通行量センサを用いた飲食店用不動産賃料推定システムの提案
Proposition of real estate rent estimation system for restaurant by using traffic sensor
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Abstract: In this paper, we describe a real estate rent estimation system for restaurant. The traditional real
estate market in Japan, the decision of rents for restaurant has been made by veteran salespeople based on
their tacit knowledge that made from cultivated intuition and experience. However, the conversion to
explicit knowledge (expression) has become an issue when carrying on into other salespeople. Therefore,
the evidence-based rent estimation system is needed to assist salesepeople. We proposed the system that
considered static information on locational conditions and dynamic information such as traffic around the
store. We have developed a sensing system for obtaioning the sense of traffic volume.
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1.

はじめに

飲食店用不動産の賃料決定は，従来，ベテラン営
業マンが長い経験により培った勘や経験からなる暗
黙知に基いてなされてきた．一方で，他の営業マン
への暗黙知の継承が課題となっており，経験の浅い
新人営業マンにおいてもベテラン営業マンと同様に
賃料決定できることが望ましい．SECI モデル[1]に
よれば，この課題は，暗黙知を表出化し，形式知に
しさらに連結化することで，概念として伝承が可能
となる．そこで，本研究ではこれまで具体的な根拠
が無い暗黙知を形式知化することにより，根拠に基
づく賃料推定システムを構築することを目的とする．
これまで多くの賃料推定に関する研究では，物件
の立地条件や周囲の住環境といった静的な情報を機
械学習の入力としているが，それらの多くは個人向
けマンションなどの住宅物件を対象とするものであ
る．本研究で取り扱うのは，飲食店用不動産物件に
限定されており，その特殊性から，店舗前の通行量
や店舗の雰囲気といった，個人向け物件では考慮さ
れてこなかった動的情報も重要なパラメータである．
筆者らがこれまで取り組んできた賃料推定では，通
行量のパラメータは営業マンの感覚を元に入力され
ている．こうした暗黙知を根拠あるものにするため，

通行量センサを用いたセンシングシステムを提案す
る．通行量を感覚値ではなく定量値として入力する
ことによって推定精度の向上が期待される．
提案する通行量センシングシステムは，実際の物
件に設置することを念頭に，目につきにくい小型な
もので，かつ低消費電力であることが求められてい
る．従来のセンサの多くは，電源を必要としており，
設置場所が制限されてきた．また，ソーラーパネル
付きセンサもあるが，十分な電力量を得るには大型
になるなどの問題があった．そこで，市販のエナジ
ーハーベスティング無線モジュールをベースにセン
サを開発することで，小型・低消費電力なシステム
の実現を可能にしている．また，センサ本体とデー
タ収集端末が分離されており設置の自由度は高いと
いえる．さらには，収集したデータをクラウド上に
アップロードすることによって，遠隔地でもデータ
収集を容易にすることが可能である．
以上を踏まえ，本研究における具体的な課題とし
ては，①データに基づく賃料推定，②通行量などの
動的情報の取得が挙げられる．また，概念的な課題
としては，暗黙知の形式知化（営業パッケージ化）
に取り組むことが挙げられる．
以下に本稿の構成について述べる．まず，第 2 章
では本研究に関連する研究や取り組みについて説明

し，本研究の位置づけを明確にする．第 3 章では，
本研究で取り扱う賃料推定システムについて述べる．
第 4 章では，店舗の動的情報を取得するため試みと
して開発した通行量センシングシステムについて説
明する．第 5 章では，システムの有用性を確認する
ための実験について説明し，第 6 章はまとめとする．

2.

関連研究

本研究に関連する研究として，具体的な課題であ
る賃料推定，通行量センシング，そして概念的な課
題である暗黙知の形式知化に関する取り組みが挙げ
られる．以下にそれぞれについて説明する．

2.1. 不動産賃料推定に関する取り組み
データに基づく賃料推定に関する取り組みとして，
Victor[2]らは決定木とニューラルネットワークに基
づく不動産価格推定を実施している．この研究では，
米国キング郡を対象とし，推定の外れ値を取り除く
ために取引価格の上位・下位 5%の物件を除外して推
定を行い，不動産価格帯ごとに分割して推定誤差を
評価している．その結果，ニューラルネットワーク
を用いた方が良好な結果が得られることを明らかに
している．
また，Chih-Hung[3]らは，台湾での住宅選定に関
わりの深い風水に着目し，風水を考慮した不動産価
格推定に取り組んでいる．多くの不動産価格推定に
用いられている建物そのものの属性に加え，風水に
おけるタブーを学習データセットに設定している．
彼らはバックプロパゲーションニューラルネットワ
ーク（BPN）とファジーニューラルネットワーク
（FNN），そして独自に開発したハイブリッド遺伝ベ
ースのサポートベクター回帰（HGA-SVR）からなる
複数のアルゴリズムで推定した結果，いずれの手法
においても風水のタブーを考慮した方がより良好な
推定結果となることを示している．また，それぞれ
のアルゴリズムの性能を評価し，HGA-SVR，FNN，
BPN の順で優れていることを明らかにしており，最
も 優 れ た HGA-SVR の 平 均 絶 対 パ ー セ ン ト 誤 差
（MAPE）は 4.79%を示している．さらに，最も価
格推定に影響のある属性を BPN を用いて求めてお
り，それは土地の大きさであった．また，風水にお
けるタブーでは，トイレ，窓，家の外観，ドアの順
に住宅価格に影響していることを明らかにしている．
さらに，Vincenza[4]らは，ターラント市（イタリ
ア）における不動産価格に，交通システムと地域ご
との環境の質が深く関係していると考え，人工ニュ
ーラルネットワーク（ANN）を用いて不動産価格推
定を行っている．データセットには，立地条件や建

物の構造に加え，駅やバス停までの距離などの交通
に関する属性や，SO2，NOX，NO，NO2，CO，PM10
のそれぞれの値と最大値といった環境汚染に関する
属性が含まれている．この研究でもデータセットの
各属性の感度分析を行った結果，不動産価格に最も
影響している要因として，ビーチへの近さや，ガレ
ージおよびテラスの有無が求められた．環境汚染に
関する項目で最も重要なものとしては，SO2 の最大
値が挙げられ，
全 42 ある属性の内の 8 番目であった．
また，交通に関する属性も 15 番目付近に位置してお
り，影響があることを示している．さらには，環境
汚染に関する属性を除いて学習したところ，大きな
精度低下は見られなかったことから，不動産物件か
ら工業地帯への距離を用いることで，環境汚染の属
性を代用できることを明らかにしている．
以上 3 件の関連研究では，それぞれの地域に特化
した手法を採用している点で共通している．地域ご
とに賃料決定に影響のある属性に違いが見られるた
め，どの属性が重要であるかを吟味する必要がある．
これらの研究は全て海外を対象とした研究であった
が，近年では国内においても不動産賃料推定をサー
ビスとして提供している事例も存在している．例え
ば，株式会社リブセンスでは，未来型不動産サービ
ス「IESHIL（イエシル）」[5]において，ビッグデー
タを活用した不動産物件のリアルタイム査定を実施
しており，売買時の不動産価格や価格推移，推定賃
料を提供している．また，ソニー不動産株式会社も，
ソニー株式会社 R&D の持つディープラーニング（深
層学習）技術と，ソニー不動産が有する不動産査定
のノウハウや不動産取引特有の知識を組合せた「不
動産価格推定エンジン」[6] を開発し，不動産の成
約価格を推定している．しかしながら，前述したい
ずれの先行研究においても，一戸建て，マンション，
アパートといった住宅用不動産物件を取り扱ってお
り，飲食店用不動産物件を扱う本研究とは対象とす
るデータ群が異なっている．

2.2. 通行量センシングに関する取り組み
次に通行量センシングに関連する研究について述
べる．多くの先行研究では，通行量を測定する手法
として，カメラを用いた取り組みがなされている．
例として Calro[7]らは，ステレオカメラを用いた人
数カウントシステムを構築している．また，Zeng[8]
らは，複数のカメラを用いてシステムを提案してい
る．しかしながら，カメラを用いたこれらのシステ
ムの場合，設置やプライバシー面でのハードルが高
く，飲食店用不動産物件には適していない．
そこで，センサを用いたアプローチが注目されて
いる．Wahi[9]らは，PIR センサを用いてオフィス内

の人数を推定する手法について提案し，シミュレー
ションを用いてアルゴリズムの性能を評価している．
PIR センサを用いるメリットとして，センサの単価
がカメラと比較して安価であり，プライバシー面の
問題にも配慮できていることが挙げられる．この研
究においても，プロトタイプとして，エナジーハー
ベストセンサを用いたセンサノードを作成し，セン
シングシステムの検証を実施しており，本研究との
関連性は高いといえる．また，Fang[10]らも複数の
PIR センサからの連続したパルス出力を元に，サポ
ートベクターマシン（SVM）を用いた人数カウント
手法を提案している．

2.3. 暗黙知の形式知化
最後に暗黙知を形式知に変換する試みについて述
べる．暗黙知と形式知を相互に変換するプロセスと
しては，野中らが SECI モデルを提案している．モ
デルの概要を Fig.1 に示す．SECI モデルは，①共同
化（暗黙知→暗黙知）→②表出化（暗黙知→形式知）
→③連結化（形式知→形式知）→④内面化（形式知
→暗黙知）→①共同化といったサイクルを繰り返す
ことによって，知識創造をしていくプロセスモデル
である．本研究で取り組むのは②表出化であり， セ
ンシングとデータマイニングによって営業パッケー
ジ化を実施する．また，具体的な例として，河村[11]
らは申込顧客推薦システムを提案している．この研
究は，飲食店向け不動産営業支援のために行われて
おり，顧客が不動産の検索から内見に移ったり，内
見から申込に移ることを促すための電話営業を対象
としている．これまでは営業マンの勘と経験によっ
て，数ある顧客リストの中から成約に至りやすい顧
客を抽出し，電話をかけていたのに対し，経験の浅
い新人営業マンではどの顧客に電話をかければ効果
的なのかがわからないといった問題があった．そこ
で，アンケート結果，物件情報，顧客情報の３つの
クラスを説明変数に機械学習を行うことで，49.2%
の精度で顧客推薦を行うシステムを構築している．

感覚データに基づく賃料推定

感覚データに基づく賃料推定として，これまで実
際に 2 名の営業マンに取り扱い物件の通行量の感覚
値を提供していただき，重回帰分析による推定を実
施している．データは 1〜5 の 5 段階であり，2 名分
の平均値を通行量として使用している．賃料推定に
用いる指標としては，通行量の他に，駅推定賃料，
視認性×通行量，居抜きフラグ，最寄り駅徒歩時間，
階層，坪数が挙げられる．ここで，駅推定賃料は駅
ごとの平均坪単価である．また，視認性×通行量は，
5 段階で評価した物件の視認性と，通行量の積であ
り，通行量を入れると精度が上がることが確認され
ている．居抜きは，机や椅子，カウンター，ガスレ
ンジ，冷蔵庫などの什器が付帯した物件を示してお
り，階層は物件が建物の何階にあるかを示している．，
したがって，推定賃料は式（1）によって表される．
推定賃料=137440.248（定数）
+2.080×駅推定賃料×坪数
+8504.796×（視認性×通行量）
-23445.154×居抜きフラグ
-6177.402×駅徒歩時間
-47927.537×階数
-150.755×坪数
(1)
さらに，本手法を用いて求めた結果を Fig.2 に示す．
グラフは横軸が実賃料，縦軸が推定賃料であり，グ
ラフ内の線は±30%の範囲を示している．
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先行研究とは異なると言える．
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以上を踏まえ，本研究の位置づけとしては，多く
の不動産価格推定ではこれまで取り組まれてこなか
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4.

通行量センシングシステムの提案

1000000

店舗に関する動的情報である通行量などのセンシ
ングを実現するために構築した提案システムの概要
を Fig.2 に示す．本システムは主にエナジーハーベス
ティング無線センサと，ゲートウェイの役割を持つ
無線受信機によって構成される．エナジーハーベス
ティング無線センサを活用する利点として，半永久
的なセンシングを可能としており，なおかつ配線が
不要であることから設置の自由度が高いといった特
長が挙げられる．また，通行量に限らず，店舗の雰
囲気などのあらゆる情報をセンシング可能にするた
め，EnOcean 規格に基づく汎用性のあるシステムと
している．また，センサとゲートウェイを分離する
ことによって，データの蓄積やデータベースへの送
信を容易に実現可能にしている．以下に，システム
の構成要素ごとの詳細について説明する．

4.1. 通行量センサ
開発した通行量センサの外観を Fig.3 に示す．セン
サは設置しても目立ちにくいように小型のパッケー
ジにしており，ケース込の外形（全長×全幅×全高）
は 81×21×45mm である．ベースとしたエナジーハー
ベスティング無線モジュールは EnOcean 社の温度セ
ンサ STM431J であり，Fig.4 に示すように独自に開
発した拡張ボードに PIR センサを搭載したものと組
み合わせることで通行量センシングを実現可能にし
ている．この温度センサには，ソーラパネルと蓄電
用キャパシタ，無線モジュールが搭載されており，
ファームウェアを書き換えることによって，より汎
用的な使用が可能となっている．EnOcean 規格で使
用している無線周波数帯域は 928.35MHz であり，一
般に広く使用されている無線 LAN や Bluetooth，
ZigBee などが使用している 2.4GHz 帯と比較して，
回折しやすく干渉しにくいことから，実環境に強い
規格であるといえる．また，通信可能距離は廊下見
通し 30m，鉄筋コンクリート壁越し 10m であり，飲
食店用不動産物件に設置するにあたり十分な距離を
確保している．さらに，夜間の照度が不十分な環境
下でも永続的なセンシングを実現可能にするため，
バックアップ用コイン電池を搭載している．使用し
ている PIR センサは Panasonic 社の EKMB1101112 で
あり，低消費電流駆動（最小 1μA）を特長としてお
り，エナジーハーベスティングの実現に貢献してい
る．検出可能距離は 5m であり，検出範囲は縦横方
向それぞれ±45 度程度である．今回は不必要な動体
検出を防ぐことを目的に，センサ周辺をアクリル製
のパイプで覆うことで検出範囲を制限している．
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4.2. ゲートウェイ
Fig.5 にゲートウェイによるデータ送信の概要を
示す．ゲートウェイの役割を持つ無線受信機は，小
型コンピュータの RaspberryPi2 modelB に，EnOcean
受信モジュール USB400J と ABiT 社の PHS モジュー
ルを接続することで構成している．センサから受信
したデータは内蔵マイクロ SD カードに CSV 形式で
記録される．また，外部からのデータ参照を容易に
できるようにするため，クラウドストレージである
Dropbox に毎朝午前 3 時に自動的にアップロードす

Table 1 Recording data format
date time

type

device

RSSI

length

data

2016-02-08 15:50:52.360298

0x0a

0x0401550b

92

4

0x00

0x00

0xc7

0x08

・・・

2016-02-08 15:50:52.361641

0x0a

0x0401550b
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4

0x00

0x00

0xc6

0x08

・・・

2016-02-08 15:50:52.362595

0x0a

0x0401550b

92

4

0x00

0x00

0xc6

0x08

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

るように構成している．
また，ゲートウェイの電源供給は USB 給電によっ
て行うため，店舗にある商用電源の他に，短時間な
らばモバイルバッテリを用いた運用も可能である．

4.3. 記録データ形式
ゲートウェイで記録されるデータは Table 1 に示
すような CSV 形式のファイルである．左から受診時
のタイムスタンプ，パケット種別，デバイス ID,RSSI
値[dBm]，データ長，データとなる．ゲートウェイ
上では受信モジュールで受信された全ての EnOcean
機器の電文を，前述した形式に変換，記録している．
今回製作した通行量センサに限らず，スイッチや温
湿度センサなどのあらゆる機器の情報を取得可能に
している．したがって，ゲートウェイを一度店舗に
設置した後でも，ソフトウェアの変更なしにセンサ
類の追加をすることが可能である．

Table 2 The number of sensor counts
17:00〜
0:00〜
Property
Total
23:59
13:00
A（1.5）
58
145
203
B（2）
827
1526
2353
C（3）
2677
5375
8052
D（4）
4204
8612
12816

通行量センシング実験

提案システムの有用性を確認するために，営業マ
ンの感覚に基づく通行量と，実際に通行量センサで
取得した通行量の比較を行う．本研究で取り扱うの
は東京都内の飲食店用不動産物件であり，Fig.6 では，
Open Street Map[12]に営業マンによる感覚データ（平
均値）をプロットしている．今回は，これらの物件
のうち，値の異なる 4 つの物件を抽出し，通行量セ
ンシングを実施している．ここで抽出した地点は，
それぞれ A（1.5）,B（2），C（3），D(4)とし，括弧
内の値は感覚による通行量の平均値を示している．
地点 A,B の前の道路は歩道と車道の区別がなく，地
点 C,D は明確に分離されているといった特徴がある．
実験は，2016 年 2 月 8 日（月）の夕方から翌日昼ま
で実施しており，ここでは 17 時から 13 時までのセ
ンサの反応回数を通行量のボリュームとして用いる．
実験によって得られた結果を Table 2 に示す．また，
グラフに可視化した結果を Fig.7 に示す．グラフは
地点 A，B，C，D それぞれにおけるセンサの反応回
数を示しており，人の感覚に比例する形で増加して
いることがわかる．したがって，提案システムでは，
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Fig.6 Property potencials on Open Street Map[12]
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Fig.7 Comparison of sensing data and human feeling
通行量のボリューム感を取得できるポテンシャルが
あることを示せた．また同時に，営業マンの感覚値
であった通行量を根拠のあるデータとして形式知化
することができた．一方で，本実験によって測定し
た地点は 4 件に留まることから，さらに多くの地点
において調査をする必要があるといえる．

6.

おわりに

本研究では，飲食店用不動産の賃料推定システム
において，根拠のない暗黙知であった通行量のボリ
ューム感を，形式知化するための通行量センシング
システムを提案した．システムの有用性を確認する
ために，通行量センシング実験を通じて調査を実施
した．その結果，営業マンの感覚データに基づく通
行量のボリューム感と，センサで測定して得られた
ボリューム感に相関があることを明らかにし，シス
テムの有用性を確認すると共に，暗黙知であった通
行量を根拠あるものにすることができた．
今後の課題としては，通行量センシングシステム
の配備を進めてデータ収集を行い，根拠に基づく賃
料推定システムを実現することが挙げられる．また，
今回の実験を通じて，センシングシステムに更なる
改良の余地があることも示唆されたため，今後も継
続してシステムの改良・追加を実施する予定である．
具体的には，実際の店舗への設置を進めるにあたり，
システムの外観をより親しみやすいものにしていく
必要性が示唆された．この問題に関しては，今回製
作したエナジーハーベスティングセンサとは別に，
既存のセンサーライトなどに見立てたセンサを追加
することで対応していく予定である．店舗や周囲の
環境に合わせた選択肢を提示できれば，物件オーナ
ー様の理解が得られやすくなり，設置をよりスムー
ズに実施できることが期待できる．また，ゲートウ
ェイがセンサに比べて大きく，PHS モジュールのコ
ストも高いため，より小型で低コストで実装できる
ように検討を進めていく．さらには，一般の方にも
わかりやすい研究説明シートの作成も行い，装置設
置の理解を得るために活用していく予定である．

[3] Chih-Hung Wu, Chi-Hua Li, I-Ching Fang, Chin-Chia Hsu,
Wei-Ting

本研究の一部は科学研究費補助金 挑戦的萌芽研
究 15K12161 の助成を受けたものである．また，研
究フィールドの提供にご協力いただいた株式会社
ABC 店舗の皆様に感謝いたします．
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