の意見は否定

的だったそうです。潜在的な顧客に対してDCAが行われていた

ら、このヒットはその前から予想されていた可能性があります。

不確実な将来をよりよいものにする可能性が幾分でも高まるの

であれば、そのモデルは有用であると私たちは考えます。 

■ 

 

 


