COVID-19 による購買行動の時空間変化の分析
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概要：近年の社会の情報化に伴い，様々なデータが得られるようになってきた．その中でもクレジットカー
ドの取引履歴は，個人情報がわからないように加工された状態での提供が行われており，データを所持す
る企業による分析サービスの提供もみられる．しかし，そのような分析はグラフでの可視化や統計的な分
析にとどまり，取引履歴に付随する店舗情報の活用はされていない．例えば，消費が行われた場所と消費
動向の変化の関係などを分析することで，COVID-19 の影響がどのように各地域に現れたか分かり，行政
が地域ごとに適切な支援を行えるなどのメリットが考えられる．そこで，本研究では時空間に紐づいた購
買情報から地域の特徴づけ（エリアモデリング）をする方法の検討を行う．また，エリアモデリングを通
じて，2019 年から 2020 年にかけての名古屋市における消費動向の変化を分析する．実験ではクレジット
カードの取引履歴を用いて，名古屋市各地の消費動向とその変化を可視化し，取引回数の落ち込んだ地域
は平均的な購入金額も減少するなどの消費動向の変化を捉えられた．また，消費動向の変化が似ている地
域における滞在の変化と購買行動との関係についても議論した．
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1. はじめに

会の情報化に伴い，クレジットカードが使用された店舗，
すなわち位置情報を取引履歴に紐づけることが可能となっ

2020 年から続く COVID-19 の影響により，人間の行動

た．しかし，現状は位置情報は使われずグラフでの可視化

には大きな制限がかけられ，以前とは異なる生活様式を迫

や統計的な分析に留まる．取引履歴に紐づいた位置情報

られた．人込みを避け，外出を自粛するといった行動の変

を用いれば，消費動向の変化が地域ごとに分析でき，例え

容は経済活動にも影響を及ぼしており，2020 年における

ば COVID-19 の影響の把握や地域への経済的な支援を行

GDP 成長率はリーマンショックを下回った [1]．各地域に

う際の指標の提示が可能である．また，地域の消費動向の

おける COVID-19 の打撃を把握するためにも，消費動向

変化をモデリングすれば，出店・退店の目安といったマー

の変化の分析はより重要になっている．消費動向の分析の

ケティングへの利用や，地価の推定などができると期待で

ためのデータセットは住民の購買行動を代表する必要があ

きる．そこで，本研究では時空間に紐づいた購買情報を用

る．そうしたデータセットの 1 つとして，クレジットカー

い，ある地域において人はどのような消費を行うか，とい

ドの利用履歴が挙げられる．実際に，クレジットカードを

う視点で地域の特徴付けを行う．

運営する日本クレジットビューローや三井住友カード株式

地域の特徴付け手法は，庄子らが提案した Area2Vec[4]

会社などは，個人が特定できないようにした状態で取引履

から着想を得た．Area2Vec は，GPS によって取得された

歴を提供，分析するサービスを行っている [2][3]．また，社

位置情報データから，ある時刻から何時間ユーザが滞在し
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たかという滞在情報を抽出し，その滞在のされ方から地域
を特徴付けする手法である．我々はこの Area2Vec の考え
方をもとに，地域をその消費動向の変化で特徴付け，分散

表現を得る手法を提案する．分散表現を利用することに
より，地域の分散表現同士のベクトル演算や，異なるデー
タ間の連携が容易になる．また，類似した消費動向を持つ

表 1: クレジットカードの取引履歴の期間及び取引回数
期間

取引回数 [件]

2019/04/06 〜 04/19

55226

エリアの地理的な特徴を捉えるために，k-means 法を用い

2019/07/01 〜 07/14

65846

てクラスタリングを行う．本研究では，消費動向にはクレ

2020/04/06 〜 04/19

41416

ジットカードの取引履歴を用いる．複数の様式のクレジッ

2020/07/01 〜 07/14

60644

トカード取引履歴で特徴付けを行い，その結果をもとに名
古屋市における COVID-19 が引き起こした購買行動の時

模な範囲での消費動向分析として，消費が行われた時間帯

空間変化を分析する．

や平均購入金額，平日か休日かなどの特徴量に基づいて店

分析の結果，2019 年と比べ，て 2020 年では名古屋の中

舗や人を分析・モデリングする研究が存在する [9][10][11]．

心市街や大規模商業施設・レジャー施設が含まれるクラス

一方，庄子らによって，教師なし学習を用いて地域をモ

タにおいて取引回数が減少したものの，各地で取引回数が

デリングする手法である，Area2Vec が提案されている [4]．

増加したクラスタも確認できた．さらに，異なる特徴量に

Area2Vec は，曜日・滞在開始時刻・滞在時間を用いて，

着目して得られたクラスタや滞在情報をもとにした，エ

人々の滞在の特徴に基づく地域の使われ方をモデリングす

リアの具体的なモデリングについて議論した．2019 年と

る手法である．この手法の利点として，地域をその特徴を

2020 年を比べて，夜間の取引回数も平均的な消費金額も減

加味したベクトル（分散表現）として表せる点がある．分

少したという特徴や，エリア内部での消費が多く行われて

散表現であるために表現力が高いほか，類似度の計算や分

いたという特徴などが検出可能であり，スーパーや居酒屋

散表現同士の演算が可能であり，ほかのデータとの連携も

などの業種を超えた具体的な分析・モデリングを達成でき

容易である．また，庄子らの実験では独自に定めた 50m ×

た．本研究の貢献は以下のとおりである．

50m という比較的狭いエリアでモデル化を行っているが，

• Word2Vec の構造を用いて，消費動向の変化を捉える
手法を提案した

• 学習によって得られた分散表現をクラスタリングし，

Area2Vec はエリアに割り振られた番号をもとに学習する
ため，データの位置情報の粒度に応じてエリアを定められ
るという点も挙げられる．そこで，本研究では Area2Vec

本手法が地域の購買行動の傾向を捉えられることを検

の考え方に基づき，購買情報によって地域をモデリングす

証した

る手法を検討する．

• POI 情報や店舗情報を用いず，エリアに含まれる業種
を推定した

• 複数のエリアにおける実際の滞在情報を可視化し，消
費動向との関係について検証した

2. 関連研究
種々の特徴量に基づいた，統計的な地域のモデリングや

3. データセット
データセットには三井住友カード株式会社から提供され
た，名古屋市におけるクレジットカードの利用履歴を使用
する．表 1 にデータの期間と取引回数を示す．利用履歴は
個人や店舗の特定を防ぐために，以下のように特徴量がま
とめられている．

クラスタリングの例として，Grekousis らは国勢調査や独

• 各時刻における消費回数・金額・ユーザー数

自のアンケートに基づいて地域やその住民をクラスタリ

• 業種ごとの消費回数・金額・ユーザー数

ングした [5]．また，Singleton らはアンケートやオープン

• 性別，年代，居住地ごとの消費回数・金額・ユーザー数

ソースのデータを用いて，イギリスにおけるディジタル不

• 日付ごとの消費回数・金額・ユーザー数

平等性を可視化し，各特長量から住民をクラスタリング・

これらのデータは地域メッシュに基づく 500m × 500m の

モデリングした [6]．

エリアごとに集計されている．また，時間的な粒度に関し

COVID-19 の経済的な影響を分析した研究として，As-

ては，日付ごとの取引データは 1 日ごと，他のものは 2 週

cani らはイタリアの感染状況を，経済基盤指数や人口比率，

間ごとにまとめられている．そのため，何時にこの業種に

失業率などの統計情報を用いて推定する回帰モデルを提案

対して取引が行われたといった，各特徴量の種類を超える

した [7]．また，Firano らはモロッコでの実際のデータを元

ようなデータの掛け合わせはできない．

に，政府の予算やエージェントの労働時間，消費財の生産

各エリアの消費動向と地図上での位置を比べると，ショッ

量などのパラメータを用いて国家単位の感染者割合や経済

ピングモールが存在するエリアの中でも，日用品の購入先

状況を導く新たなモデルを提案した [8]．しかし，これらの

として利用されるエリアや，近隣住民以外の人によって休

手法は様々な統計情報が必要であり，また大規模な調査が

日に多くの消費がされるエリア，COVID-19 の影響による

必要であるために地理的単位を大きくせざるをえず，購買

消費動向の変化という点では，夜間の消費が落ち込んだエ

情報に紐づいた店舗情報の活用には向かない．比較的小規

リアや，巣篭り需要により平均的な購入金額が増加したエ

(a) 時間帯に着目した学習におけるモデル構造と入出力

図 2: すべての期間における名古屋市の時間帯別の取引回
数

(b) 平日・休日および平均購入金額に着目した学習におけるモデル
構造と入出力

図 1: 提案手法のモデル構造と入出力
リアなどの違いがみられた．そこで，本研究では地域のモ

図 3: すべての期間における名古屋市の平均購入金額の分

デリングのために，時間帯・平日と休日・平均購入金額と

布

いう特徴量を用いて学習を行う．

4. 提案手法
4.1 購買情報による地域のモデリング

表 2: 平均購入金額の範囲及び各クラスの総取引回数
平均購入金額の範囲 [円]

取引回数 [件]

〜 600

2216

600 〜 1200

2809

1200 〜 1800

2420

• 時間帯に着目した学習

1800 〜 2400

2625

• 平日・休日および平均購入金額に着目した学習

2400 〜 3000

2385

3000 〜 3800

2467

3800 〜 5200

2770

5200 〜 7700

2527

ついて検討する．なお，学習はいずれの場合も学習回数を

7700 〜 14000

2448

1000 とし，隠れ層の次元数は 4 とした．図 1 に本手法のモ

14000 〜

2524

3 章で述べたデータセットの特性により，以下の 2 つに
分けて学習する．

また，5.2 節では 2 つの学習により得られるクラスタを掛
け合わせ，複数の特徴量を考慮した具体的なモデリングに

デル構造と入出力を示す．学習ののち，入力層から隠れ層
の重み W の各行を，エリアの分散表現として用いた．以

2020 年の消費動向の変化という点では，変化があまり見

下でそれぞれの学習方法の詳細を説明する．

られないエリアや深夜帯の取引回数が減少したエリア，昼

時間帯に着目した学習

の取引回数が増加したエリアなどが確認できた．そこで，

図 2 はすべての期間における，各時刻の取引回数であ

2019 年から 2020 年にかけての時間帯ごとの消費動向の変

る．このグラフは名古屋市における平均的な時間別の消費

化が似ているエリアを抽出することを目的として，図 1a の

動向と捉えられる．しかし，名古屋市のそれぞれ単体のエ

ようにデータを整形し，学習を行う．入力は分割された名

リアでは図のとおりではなく，早朝に取引回数のピークを

古屋市の各エリア（メッシュ）に振られたメッシュ ID に

迎えるエリアや，深夜帯の取引が減少したエリアといった

対応する one-hot ベクトル，出力は 2019 年と 2020 年及び

様々な消費動向とその変化が見られた．さらに，2019 年と

24 時間に対応する 48 次元の one-hot ベクトルとする．こ

図 4: クラスタ数を変更した際の残差平方和

の入力と出力のセットは取引が 1 回行われたことを表すの
で，各時刻に行われた取引回数分訓練データとして追加す
る．この学習によって，エリアに応じた時間帯ごとの消費
動向の COVID-19 による変化が反映された分散表現が得
られると期待される．
平日・休日と平均購入金額に着目した学習
こちらも，平日・休日に関係なく 1000 円程度の消費が多
いエリアや，2020 年において休日の取引回数が特に減少し
たエリアなどの消費動向とその変化が見られた．平日・休
日と平均購入金額の消費動向が似ているエリアを抽出する
ことを目的として，同様に図 1b のようにデータを形成し，
学習を行う．入力はメッシュ ID に対応する one-hot ベク
トル，出力は 2019 年と 2020 年，平日と休日，表 2 のよう
に離散化された平均購入金額に対応する 40 次元の one-hot
ベクトルとする．離散化は各クラスの取引回数が均等にな
るように 10 分割した．図 3 に平均購入金額のヒストグラ
ム示す．この学習も同様に，エリアに応じた平日・休日お
よび平均購入金額の COVID-19 による変化が反映された
分散表現が得られると期待される．

5. 実験と評価

図 5: 各時間帯の取引回数の分布

時間帯に着目した学習

本章では，学習で得られた分散表現をクラスタリングし

図 5 と図 6 は，取引が行われた時間帯の変化に着目した

た結果を示し，その分析を行う．また，複数の学習方法で

学習によって得られた分散表現のクラスタリング結果およ

得られたクラスタリング結果を掛け合わせることで，より

びクラスタごとに地図上に色分けしたものである．図 5 の

詳細な地域のモデリングが可能であるか検討する．更に，

左列は 2019 年の，右列は 2020 年の時間帯別の取引回数の

購買情報でクラスタリングされたあるクラスタに属するエ

グラフであり，縦軸が取引回数を，横軸が時間帯を表す．

リアにおける滞在情報の変化を可視化し，エリア内の滞在

クラスタ 1，4，6 は，2019 年から 2020 年にかけて取引回

及び消費動向と滞在の関係性を分析する．

数の時間帯別の分布の変化が小さかったクラスタであり，
御器所・堀田・八事などの中心市街ではないが地方の消費

5.1 名古屋市における消費動向の変化

の中心地であるエリアに見られた．クラスタ 1 は深夜帯の

学習によって得られた分散表現を k-means 法によりクラ

消費があまり見られず，12 時や 19 時付近に消費のピーク

スタリングし，各クラスタの消費動向を分析する．クラス

が見られることからスーパーやレストランが多く存在する

タ数はエルボー法により定めた．図 4 に示すとおり，クラ

クラスタ，クラスタ 4 は夜間ほど取引回数が多くなるため，

スタ数 8 付近で残差平方和 (SSE) の減少が緩やかになるこ

居酒屋などが多く存在するクラスタであると考えられる．

とを確認したので，クラスタ数は 8 とした．

クラスタ 3 は 2019 年と 2020 年を比べて，取引回数が増加

図 6: 時間帯に着目した学習によるクラスタ
したクラスタであり，名古屋市内の各地で見られた．クラ
スタ 2，5，7，8 は取引回数が減少したクラスタである．こ
れらのクラスタは，名古屋駅近辺や上前津，栄などの中心
市街や，大規模商業施設・レジャー施設があるエリアに見
られた．クラスタ 5，7，8 は取引回数の減少の程度に違い
はあるものの，10 時から 20 時の時間帯に多くの消費がさ
れていることから主にスーパーやショッピングモールが多
く存在するクラスタ，クラスタ 2 は深夜帯における取引回
数が特に顕著に減少しているため，居酒屋やバー，クラブ
などがそのエリアの中心的な消費対象であるクラスタであ
ると考えられる．
平日・休日および平均消費金額に着目した学習
図 7 と図 8 は，平日・休日および平均消費金額に着目し
た学習によって得られた分散表現のクラスタリング結果お
よびそれを地図上で色分けしたものである．左側の 2 列が

図 7: 各価格帯の取引回数の分布

2019 年の，右側の 2 列が 2020 年であり，縦軸が取引回数
を，横軸が離散化された平均購入金額を表す．
クラスタ 1 は 2019 年と 2020 年であまり消費動向が変わ
らなかったクラスタである．名古屋市全域にまばらに分散
しており，このクラスタに属するエリアの多くにスーパー
マーケットなどの商業施設が見られた．スーパーマーケッ
トにおける 1 回あたりの平均購入金額は約 2000 円という調
査があるため [12]，このクラスタは日用品の購入先だけで
はなく，近隣地域の外出先としても使用されていると推測
する．クラスタ 2，3，7 は 2020 年において取引回数が増加
したクラスタである．いずれのクラスタも 3000 円までの
消費が増えており，名古屋市の全域にかけて分布すること
から，周辺地域の日常的な消費の先として使用されている．

図 8: 平日・休日および平均購入金額に着目した学習によ

クラスタ 3 は，2019 年と 2020 年ともに平日と休日の消費

るクラスタ

動向が異なる．平日に低価格の消費が行われていることか
ら，近隣の職場による需要であると考えられる．また，ク

低い価格帯の消費を行うようになった．クラスタ 5，6 は

ラスタ 7 は特に消費の増加が顕著であるため，COVID-19

2020 年における平均購入金額の低下が特徴的なクラスタ

によって新たにこのクラスタに属するエリアで消費を行う

であり，名古屋市の全域に集中していた．クラスタ 4，8 は

ようになったクラスタであると推測される．

約 8000 円以上の消費が顕著に多いエリアであり，名古屋

クラスタ 4，5，6，8 は消費が落ち込んだクラスタであ

市の中心市街である名古屋駅や栄駅周辺に集中的に分布し

る．全体の傾向として，2019 年よりも 2020 年の方がより

ていたほか，近隣地域の外出先として利用される星が丘や

図 10: 平均購入金額に着目した学習におけるクラスタが 2，
時間帯に着目した学習におけるクラスタが 1 であるエリア

図 9: 各エリアが属するクラスタの分布
千種の駅前などでも見られた．

5.2 具体的な地域のモデリング
本節では，上記の 2 つのクラスタ間の相関について検討
する．図 9 は各エリアが属するクラスタの分布であり，各
マスの値はそれぞれのクラスタに対応するエリアの数であ
る．2 つのデータで有効な取引履歴が異なるため，どちら

図 11: 平均購入金額に着目した学習におけるクラスタが 5，

にも含まれるエリアのみを対象とした．

時間帯に着目した学習におけるクラスタが 4 であるエリア

図 10 は時間帯に着目した学習におけるクラスタ 1 かつ，
平日・休日および平均購入金額に着目した学習におけるク

同じ期間の滞在データを使用し，滞在が取られた地点を取

ラスタ 2 であるエリアの分布である．これらの地域は 12

引履歴のエリアに分配した後，各クラスタごとにグラフに

時と 18 時に多く消費が行われ，平均的に 2000 円付近の消

可視化した．図 12 は図 5 におけるクラスタ 2 とクラスタ

費が多く，2019 年と 2020 年を比べて時間帯も平均購入金

4 に属するメッシュ内の，2019 年と 2020 年の滞在である．

額もあまり変化がなかったエリアと推測できる．また，図

縦軸は確認された滞在件数の累計，横軸は 30 分ごとの時刻

11 は，時間帯に着目した学習におけるクラスタ 4 かつ，平

であり，グラフの各色は滞在時間の長さに対応する．クラ

日・休日および平均購入金額に着目した学習におけるクラ

スタ 2 と 4 の消費動向としては，どちらも 2019 年は夜間

スタ 5 であるエリアの分布である．これらは 20 時前後で

の取引が特に多かったが，2020 年においてクラスタ 2 は大

消費のピークを迎え，2019 年と 2020 年で時間帯別の取引

幅に取引回数が減少し，クラスタ 4 は大きな変化はなかっ

回数では 18 時以降の取引回数が減少しており，平均購入

た特徴が挙げられる．滞在においても，どちらも 6 時間以

金額は 2019 年が 7000 円付近の消費が多かったのに対して

上の長期滞在の割合が増加しており，2 時間以内の短期滞

2020 年では 7000 円付近の消費が落ち込んだエリアと推測

在は半分程度に減少している．よって，クラスタ 2 は消費

できる．このように，本手法によって得られる複数の視点

者としてほかのエリアから来た短期滞在が主だったのに対

からのクラスタを用いて，地域の消費動向の具体的なモデ

し，クラスタ 4 はエリア内の住人による内需的な購買行動

リング・分析が可能である．

だったと推測できる．このように，本手法によって得られ

購買行動と滞在の関係

る複数の視点からのクラスタや滞在情報によって，地域の

本手法によるクラスタリングの評価のため，株式会社
ブログウォッチャーより提供頂いた GPS 滞在情報データ
セットを用いて，時間帯に着目したクラスタリング結果の
各クラスタに属するエリア内の滞在の変化及び消費動向と
の関係について検討する．クレジットカードの取引履歴と

時空間的な消費動向のモデリングや分析が可能であること
を確認できた．

6. まとめと展望
本研究では，エリアで行われた購買情報を用いて地域の
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