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1．は じ め に

問題を抱えている．また，共同作業の間はベテラン営業
マン自身の業務を行えないことから，経営的にも損失と
なる．

金融× IT を意味する FinTech という造語に続き，不

そこで我々は，ベテラン営業マンの暗黙知を形式知化

動産× IT を意味する
「Real Estate Tech
（不動産情報学）
」

し，営業活動の IT 化が可能な概念として抽出すること

が注目を集めている．さまざまな業界で IT 化が進む中，

を目的に研究を続けている．それにより，不動産ビジネ

不動産業界では依然としてほぼ人力でビジネスが行われ

スにおける営業活動の効率化と新人営業マンに対する暗

ている．例えば，
物件の賃料は営業マンの勘と経験によっ

黙知継承・共有の効率化を目指している．本稿では，研

て決定されている．特に，飲食店向け不動産物件の場合，

究のフレームワーク「SECI モデルに基づく暗黙知の概

立地や間取り，前借主の実績などにより価格が大きく変

念化」について説明した後，その枠組みに基づいて申込

動する．例えば，築年数に比例して価格は下がるように

み顧客の推薦 [河村 17] と飲食店向け不動産の賃料推定

思われるが，前借主が長年にわたり営業を継続していた

[荒川 17a, 荒川 17b] についてベテラン営業マンから暗

場合は優良物件と判断され，築年数は古くても賃料は上

黙知の抽出を試みた事例について紹介する．

がる．このような価格変動に対応するためには，多くの
物件を扱った経験が必要とされ，ベテラン営業マンの暗

2．暗黙知の伝承・共有に関する研究

黙知に頼ることとなる．また，顧客が不動産物件を探し
ている場合，営業マンは顧客と会話をし，その反応から

これまでも，熟練者の暗黙知や技能を継承・共有しよ

顧客の嗜好やこだわりを把握し物件を推薦する．このと

うとする研究はなされており，その難しさが指摘されて

き，どんな言葉や条件に反応したかで，顧客の嗜好を把

いる [伊藤 04, Szulanski 96]．また，知識を伝承できな

握していく．トップ営業マンは，的確に言葉や条件を選

い理由の一つに「忘却」がある．高田は，記憶の中でも

択することができ，効率良く顧客が満足する物件を推薦

場所や時期に関する知識である「自伝的記憶」に着目し，

する．しかし，この言葉や条件の選択は，営業マンの勘

被験者に印象深い出来事を思い出させる実験を行ってい

と経験により決定されており，暗黙知となっている．

る．思い出した記憶は「非常に快」
，
「非常に不快」と評

このように，不動産ビジネスにおいては，営業マン

価されたものが多く，印象の弱い出来事ほど忘却される

の暗黙知頼りの商習慣が数多く存在し，非効率な構造を

ことを指摘している [高田 03]．不動産営業マンの場合，

もっている．加えて，ベテラン営業マンから新人営業マ

日々その業務に従事するため，特に良い・悪い顧客や物

ンへの暗黙知の継承・共有が課題となっている．こうし

件については印象に残るものの，それ以外の顧客・物件

た知識の新人営業マンへの伝承・共有は，OJT（On-the-

についての知識は忘れられ継承されないこととなる．

Job Training：日常業務を通じた従業員教育のこと）や

このような状況を打破するために，さまざまな研究が

共同作業を通して行われてきている．しかしながら，従

なされている．菅谷らは伝統工芸における熟練技術に注

来手法では賃料決定に根拠を示せないため，ベテラン営

目し，職人の頭の中だけに存在する暗黙知を言語で表現

業マンから新人営業マンへの知識伝達ができないという

可能な形式知（暗黙的な形式知）として抽出，整理する
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ことができることを示している [菅谷 09]．暗黙知を形式
知化し共有することで，知識・技術伝承を目指す研究と
して，Ackerman は，情報共有システムの概念を提案し，
Answer Garden を構築している [Ackerman 88]．ほか
にも，ノウハウを組織内で共有するシステムとしては，
関らの FISH がある [関 99]．FISH は，ノウハウを複数
の仮想的なテキスト形式のカードに細分化し，関連する
二つのカード間にリンクを張ることにより，関連するノ
ウハウの閲覧を支援している．成子は，
業務フローをベー
スに製造業における製造現場での知識・ノウハウを獲得
し，ディジタル化して体系的に蓄積し，逐次実行できる
システム「指南車」を開発している [成子 06]．橋本らは

図1

SECI モデルに基づく暗黙知の概念化

短期的な世代交代のある組織における注記事項伝承シス
テム LEAVES を開発し，半自動化アルゴリズムを用い

あるいはノミニケーションは，一定の時間を必要とする．

て収集した注記事項を擬似体験シナリオとして構造化し

また，必ずしも伝承がうまくいくわけではなく，コミュ

ている [橋本 11]．大野らは，SNS を用いて消防活動経

ニケーションの失敗により共同化できないこともある．

験の伝承を支援するシステムを提案している [Ohno 13]．

それに対して，本研究は，それらのコストやコミュニケー

このように情報を他者に理解可能な形で提示したり，構

ションを必要としないため，ベテラン営業マンは自分の

造化したりすることが重要であることは，宮寺ら [宮寺

営業活動に集中することができる．また，新人営業マン

08] や Schneider らも指摘している [Schneider 03]．

は，ベテラン営業マンの判断基準や行動規範をパッケー

しかしながら，これらのシステムは，抽出した知識を，

ジ化された営業概念として学習できる．そのため，新人

知識としてそのまま蓄積するだけであり，その理解は人

営業マンは，ベテラン営業マンと同等の営業成果を出し

に委ねられている．そのため，知識量が多くなると理解

ながら，ベテラン営業マンの暗黙知を形式知として学習

するために必要なコストも増大することになる．そこで，

し内面化することで，最終的には営業パッケージを必要

我々は，暗黙知から抽出された形式知を複数の知識とし

としないベテラン営業マンに効率良く成長することを可

て理解するのではなく，一つの概念として理解すること

能とすることを目指している．

を目指している点が異なる．次章で，
我々の研究のフレー
ムワークについて述べる．

3．SECI モデルに基づく暗黙知の概念化

ここで重要となるのが，どのような要因を特徴量とし
て指標化（表出化）し，どのようにモデル化（連結化）
するかである．具体的な指標化およびモデル化の例を，
申込み顧客の推薦と飲食店向け不動産の賃料推定を事例
に基づいて述べる．

営業マンの暗黙知を議論するに当たり，野中らが提案
している SECI をベースとしている [Nonaka 95, 野中

4．申込み顧客の推薦

96]．野中らの SECI モデルを図 1 の（1）〜（4）に示す．
野中らによれば，知識創造は，
（1）共同化（暗黙知→暗

4･1 機械学習を用いた営業支援

黙知）→（2）表出化（暗黙知→形式知）→（3）連結化

本研究と同様に，機械学習を営業支援に活用する試み

（形式知→形式知）→（4）内面化（形式知→暗黙知）→

は進んでいる．Yiqing らは，中国の携帯会社のデータを

（1）共同化といったサイクルを繰り返すことによって可

使い，プリペイド携帯の解約者を予測し，その解約者に

能となる．ここで，暗黙知は言葉にできない知識を意味

電話営業を行うよう促しプリペイド解約を思いとどまら

し，形式知は言葉にできる知識を意味する．SECI モデ

せる手法を提案している [Yiqing 15]．EverString では，

ルでは，知識は暗黙知を表出化して形式知にし，さらに

B2B の企業に対して，商品を買ってくれそうな顧客を推

連結化することで，概念として共有・伝承が可能となる

薦するサービスを行っている．従業員規模，収益状況，

ことを示している．言い換えると，ベテラン営業マンの

経営者の経歴，地域などを説明変数に用いて，成約確度

暗黙知は，表出化して形式知にし，さらに連結化するこ

の高いもしくは低い顧客を判定するモデルを機械学習で

とで，共有・伝承が可能となる．

構築している．これらの研究において，特徴量の選択は

本研究は，SECI モデルにおける共同化により伝承さ

重要である．例えば，Yiqing らは，単純に収集した変数

れていた営業マンの知識伝承を，センシングと機械学習

を使用するのみならず，変数同士の組合せを特徴量とし

の技術により表出化および連結化させ，伝承可能な営業

て用いることで，解約者の予測精度向上を試みている．

概念として導出する点が新しいと考える．
従来，共同化のために行われていた OJT や共同作業，

また，Wu らは，台湾という土地柄を考慮し風水という
特徴量を入れることで不動産価格推定の精度向上を図っ
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やや安いです
・・・・・・・・・・・

正解データ

図2

既存手法と提案手法の違い [河村 17]

顧客情報

開店意欲

物件情報

地域ポテンシャル

特
徴
量

駅近

SVM，決定木，RF
一階

機械学習による
モデル構築

ている [Wu 09]．これに対して本研究では，従業員の暗
黙知に着目し，従業員の暗黙知を 2 回の聞取り調査に基
づいて形式知化（変数化）することで，特徴量の抽出を

図3

モデル構築のための特徴量 [河村 17]

行っている．
具体的には，初期特徴量は同じであるにもかかわらず，
4･2 申込み顧客推薦モデルの構築

申込みした顧客と申込みしなかった顧客を提示し，これ

図 2 は，既存の営業手法と提案手法を示している．既

らの顧客の申込みの有無を推定可能か，可能であるなら

存手法において，営業マンは手作業で大量の内見顧客の

ばどのような視点で推定するのかさらに質問を行ってい

中から申込み顧客の発掘を行い，電話営業を行っている．

る．営業マンからは，熱意のある顧客とそうでない顧客

そのために，時間と労力が必要であり，コストがかかっ

がいる，人気エリアがあるなどの回答が得られたため，

ている．また，営業の成功確率は，営業マンの勘と経験

それらの差異を抽出するにはどんな点に着目すればよい

から導き出されるノウハウ（暗黙知）により変化し，聞

か確認を行い特徴量としている．このように，具体的な

取り調査よりベテラン営業マンでも 2 〜 3 割程度である

場面を営業マンにフィードバックすることにより，初期

ことが確認されている．ノウハウ（暗黙知）を形成でき

特徴量としては言語化できなかった新たな特徴量を抽出

ていない新人営業マンは，より低確率であり営業機会を

している．

損失している．そこで，提案手法では暗黙知であるノウ
ハウを機械学習によりモデル化している．

これらの特徴量に基づいて，機械学習により申込み顧
客推薦モデルを構築する．モデルの構築には，データマ

モデル化のために，ベテラン営業マンが何に着目して

イニングツールである Weka [Weka] を用いた．Weka

顧客の選定を行っているのか聞取り調査を行い，調査に

は多数の機械学習アルゴリズムに基づく分類器を実装し

より抽出された特徴量に基づく機械学習を用いて申込み

ており，本研究では，代表的な機械学習アルゴリズムで

顧客推薦モデルを構築している．この調査の目的は，基

ある SVM（Support Vector Machines：サポートベク

本モデル構築のための初期特徴量の抽出である．具体的

タマシン）[Cristianini 00]，決定木（C4.5）[Quinlan

には，どのように営業活動をしていますか，どのような

96]，RF（Random Forests）[Breiman 01] の三つの手

点に着目して申込み顧客の推定をしていますか，などを

法を用いて特徴量の各組合せに対して申込み顧客推薦モ

インタビュー形式で質問している．営業マンからは，内

デルを構築している．

見時の顧客の様子で判断している，物件により差がある
などの回答が得られたため，内見時の顧客のどんな様子
に着目しているのか，物件の差異を判断する要因は何か

4･3 申込み顧客推薦モデルの評価
評価は，3 種類のアルゴリズム（SVM，決定木，RF）

をさらに確認している．その結果，モデル構築のための

に対して，5 種類のデータを用いて，計 15 個のモデル

初期特徴量として，
二つの特徴量群（顧客情報（6 項目）
，

を比較している．5 種類のデータは，
以下のとおりである．

物件情報（5 項目）
）が確認された（図 3）
．

なお，
（5）の重要な特徴量の抽出は，ジニ係数の平均減

また，聞取り調査に基づいて構築したモデルによる予

少量（mean decrease gini）を用いて行っている .

測結果を ABC 店舗へフィードバックし，再度聞取り調

（1）顧客情報（データ 1）

査を行った結果，フィードバックに基づく特徴量として

（2）物件情報（データ 2）

新たに二つの特徴量群（開店意欲（2 項目）
，地域ポテ

（3）顧客情報＋物件情報（データ 3）

ンシャル（1 項目）
）が抽出された．この調査の目的は，

（4）顧客情報＋物件情報＋フィードバックに基づく特

基本モデルでは抽出されなかった営業マンが気付きにく
い特徴量を抽出することである．推定結果の全体傾向を

徴量（データ 4）
（5）重要な特徴量に絞り込んだデータ（データ 5）

説明した後，正しく推定できた事例とできなかった事例

表 1 は，15 の組合せの評価結果である．例えば，顧

を提示することで，営業マンに初期特徴量以外の検討を

客情報のみを使ったデータ 1 で比較すると，SVM を用

促している．

いた場合が 31.9％．

人 工 知 能

560
表1

データとアルゴリズムの組合せによる評価結果〔％〕
1

2

3

4

5

SVM

31.9

20.4

35.1

28.4

26.1

決定木

27.6

0

29.3

29.7

40.3

RF

34.0

21.3

38.7

44.2

49.2
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店における動的に変化する指標や指標化しにくい指標と
は何であろうか．

5･2 飲食店向け不動産の賃料推定
本研究においても前述した SECI モデルに基づき，賃

また，データとの組合せで比較した場合，RF をデー

料推定モデルを構築している．まず，ベテラン営業マン

タ 3（顧客情報＋物件情報）に用いた場合 38.7％，デー

に対するインタビュー調査によって，暗黙知を形式知と

タ 4（顧客情報＋物件情報＋フィードバックに基づく特

して表出化する．インタビューは，実際に物件の賃料を

徴量）に用いた場合 44.2％，データ 5（重要な特徴量に

決定しているベテラン営業マンに対して行う．ベテラン

絞り込んだデータ）に用いた場合 49.2％の適合率で，申

営業マンに対して，賃料の決定要因について質問した結

込み顧客を推定できることが確認できる．
この比較における重要な知見は二つある．一つ目は，

果，坪数，駅からの距離，階数，居抜き，通行量，視認
性などの回答が得られた．これらの要因は，容易に指標

フィードバックに基づく特徴量の重要性である．データ

化できる要因である．例えば，坪数であれば広くなるほ

3 とデータ 4 の比較により，新たな特徴量（開店意欲，

ど，駅からの距離であれば近くなるほど賃料は高くなる．

地域ポテンシャル）を抽出することで，精度が向上して

このような営業マンが容易に指標化可能な要因を顕在的

いることが確認できる．これは，暗黙知を抽出する際に

情報と呼ぶこととした．顕在的情報は，物件固有の静的

聞取り調査とモデル構築を繰り返すことの重要性を表し

情報（広さ，駅からの距離，階数など）と物件周辺の動

ていると考える．二つ目は，
特徴の絞り込みである．デー

的情報（地域ポテンシャル，通行量など）の 2 種類に分

タ 4 とデータ 5 の比較により，重要な特徴量の絞り込み

類できる．

が精度向上に寄与することが確認できる．これは，抽出

一方，営業マンが容易に指標化できない要因として，

した特徴量の取捨選択することの重要性を表していると

潜在的情報が存在することが確認された．例えば，
「大

考えられる．

通り沿い」や「希少物件（新規物件が少ない地域の店舗，
特別な設備（ガスの口径が大きいなど）がある店舗な

5．飲食店向け不動産の賃料推定

ど）
」
，
「焼肉屋」など，その店舗特有の好（悪）要因が
該当する．この潜在的情報を指標化する難しさは，単に

5･1 飲食店向け不動産の賃料推定
機械学習を用いた不動産価格推定に関する研究もいく

大通り沿いであればよいわけではなく適度に交通量があ
りかつ停車ができるや，通行する車両から目に付くなど，

つか存在する．Victor らは，決定木とニューラルネッ

他の要因と複雑に関連しているところである．営業マン

トワークに基づいて，米国キング郡の不動産物件を対

に個別に確認すれば，物件ごとに賃料を上げる・下げる

象に推定を行っている [Gan 15]．また，Wu らは，台湾

要因を得ることができるが，それぞれ要因が全く異なり

での住宅選定に影響があるといわれる風水に着目し，不

単純な指標化は困難であった．そこで我々は，キャッチ

動産価格推定に取り組んでいる [Wu 09]．機械学習の特

コピーに着目し，自然言語処理技術を用いて，潜在的情

徴量には，一般的な建物固有の属性に加え，風水におけ

報を指標化（ポジティブ指標，ネガティブ指標）した．

るタブーを変数として設けている．また，機械学習手法

指標化された各要因と賃料との関係を概念として連

には，バックプロパゲーションニューラルネットワーク

結化するために，機械学習を用いた賃料推定モデルを構

（BPN）とファジィニューラルネットワーク（FNN）
，独

築してい」る．本研究では，ランダムフォレスト（RF）

自開発したハイブリッド遺伝ベースのサポートベクタ回

の回帰分析を用いている．モデル構築に用いる指標は，

帰（HGASVR）からなる複数のアルゴリズムを用いて比

静的情報・動的情報・潜在的情報である（図 4）
．

較を行っている．さらに，Vincenza らは，ターラント市
（イタリア）において，交通システムと地域ごとの環境の
質が不動産価格に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）を用いて検証を行っている

居抜き
駅徒歩時間
階数
坪数

静的情報

地域ポテンシャル
店舗の視認性
店舗周辺の通行量

動的情報

[Chiarazzo 14]．特徴量には，立地条件や建物の構造に
加え，交通に関する属性として駅やバス停までの距離な
どが，環境汚染に関する属性として，SO2，NOx，NO，
NO2，CO，PM10 の値と最大値がそれぞれ含まれている．
これらの研究で面白い点は，環境情報といった動的に
変化する指標や風水といった指標化しにくい指標を用い
ることで精度を向上させていることである．では，飲食

賃料

機械学習
キャッチコピー
ポジティブorネガティブ

図4

潜在的情報

賃料推定要因モデル [荒川 17a]

暗黙知センシングに基づいた飲食店向き不動産店舗の営業支援
学習対象とする物件は，東京都内にある 184 物件で
ある．これらの物件は，60 万円以下の飲食店向き不動
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料を説明する能力がないことを示している．
しかしながら，静的情報と組み合わせた場合（データ

産物件であり，推定の外れ値となり得る高額な特殊物

5）の決定係数は 0.447 であり，
RMSE は 75 190 である．

件はあらかじめ除外している．このときの平均賃料は

また，動的情報と組み合わせた場合（データ 6）の決定

266,987 円であり，中央値は 250,000 円である．また，

係数は 0.734 であり，RMSE は 52 987 である．よって，

モデルの汎化性能を評価するために，3-fold 交差検証を

潜在的情報のみで推定を行うのは難しいが，静的情報と
組み合わせるときに 0.447，動的情報とでは 0.734 とな

実施している．

り，価格調整に優れていることが確認できる．
5･3 賃料推定モデルの評価

最後に，すべての情報を用いた場合（データ 7）の決

抽出した各要因の賃料推定に対する影響力を確認する

定係数は 0.738 であり，RMSE は 52 494 である．この

ために，表 2 に示す七つのデータに基づいてモデルを構

結果，決定係数を基準に考えると，賃料推定には，すべ

築している．それぞれ単独で用いた場合（データ 1 〜 3）

ての情報を用いた場合が最も良い精度が得られることが

およびその組合せ（データ 4 〜 7）である．

確認できる．また，この結果について営業マンに確認し

表2
番

号

た結果，
「現場で十分参考になる」との回答を得ている．

各データおよび機械学習パラメータ
用いる要素

決定係数 R2 ± σ

RMSE

データ 1

静的情報

0.250 ± 0.0577

88 212

データ 2

動的情報

0.510 ± 0.00445

71 314

データ 3

潜在的情報

－0.0445 ± 0.0202

102 144

データ 4

静的・動的

0.638 ± 0.0270

62 394

データ 5

静的・潜在的

0.447 ± 0.0692

75 190

データ 6

動的・潜在的

0.734 ± 0.00902

52 987

データ 7

すべての要因

0.738 ± 0.0120

52 494

これらの物件は数万円単位の価格操作は日常的に行われ
ており，数十万円オーダで決定される賃料に対して意味
ある精度であると考える．

6．暗黙知の内面化に向けて
表出化され連結化された知識は，システム化すること
で新人営業マンでも利用可能である．図 5 は，賃料推定
モデルに基づくプロトタイプシステムの画面である．利用
者は，物件の最寄駅名，視認性・通行量の主観評価，居

推定モデルの精度評価には，決定係数 R と推定値の
2

抜きの有無，坪数，階数，キャッチコピー，住所を入力

平均二乗誤差（RMSE：Root Mean Squared Error）を

することで，画面最上部の推定賃料を得ることができる．

用いている．決定係数の最も良いスコア値は 1.0 である．

加えて，周辺物件の情報を合わせてみることができる．

また，RMSE は推定値が実績値からどれほど乖離してい

システム利用することでベテラン営業マンの営業概念

るかを示しており，モデルの推定精度の悪さを評価する

を利用できるようになり，新人営業マンでも価格を推定

指標である．よって，0 に近いほど優れていることを示

できるようになる．これにより，これまでベテラン営業

す指標である．

マンの勘と経験に頼っていた価格設定を新人営業マンで

まず，最も賃料決定に影響している構成要素を抽出

も実施可能となる．また，物件やパラメータを変えなが

するため，それぞれの構成要素を単独で用いた場合で比
較する．静的情報を用いた場合（データ 1）の決定係数
は 0.250 であり，RMSE は 88 212 であった．また，動
的情報を用いた場合（データ 2）の決定係数は 0.510，
RMSE は 71 314 であった．さらに，潜在的情報を用
いた場合（データ 3）の決定係数は−0.0445 であり，
RMSE は 102 144 であった．よって，動的情報のみを用
いた場合が最も高い決定係数が得られており，三つの要
素の中で最も精度が良いことが確認できる．ここで，静
的情報と動的情報を用いた場合（データ 4）の決定係数
は 0.638 であり，
RMSE は 62 394 である．このことから，
二つの要素は組み合わせることで精度が向上することが
確認された．一方で，潜在的情報は負の決定係数が出現
し，賃料決定能力がないことがわかる．Motulsky らは，
残差平方和が全平方和を上回るような不適切なモデルを
選択した場合に，決定係数が負になる可能性があること
を説明している．このことから，潜在的情報単独では負
の決定係数が出現するため，モデルが不適切であり，賃

図5

賃料推定システムの利用画面 [荒川 17b]
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ら結果を見て学習することによって，どのような要因が
変化したときに価格が変化するのか学習することができ
る．これにより，従来 OJT などに頼っていた暗黙知の
伝承を，形式知として伝承し，新人営業マンの知識とし
て内面化することが可能となる．内面化の効果について
の評価は今後の課題である．

7．お わ り に
我々は，
「Real Estate Tech（不動産情報学）
」 研究の
一つとして，ベテラン営業マンの暗黙知を形式知化し，
営業活動に利活用することを目的に研究を続けている．
ビッグデータの利用が注目されているが，単に既存の
データを使用するだけでは暗黙知を活用することはでき
ない．暗黙知をいかに表出化し，連結化するかが重要な
課題となる．暗黙知の表出化には，繰返しの聞取り調査
や表出化コスト削減のためのセンシング技術の開発など
が重要である．さらに，表出化された暗黙知を連結化す
ることで一つの概念として表現するときに重要となるの
は，人に理解可能な概念であることである．深層学習は
高い精度で推定や予測を行うことができるが，
要因間（暗
黙知間）の関係を理解することは困難である．機械学習
による暗黙知のモデル化では，精度だけでなく，理解容
易性にも配慮する必要がある．
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