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「マーケティングとデータ解析研究会」の月例会を兼ねて 

 

コンジョイント分析－導入をめぐる混迷 

 

朝野熙彦 

中央大学 

 

コンジョイント分析はマーケティングへの応用が始まって 40 年以上たつが、

今日でも実務の世界にこの方法が定着しているとはいえない。何がコンジョイ

ント分析の導入に対して障害になっているのだろうか。導入をめぐってユーザ

ー内には混乱もあれば軋轢も起きる。コンジョイント分析の研究者もソフトウ

ェアの開発者も、ユーザーの真の悩みを理解して問題の解決に協力していただ

きたい。 

           

１ 草創期の導入 

 ルースら（1964）は、特定の結合則にしたがって順序反応を分解する公理系

としてConjoint measurementを提唱した。具体的なアルゴリズムの開発はク

ラスカル（1965）に始まる。その後グリーンらが「判断データを数量化するた

めのコンジョイント測定」と題する論文を 1971年に発表した。これがコンジ

ョイント分析をマーケティング分野に応用した最初の論文であった。彼らの応

用例は雑誌媒体と広告コピーへの選好の分析であった。分析法の名称をオリジ

ナルの conjoint measurement から conjoint analysisに改称したのも、この

方法が新製品の開発に適していることを実例で示したのもグリーンらの貢献

であった。 

グリーンらの研究が契機になって欧米でコンジョイント分析の応用が急激

に広がり、またパラメータ推定の代替案が次々と提唱された。この時代には「加

法モデルに従う順序データの分解」というコンジョイント分析の定義も応用法

も明確であった〔朝野（1979）〕。 

 

２ 混迷の中身 

■どう実施したらよいかが分からない 

 コンジョイント分析は産学両サイドで盛んに研究されてきたが故に、方法論

が、表 1のように多様に拡散してしまった。そのため今日では一口に「コンジ

ョイント分析」といっても、実際にしていることが同じかどうかは何とも言え

ない。本来ならコンジョイント分析とは何なのかという再定義が必要であるが、

そうした世界的な規格も存在しない。 

ユーザーにはどういう根拠にもとづいて方法を選択すればよいのかが分か

らないという悩みがある。選択肢が過多になると人間は判断停止になるという
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マーケティング理論通りである。しかし仮に何がよいかが分かっても実施でき

ないという制約が出てくるかもしれない。 

 

表１ コンジョイント分析のバリエーション 

大分類 ステップ 
バリエーション

１ 

バリエーション

２ 

バリエーショ

ン３ 

バリエーショ

ン４ 

A 消費者の

反応 

A1効用測定手段 行動分析 自己申告 折衷案   

A2 評価法 
選択法（チョイ

スベース） 
一対比較法 順位法 評点法 

A3 反応の尺度

水準 
名義尺度 順序尺度 間隔尺度 比率尺度 

B コンセプ

トの提示計

画 

B1 属性のスク

リーニング 

グループ・イン

タビュー 

デプス・インタ

ビュー 

専門家のディ

スカッション 

その他の予備

調査 

B2 ジェネレー

ション 
直交配列 擬似直交配列 現実商品法 

それらの折衷

案 

B3価格の設定法 
他の属性と一緒

に直交配列  

他の属性とは別

枠で直交配列 

市場の実勢価

格 

コストプライ

シング 

B4 コンセプト

の提示 
全部を一括提示  3ツ組ずつ提示 

一度に１コン

セプト 
  

B5 属性の提示 
フルプロフィー

ル法 
ペアワイズ法 

２ 段 階 法

(ACA) 

ハイブリッド

法 

C パラメー

タ推定 

C1 推定法 MCMC 最尤法 
最 小 二 乗 法

（OLS) 
非線形最適化  

C2 パラメータ

の制約 
凸性、凹性 単調増加 符号制約 制約なし 

D 分析結果

の活用 

D1個人差の扱い 
同時セグメンテ

ーション 

事後セグメンテ

ーション 

外部情報で事

前セグメント 

個人差を無視

する 

D2 可能空間の

探索 
クリギング スプライン関数 直線補間 

属性水準の組

み合わせ 

 〔出所〕朝野（2012） 

 

■自分が何をしているかが分からない 

コンジョイント分析のユーザー自身が何をしているのかが分からないこと

もある。たとえば利用しているソフト名は分かっても、そのソフトがどういう

アルゴリズムを採用しているかが分からないという商用ソフトも存在する。 

SAS の場合は良心的にアルゴリズムを明記している。具体的には補足資料

の通りである。 
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表 2 コンジョイント分析のアルゴリズム 

アルゴリズム 開発者 発表年度 

ＭＯＮＡＮＯＶＡ Kruskal １９６５ 

ＰＯＬＹＣＯＮ Young １９７２ 

ＬＩＮＭＡＰ Srinivasan and Shocker １９７３ 

ＴＲＡＤＥＯＦＦ Johnson １９７４ 

ＡＤＤＡＬＳ de Leeuw,et al. １９７６ 

ＷＡＤＤＡＬＳ 高根芳雄ら １９８０ 

ＭＮＬ McFadden １９８６ 

ＡＣＡ Johnson １９８７ 

ＲＡＮＫＬＯＧＩＴ 小川孔輔 １９８７ 

ＬＯＧＭＡＰ 片平秀貴 １９９１ 

BAYESIAN  HYBRID Hofstedeら ２００２ 

〔出所〕朝野（2012）  

 

■ユーザー内での批判 

 典型的な批判を４タイプ紹介しよう。 

 

【批判１】プランを単純にランキングさせるだけで済むのではないか 

複雑な解析をしなくても、属性と水準を組み合わせた総組み合わせを示して、

選好順序をつけてもらえれば終わりではないか。コンジョイント分析から人気

ランキング以上の情報が出てくるのか？ 

【批判２】選好の理由を聞かなくて大丈夫か 

コンジョイント分析はプランに対する選好順序を聞く 1 問しか調査しない。

するとそれで大丈夫なのかが心配になる人が出てくる。 

【批判３】新製品を消費者に聞くこと自体が馬鹿げている 

消費者には今ない製品など答えようがない。価値ある製品を提案するのは消

費者ではなく企業の役割である。 

【批判4】部分効用関数が、時間の経過に対して不変であると証明できるのか。

将来発売される製品についての選好を今聞いても無駄ではないか？  

 

3 導入についての反省点 

武藤・朝野（1986）は集合住宅の企画とバイクの設計にコンジョイント分析

を適用した。その他にもラベルワープロ、コピー機、果汁飲料、日用雑貨品、

保険商品など様々な開発プロジェクトにコンジョイント分析を適用してきた。

そうした経験を踏まえて気付いた反省点を３点あげよう。 

 

①実務の現場ではパラメータ推定法など問題にされない 

コンジョイント分析をマーケティング意思決定の何の役割で使うのか、とい
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うユーザー内のコンセンサスを得ることこそが実務導入の要である。コンジョ

イント分析の専門家が一生懸命になりがちなパラメータ推定法などは実務の

現場では問題にもされなかった。 

②大事なのは属性と水準をどう決めるかである 

属性というのはたとえば「USBコネクタ」であり水準というのは「1つ」「２

つ」・・・というような区別をさす。コンジョイント分析の成否を決定するの

は、この属性と水準をどう決定すればよいか、という一点につきる。そのため

には顧客がどういう手掛かりをもとに他社品と自社品を比較して選択してい

るのかという事実を知っていなければならない。統計学者はこの問題にどう貢

献してくれるのだろうか？ 

③シミュレーション段階がまだまだ 

単に効用値が高いコンセプトを選択するだけではなく、製品差別化戦略の視

点から、競合品もモデルに組み込んで市場反応を予測する必要がある。しかし、

コンセプトの探索と市場予測の方法論はまだ未成熟な段階にある。 

 

 

補足資料 

SAS／STAT のプロシジャである transreg は、最適尺度化を伴う交互最小

２乗法 ALSOS（deLeeuwら 1976）を実行するプロシジャであり、マーケテ

ィング・リサーチの分野で重要な意味を持つ。なぜなら、マーケティング・リ

サーチではノンメトリックなデータを対象にする方が普通だからである。好き

なブランドが何であるかは名義尺度であり、好きな順位は順序尺度である。

ALSOSはこのようなノンメトリックな変数が存在しているときに、それらの

変数を最適変換する方法である。transreg は表 3 に示すように幅広い問題に

対応できる。 

 

表３ ALSOSと transregの対応 

分析モデルの名称 ALSOS proc transregでのmodelステートメントの記

述例 

林の数量化理論Ⅰ類 MORALS linear(y)=class(x1-x5 / zero=sum); 

林の数量化理論Ⅱ類 ADDALS class(group)=class(x1-x5 / zero=sum); 

コンジョイント分析 

（注１） 

MORALS method=morals outest=utils; 

model monotone(sampl:)=class(x1-x5/ 

zero=sum); 

分散分析 MORALS linear(y)=class(x1-x5 / zero=sum); 

正準相関分析 CORALS identity(y1-y20)=linear(x1-x30); 

PREFMAP  identity(y1-y60)=point(x1-x2); 

ロジスティック回

帰分析 

 logit(p)=identity(x1-x5); 
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（出所）町野・風間（1999） 

（注１）コンジョイント分析について指定法を記述する。 

proc transreg data=a method=morals outest=utils;によってサンプル別に

部分効用関数を推定しデータとして保存する。 

model monotone(sampl:)=class(x1-x5 / zero=sum); ここで sampl:はデータ

セット内の接頭辞ｓａｍｐｌで始まる全ての変数を示す。x1-x5は順に５つの

属性を示す。zero=sumはPWFを平均偏差化するという指定である。 
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