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EC サイトにおける購買行動の成長分析
稲福 和史1

伏見 卓恭2

佐藤 哲司2

概要：近年，オンラインショッピングの拡大に伴い膨大な顧客購買データが利用できるようになっている．
本研究では，ユーザの購買順序を元に有向グラフを構築し，モチーフ分析による購買行動データの分析を
行っている．本稿では，モチーフパターンの推移に基づきグラフの成長推移を分析する手法を提案する．
実運用されているオンラインショピングのレビューデータを購買データとみなし，購買行動の成長分析を
行った結果，一つの中心的な商品とその周辺商品との購買推移に特徴的な成長傾向があることが明らかと
なった．
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レビューの投稿順序を購買順序とみなした上で，有向グラ

1. はじめに

フを構築し，モチーフ分析による購買行動パターンの抽出

近年，スマートフォンの普及をきっかけとして，様々な

に取り組んでいる．商品をノードとし，レビューの投稿順

シーンにおいてユーザの行動ログがより細かい粒度で取得

序をエッジとすることで，購買順序を示す有向グラフを構

可能となっている．例えば，EC 市場における購買行動，

築する．個々の購買順序をグラフ上で重畳することで，多

検索エンジンにおける閲覧行動，インターネット TV にお

くのユーザによって購入される商品間の関係について，購

ける視聴行動，観光地における移動行動などがある．これ

買される順番に着目した分析を可能としている．

らのユーザ行動には一定の頻出行動パターンが存在すると

本稿では，上記のように構築したグラフを対象に，その

考えられる．頻出行動パターンを発見・抽出することは，

成長推移を分析する．すなわち，商品同士の関係がどのよ

各種サービスにおけるマーケティングや施策決定などのた

うな構造を経て発展していくのかを明らかにすることを目

めに重要であり，実際にこれらのデータを用いたユーザの

的としている．

購買行動の推定や商品推薦の研究が盛んに行なわれてい
る [1][2][3][7][9]．
これらのユーザ行動は基本的に時間情報を伴った時系

2. 関連研究
本研究において核となるのは，アイテムからなるネット

列データである．しかし，購買データにおいては主に協調

ワークのモチーフ分析である．本章では，モチーフ分析，

フィルタリングやアソシエーション分析 (バスケット分析)

アイテムベースのネットワーク分析及びネットワークベー

などが主流であり，その時間情報の中でも購買順序に着目

スのアイテム推薦に関する関連研究について説明する．

した分析は少ない．

Salihoglu[6] は無向ネットワークを 3 ノード及び 4 ノー

本研究では購買順序に着目した購買行動の分析を行う．

ドのモチーフパターン出現頻度ベクトルで表現し，道路

オンラインショッピングを行うユーザは，商品を購入後に

ネットワーク，AS ルーティングネットワーク，共購買ネッ

レビュー記事の投稿も日常的に行っている．このため，レ

トワークの構造はモチーフパターン出現頻度ベクトルに反

ビューの投稿順序はユーザの購買順序を表していると考え

映されることを明らかにしている．

られる．著者ら [13] は，オンラインショッピングにおける
1
2

筑波大学 情報学群 知識情報・図書館学類
筑波大学 図書館情報メディア研究科

Srivastava[8] はモチーフパターンの出現頻度とコミュニ
ティ検出によって Amazon の共購買ネットワークを分析
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している．著者はネットワーク全体に対するモチーフ分析
を行ったのち，ネットワーク全体をコミュニティに分割，
ノードとして扱い新たなネットワークを構築，モチーフ分

を追加すると，エッジ集合 E は次のように表せる．
{
}
∪
E = (i, j) ∈
SI(u)
(1)
u∈U

析を行った．これにより，さらに俯瞰的な視点での分析が
可能になることを示した．また，ネットワーク全体及びコ

この G = (V, E) で表される有向グラフを PHG

*2 とする．

ミュニティをノードとしたネットワークにおいて，同様の
モチーフパターン出現頻度が 3 ノード及び 4 ノードの両方
から得られたことを明らかにしている．

Zhou はアイテムとユーザから構築される二部グラフを
用いたネットワークベースのアイテム推薦を提案してい
る [12]．また，人気の高いアイテムが極端に高いスコアを
獲得することを防ぐため，スコアの平均化プロセスを追加
した [11]. しかし，この方法は人気の低いアイテムに過度
のスコア補正を与えてしまうため， 改善手法が提案されて
いる [4], [5].
また，Yu[10] によって多数のネットワークベースのアイ
テム推薦手法が収集・比較されているが，上述の手法を含
め，これらは全ては無向グラフに基づくものである．本研
究では，連続した購買行動に着目し商品をノードとした有
向グラフを対象とする．

3. レビュー順序グラフの成長分析手法
本研究では，レビューデータから構築するレビュー順序
グラフ (PHG

*1

) について，モチーフパターン推移に基
図 1

づき，その成長過程を分析する．ユーザー集合及びアイ

レビュー順序グラフ

テム集合をそれぞれ U 及び I と定義する．ユーザ u がア
イテム i のレビューを時刻 t に投稿したとき，レビュー r
を r = (u, i, t) と表す．ユーザ u が N 件のレビューを投

3.2 弱連結成分分解
3.1 で構築した PHG に対し，弱連結成分分解を行う．

稿した際のレビュー群を R(u) = [r1 , r2 , . . . , rNu ] と表す．

rn は rn+1 より 1 つ前に投稿されたレビューであることを

図 2 のように，PHG G(V, E) において，ノード u とノード

示す．ここで，ユーザ u にレビューされたアイテム群を

v が u から v ないし v から u に到達しうるとき，u と v は同

I(u) = [i1 , i2 , . . . , iNu ]，と定義し，I(u) において，連続す

じ弱連結成分 (WCC) に属する．ここで，WCC 数を M と

る要素をペアにした集合を構築する．

し，第 m 番目の WCC に属するノードを V (m) 及び E (m)
と定義すると，各 WCC グラフは G(m) = (V (m) , E (m) ) で

SI(u) = {(i1 , i2 ), (i2 , i3 ), . . . , (iNu −1 , iNu )} ⊂ I(u) × I(u).
得られた SI を基に PHG を構築し分析する手順を以下に
示す．

3.3 MP 推移ベクトル
本節では，WCC の成長推移について取り扱う．PHG 上
に出現するモチーフパターン (MP) の推移によって，成長

3.1 レビュー順序グラフの構築
本節では，各ユーザのレビューデータから有向グラフを
構築する．一例として，2 名のユーザが合計で 5 種類，6
個のアイテムを購入した際に構築される PHG の模式図を
図 1 に示す. アイテムをノードと定義すると，ノード集合

V はアイテム集合 I と等しいため，V = I である．ここ
で，SI(u) のノードペア (i, j) 間に i から j への有向エッジ
*1

示される．

レビューの投稿順序がユーザの購買順序を表しているとした事か
ら，レビュー順序グラフを Purchased History Graph(PHG) と
称する．

過程を明らかにする．隣接する 3 ノードからなるモチーフ
パターン (MP) は図 3 に示す MP1 から MP13 の 13 種類
であることが知られている．本研究では，MP の推移を扱
うことから，MP3 及び MP7 に推移する直前の MP である

MP0 を含めた 14 種類を 3 ノードモチーフとする．*3 .
MP の成長推移を図 4 に示す．図に示す通り，エッジが
*2
*3

典型的な購買行動パターンの抽出するために, (i, j) ペアの出現
頻度が 10 以上のものに対しエッジを追加している．
全てのノードが孤立したモチーフを含める場合もあるが，一段の
推移で 13 種類の MP に至らないためここでは扱わない．
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図 2 弱連結成分分解

二本の状態である MP0,1,2,4 を起点として，エッジが一本
追加されるごとに，一段上に推移していく．例えば，MP4
を起点とした場合には，次の状態として MP7 もしくは

MP9 に推移する．さらに MP7 及び MP9 から MP8,10,11
へと推移し MP12 を介して MP13 へ到達する．こうして形
成される MP4,7,10,12,13 のような MP の推移系列を，本

図 4

モチーフパターンの成長推移

研究では MP 推移パターンと称する．この MP 推移パター
に上位及び下位の要素を観察する．

ンは最大で 28 通り (4 段推移) になる．

WCC ごとに MP 推移パターンをベクトル化する．具体

具体的には，各 WCC G(m) の n 次元の MP 推移ベク

的には，WCC G(m) に属するノード集合 V (m) から，隣接

トル xm を集めた M × n の行列 X = [x1 , . . . xM ]T から

関係にある 3 ノードの組み合わせであるトライアド集合

n × n の共分散行列

C

(m)

を抽出する．全ての要素についてエッジの付与ごとに
(m)

MP を取得する．これにより，G

T

Σ = (X − µ) (X − µ)

の MP 推移パターン

の分布である xm が算出できる．xm は各 MP 推移パター

を計算し，Σ の固有ベクトル群 V = [v1 , . . . , vn ]T を求め

ンの出現頻度を表しており，28 次元のベクトルとなる．こ

る．ここで，µ = [1, . . . , 1]T [µ1 , . . . , µn ] は，各 MP 推移パ

のベクトルを正規化 (L1 norm) し MP 推移確率ベクトル

ターンの出現頻度の平均を要素とした M × n の行列であ

*4
を取得する．

る．値が大きい H 個の固有値 λ1 , . . . , λH と対応する固有
ベクトル v1 , . . . , vH を抽出する．

4. 実験
4.1 データセット
本研究では，研究用に公開されている楽天市場のレビュー
データ*5 を使用した．利用者の購買順序を求めるために，

6,500 万レビューから，投稿者が一意に判別できるレビュー
を抽出した．その際，購入した事が確認できない，あるい
図 3 モチーフパターン

は投稿日時が欠落しているレビューを除外した．以上の処
理を行い，2,445,084 ユーザによる 17,794,337 レビューを
評価データセットとした．

3.4 主成分分析
グラフの成長過程において強い影響力を持つ推移パター
ンを抽出・分析することを目的に，3.3 で構築した MP 推
移確率ベクトルに対し主成分分析を適用し，これによって
得られた寄与率の高い主成分の固有ベクトルを求め，さら
*4

推移パターン出現頻度の累積度からより典型的な推移パターンを
抽出するため，推移パターン分布を確率ベクトルへと変換してい
る．

4.2 PHG の統計分析
4.1 で抽出したデータから構築した 10,266 ノード，13,939
エッジの PHG を図 5 に示す．PHG は少数の大きなサイ
ズの連結成分と多数の小さなサイズの連結成分から構成さ
れている．また，複数箇所に類似した構造が観察されるこ
*5

http://www.nii.ac.jp/dsc/idr/rakuten/rakuten.html
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とから，一定の構造パターンが存在すると考えられる．

規模な WCC と多数の小規模な WCC から成るグラフだと
いえる．

図 7

WCC サイズ分布

図 5 PHG 可視化結果

4.4 MP 推移分布
4.3 で構築した WCC 群に属するトライアド集合から MP
推移を取得した．これらのトライアド集合には，MP13 ま
での合計 4 段推移するトライアドや MP8 までの合計 2 段
の推移で終了するトライアドなどが存在する．これについ
て，図 8 に MP 推移段数の分布を示した．この図において，
推移段数 4 段は起点となる MP0,1,2,4 からスタートし最終
段の MP13 に到達したトライアドが 250 組存在すること
を示している．この図より，推移段数が 1 段及び 2 段のト
ライアドが非常に多いことがわかる．特に推移段数 2 段の

MP 推移パターンの終着点となりうる MP は MP6,8,10,11
のみである．一方で，図 6 に示すように，PHG において

MP6,10,11 はほとんど出現しない．このことから，MP8 が
図 6 PHG モチーフベクトル

推移段数 2 段のトライアドにおける終着点のほとんどを占
めていると考えられる．また同様に，推移段数 1 段のトラ

構築済みの PHG に対し，モチーフ分析を行った結果を

イアドについて終着点となりうる MP は，MP3,5,7,9 の 4

図 6 に示す. これは全てのエッジを付与し，MP 推移が終

つである．しかし，MP5,9 はほとんど出現していない．加

了した状態におけるモチーフ分布である．これを見ると，

えて，MP3,7 は，MP8 に至る推移パターンであることか

MP3, 7, 8 が高頻度で出現していることが分かる．図 4 に

ら，推移段数 1 段のトライアドの多くは MP8 への成長途

示すように，MP8 へは MP3 及び MP7 からしか推移でき

中にあると考えられる．

ない．以上のことを踏まえると，PHG の成長推移は MP3
及び MP7 から MP8 への MP 推移パターンが支配的であ
るといえる．

4.5 MP 推移ベクトル及び主成分分析
4.3 で構築した WCC 群から，3.3 で示した手法により
141 の MP 推移確率ベクトルを取得し，主成分分析を適用

4.3 弱連結成分分解

した．MP 推移段数は 1 段及び 2 段に設定した．設定した

4.2 で構築した PHG に対し弱連結成分分解を行った．こ

推移段数よりも短い推移のトライアドについては分析対象

の際，WCC のサイズが 5 以上のものを実験対象とした．

から除外した．表 1 に寄与率及び累積寄与率を示す．推移

結果，PHG は 141WCC に分解され，PHG 全体のノード

段数 1 段の MP 推移確率ベクトルについて，累積寄与率が

数及びエッジ数は 2,094 ノード及び 5,399 エッジとなった，

第五主成分で 85%に達していることから，分析の対象を第

図 7 は WCC のサイズ分布を示している．べき乗則の存在

五主成分までとする．また，推移段数 2 段の累積寄与率が

が確認できることから，4.2 でも記したように，少数の大

85%に達するのは第九主成分であるが，分析のため推移段
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図 8 MP 推移段数分布
図 9

固有ベクトル (推移段数 1)

数 1 段と同様に第五主成分までを分析対象とする．まず，
第五主成分までの固有ベクトルの各要素 (推移パターン) に

表 2 絶対値上位推移パターン
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

ついて，正負それぞれ絶対値の最も多いものを抽出し，各
主成分が示す特徴について分析する．
表 1 寄与率
推移段数 1 段

推移段数 2 段

正

0-3

0-7

1-3

2-3

4-7

負

0-7

1-3

2-3

2-7

2-7

4.5.2 推移段数 2 段

寄与率

累積寄与率

寄与率

累積寄与率

PC1

0.342

0.342

0.319

0.319

PC2

0.234

0.576

0.190

0.509

数 1 段の固有ベクトルとは異なり，正の絶対値に極端に

PC3

0.119

0.696

0.087

0.597

偏った固有ベクトルとなっている．そのため，表 3 には，

PC4

0.108

0.804

0.061

0.658

各主成分において絶対値の値の最も大きい推移パターンの

PC5

0.082

0.886

0.050

0.708

みを示す．第一主成分及び第二主成分に着目すると，推移

図 11 に推移段数 2 段の固有ベクトルを示した．推移段

段数 1 段の固有ベクトルと同様に，MP0 から MP3 及び

MP7 への推移が重要であることがわかる．4.5.1 と同様に

4.5.1 推移段数 1 段
図 9 に，固有ベクトルを，表 2 に，各主成分において正
負それぞれ絶対値の値の大きい推移パターンを示す．第一
主成分及び第二主成分に着目すると，MP 推移パターン 0-3
及び 1-3 がそれぞれ絶対値の大きい要素として抽出されて
いる．この 2 つの MP 推移パターンはメインの商品から他
の商品への購買へと至るパターンであると考えられる．ま
ず 0-3 であるが，これは 2 商品間に双方向関係をもつ商品

図 12 に主成分分析結果を示した．第一主成分が正の値を
示す緑クラスタは主に MP 推移パターン 0−3−8 から構成
され，第二主成分が正の値を示す青クラスタは主に MP 推
移パターン 0-7-8 から主に構成されると考えられる．また，
第 1 象限にプロット点が存在しないことから，MP 推移パ
ターン 0-3-8 及び 0-7-8 を同時に持つような WCC はほと
んど存在しないことが読み取れる．

から新たな商品への購買行動が発生する MP 推移パターン
表 3 絶対値最大推移パターン
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5

である．次に 1-3 であるが，こちらは初期状態から 2 商品
への購買行動が発生しているパターンである．以上のこと

正

0-3-8

0-7-8

2-7-8

1-3-8

0-3-6

から，推移段数 1 段の MP 推移パターンにおいては，他の
商品へと購買を促す商品及び推移パターンが存在するかど
うかを重要視されていると考えられる．
また，主成分分析結果をプロットしたものを図 10 に示

5. まとめ

す．各プロット点は一つの WCC を示す．また，プロット

本研究では，レビューデータから構築したレビュー順序

点の色は k-means クラスタリング (k=3) の結果を反映し

グラフについて，その MP 推移を取得し成長推移を分析し

ている．第一主成分及び第二主成分に着目すると，第一

た．その結果，実験データセットにおいては，MP3 及び

主成分が正の WCC(緑)，第一主成分が負かつ第二主成分

MP7 から MP8 への推移が支配的であることを明らかにし

が正の WCC(赤)，第一主成分が負かつ第二主成分が負の

た．今後の課題としては，MP 推移パターンにおける各段

WCC(青) に大別できる．このことから，赤クラスタは MP

階での滞留時間を明らかにするなど，より詳細な分析をお

推移パターン 0-7 が多く存在する WCC であるといえる．

こなう予定である．
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図 10 主成分分析 (推移段数 1 段)
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