Doc2Vec を用いた
飲食店向け不動産店舗賃料推定モデルの構築
Construction of Rent Estimation Model for Restaurants Using Doc2Vec
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概要
飲食店向け不動産物件の賃料は，不動産会社のベテラン営業職員が培ってきた経験や勘といった暗黙知に基づ
いて決定されている．賃料の決定要因としては，物件固有の情報である静的情報，物件周辺の情報である動的
情報，物件の特徴などを含む潜在的情報が挙げられている．潜在的情報は，ベテラン営業職員による指標化が
難しいとされる情報である．本研究では潜在的情報として，物件に付与されているキャッチコピーを用いる手
法を提案する．キャッチコピーは Doc2Vec によりベクトル表現に変換し，ノイズを除去するため，品詞の選別
を行なった．その結果，品詞の選別を行うことで推定精度が向上し，重回帰分析を用いた場合に，決定係数が
0.611 と最も高い値が得られた．
キーワード：機械学習，データマイニング，賃料推定，自然言語処理

Abstract
The rent for restaurants is determined based on tacit knowledge such as experience and intuition cultivated
by veteran sales man of real estate companies. Determinants of the rent include static information that is
specific to the property, dynamic information that is around the property, potential information that include
features of the property. Potential information is diﬃcult to index by veteran sales man. In this research, we
propose a method using catch phrase given to property as potential information. We use the catch phrase
that was vectorized by Doc2Vec, and in order to remove noise, we selected part of speech. As a result, the
estimation accuracy was higher to select part of speech, and when multiple regression analysis was used, the
highest coeﬃcient of determination 0.611 was obtained.
Keywords: Machine Learning, Data Mining, Rent Estimation, Natural Language Processing
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はじめに

ガスや排気設備，視認性や通行量など固有の属性が存
在するため，一般的な住宅の価格推定モデルの手法を
そのまま取り入れることはできない．そのため，飲食
店向け不動産物件の賃料決定は，ベテラン営業職員の
暗黙知に基づいて行われている現状がある．
荒川ら [4] の研究では，野中ら [5] の SECI モデルの
考え方をベースとし，飲食店向け不動産物件用の，ベ
テラン営業職員の暗黙知に基づいた賃料推定モデルを
提案している．ここで荒川ら [4] は，飲食店向け不動
産物件の賃料決定には，3 つの要因があることを明ら
かにしている．その 3 つの要因を，静的情報，動的情

機械学習の発展に伴い，不動産の分野においても
物件の価格推定 [1][2][3] などの営業支援が活発に行わ
れている．一方で，飲食店を対象とした不動産に着目
すると，不動産会社のベテラン営業職員が長年培って
きた，経験や勘といった暗黙知に基づいた価格の決定
がされている．この手法だと，賃料を決定している要
因が明確ではなく，人によって賃料の価格が異なると
いった問題や，新人営業職員への知識継承が困難であ
るといった問題が生じる．飲食店向け物件の選定には，
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報，潜在的情報と呼んでおり，静的情報は物件固有の
情報，動的情報は物件周辺の情報，潜在的情報は物件
の特徴を含む情報として，指標化している．このうち，
静的情報と動的情報は，ベテラン営業職員による指標
化が容易な要素である．具体的には，静的情報は物件
の坪数や階数など，動的情報は物件の視認性や物件周
辺の通行量などが挙げられている．一方で潜在的情報
は，ベテラン営業職員による指標化が難しい情報であ
り，具体的な指標は述べられていない．そこで荒川ら
は，潜在的情報として物件の付与されているキャッチ
コピーを用いる手法を提案している．キャッチコピー
を形態素解析し，名詞と形容詞を抽出することで，こ
れらの単語が賃料に与える影響を調査している．しか
しこの手法では，文脈が考慮されない，また同一の単
語でなければ検出されず，曖昧さが無いといった課題
がある．
もう一つの先行研究 [6] では，荒川ら [4] の課題で
あるキャッチコピーの文脈や曖昧さを考慮するため，
キャッチコピーに Doc2Vec[7] を用いる手法を提案し
ている．Doc2Vec[7] は，機械学習を用いた，任意の
長さの文書を任意の次元数にベクトル化する技術であ
る．この技術を用い，キャッチコピー全文をベクトル
化したものをモデルに組み込んでいる．その結果，ベ
クトル化したキャッチコピーを取り入れた場合の方が，
取り入れない場合よりも推定精度が良くなることが得
られている．しかしその推定精度は，品詞を選別して
いる荒川らの推定精度よりも低くなっており，キャッ
チコピーの全文を組み込んだことによる多数のノイズ
が含まれている可能性がある．
本研究では，飲食店向け不動産物件の賃料推定シス
テムを構築することを目的とする．また賃料推定モデ
ルの構築は，先行研究 [4][6] をベースとして行う．こ
れらの先行研究には，キャッチコピーを賃料推定モデ
ルに組み込む際の課題がある．これらを，課題 1 とし
て文脈や曖昧さの考慮，課題 2 としてノイズの除去と
する．本研究では，課題 1 を解決するために Doc2Vec
技術を，課題 2 を解決するために品詞の選別を行う手
法を提案し，その評価を行う．賃料推定モデルの構築
には，重回帰分析とランダムフォレストを用い，交差
検証により評価を行う．データセットは，契約が成立
した 184 件の物件を対象としている．その結果，キャッ
チコピーの品詞を選別した方が，全文を組み込んだ場
合よりも決定係数が高く，平均二乗誤差が低くなるこ
とが得られた．また，キャッチコピー中の名詞，動詞，
形容詞を抽出し，重回帰分析によりモデルを構築し
た場合に決定係数が最も高くなり，その値は 0.611 で
あった．
本稿の構成について述べる．2 章では，賃料推定に
関する研究について述べる．3 章では先行研究と，そ
れに基づいて提案する本研究の手法について述べる．
4 章では提案した手法の評価を行い，5 章では考察，6
章でまとめとする．
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プロパゲーションニューラルネットワーク，ファジー
ニューラルネットワーク，また彼らが独自に開発した
ハイブリッド遺伝子ベースのサポートベクター回帰か
らなる複数のアルゴリズムを用いて比較を行なってい
る．その結果，いずれの手法においても風水を考慮し
た方がより良い推定精度が得られている．
三浦ら [2] は，インターネット上にある膨大な情報
から地域ごとの評判に関する変数を抽出し，不動産側
が所有しているデータベース上の情報と組み合わせる
方法を提案している．評判に関する変数は，インター
ネット上で地名を検索し，形態素解析により抽出され
ている．モデルの構築にはヘドニック分析法が用いら
れ，不動産側のデータベースのみで推定した場合は，
決定係数が 0.528，インターネット上の情報を組み合
わせた場合は，決定係数が 0.560 となる結果が得られ
ている．
Chiarazzo ら [3] は，交通システムと地域ごとの環
境の質が不動産の価格に影響を与えていると考え，人
口ニューラルネットワークを用いて検証している．そ
の結果，全 42 要素ある属性のうち，8 番目に環境汚
染に関する属性が，15 番目付近に交通に関する属性
があげられることを明らかにしている．
このように，賃料推定に関する研究は多数存在する
が，対象とする不動産は一般住宅であり，選定の基準
が異なる飲食店用の不動産には同じ手法を適用するこ
とはできない．本研究では，これらの関連研究を参考
にしながら，飲食店向け不動産用の賃料推定モデルを
構築する．
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提案手法

本研究では，2 つの先行研究 [4][6] に基づき，飲食
店向けの賃料推定モデルを構築する．本章では先行研
究のモデル構築方法と課題，またその課題を解決する
ための本研究の手法について述べる．

3.1

先行研究

本節では，本研究の基盤となる先行研究について述
べる．荒川ら [4] の研究では，野中ら [5] の SECI モデ
ルに基づき，飲食店向け不動産物件の賃料推定モデル
を構築している．SECI モデルとは暗黙知を伝承する
ための知識創造モデルであり，言語化できない知識を
暗黙知，言語化できる知識を形式知と呼んでいる．野
中ら [5] によると，知識創造は（１）共同化→（２）表
出化→（３）連結化→（４）内面化→（１）共同化と
いったサイクルを繰り返すことで可能になるとしてい
る．SECI モデルは知識を表出化して形式知にし，そ
れらを連結化することで，概念として継承が可能であ
ることを示している．このモデルに基づくと，ベテラ
ン営業職員の暗黙知は，表出化して形式知にし，それ
らを連結化することで，知識として継承が可能となる
（図 1）．
荒川らは SECI モデルに基づき，暗黙知の表出化
を行うため，ベテラン営業職員に対し詳細なインタ
ビューを行った．その際に得られた特徴量の取捨選択
を行なった結果，賃料の決定要因として，物件の固有
の情報である静的情報，物件周辺の情報である動的情
報，またベテラン営業職員による指標化が困難である

関連研究

不動産物件の価格推定に関する研究について述べ
る．Wu ら [1] は台湾において，住宅選定に影響があ
るとされている風水を組み込んだ，住宅物件の価格推
定モデルを提案している．モデルの構築には，バック
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単語が賃料に対して正の影響を与えるか，負の影響を
与えるかを算出している．上記で挙げた例では，賃料
に対して正の影響を与える単語として「大通り」，賃
料に対して負の影響を与える単語として「焼肉」，
「角
地」が得られている．
しかしこの手法では，キャッチコピーの文脈が考慮
されてないといった問題や，同一の単語でなければ検
出できないといった問題がある．従って，キャッチコ
ピーの文脈や曖昧さを考慮できるモデルが求められ
る．これを課題 1 とする．
(2) 全文のベクトル化
一方，2 つ目の先行研究 [6] では，課題 1 を解決
するため，Doc2Vec[7] を用いた手法を提案している．
Doc2Vec[7] とは，機械学習を用いた任意の長さの文
書をベクトル化することができる技術である．類似の
図 1: 先行研究のアプローチ [4]
手法である Word2Vec は，具体例として，
「王様」−
「男」＋「女」＝「女王様」といった，概念の足し引き
をすることができる．またベクトル表現であることか
潜在的情報の 3 つの要因が得られている．次に，これ
ら，文書の類似度を算出することができる．Doc2Vec
ら 3 つの要因の具体的な特徴量について述べる．
は，Word2Vec 技術を文書レベルに拡張した技術であ
り，単語の意味的表現を文書レベルで学習することが
できる．この Doc2Vec の技術を用い，1 件のキャッチ
3.1.1 静的情報
コピーを 1 文書と見なし，ベクトル化を行なっている．
静的情報とは，年数が経っても基本的には変化しな
24000 件以上のキャッチコピーを用い，全文をベク
い，物件固有の情報である．ベテラン営業職員への詳
トル化したものをモデルに組み込んだ結果，1 つ目の
細なインタビューにより，静的情報には，物件の坪数， 先行研究 [4] よりも，精度が下がるという結果が得ら
駅までの時間，階数，居抜きが挙げられている．居抜
れている．これは，キャッチコピー全文をベクトル化
きとは，物件に付帯しているガス，テーブル，カウン
したため，名詞と形容詞のみを抽出していた先行研究
ターなどの設備を表しており，居抜きであれば 1，そ
[4] よりも，ノイズが多数含まれた可能性が考えられ
うでなければ 0 として指標化している．これらの特徴
る．従って，それらのノイズの除去を行う必要がある．
量は，不動産会社が運営しているウェーブページ上な
これを課題 2 とする．
どで公開されているため，改めて指標化を行う必要は
ない．

3.2

3.1.2

動的情報

ここでは，先行研究の課題 1 と課題 2 を解決するた
め，本研究の手法について述べる．課題 1 を解決する
ため，引き続き Doc2Vec 技術を用いる．また課題 2
を解決するため，キャッチコピー中の品詞の抽出と取
捨選択を行う．

動的情報とは，物件周辺の日々変化する情報である．
インタビューにより，動的情報には，視認性，通行量，
地域ポテンシャルが挙げられている．視認性と通行量
は，ベテラン営業職員 2 名による 5 段階評価の平均値
をとり，視認性×通行量を物件の見つけやすさとして
指標化している．積をとる理由は，例えば視認性は高
いが通行が全くないといった場合に，見つけやすさを
低く評価したいためである．地域ポテンシャルは，対
象物件の最寄駅の平均坪単価に物件の坪数をかけた値
としている．

3.1.3

本研究

3.2.1

課題 1：Doc2Vec

先行研究 [6] に引き続き，本研究ではキャッチコピー
の解析に Doc2Vec 技術 [7] を用いる．Doc2Vec[7] は，
機械学習を用いた，任意の長さの文書を任意の次元数
にベクトル化することができる技術である．ベクトル
化することで，類似度の高い単語や文書を検索するこ
とができ，曖昧さを持たせることができる．
24000 件以上の文書を用いて，Doc2Vec のモデル
を構築する．モデルを構築する際に主に使用されるパ
ラメータとして，ベクトルの次元数，ウィンドサイズ，
最小カウント数がある．ウィンドサイズは，現在の単
語と予測する単語の最大の距離，最小カウント数は，
出現回数が低いものを無視する閾値である．これらの
値は，予備解析を行い，ベクトルの次元数は 1，ウィ
ンドサイズは 3，最小カウント数は 10 と決定した．
また，このモデルを構築する際に，キャッチコピー
の全文を組み込むとノイズが多く含まれる可能性が生
じている．そのため，品詞の抽出と取捨選択を行い，
モデルを構築する．

潜在的情報

潜在的情報とは，ベテラン営業職員による指標化が
困難な情報である．そのため，インタビューにより具
体的な指標は得られていない．しかし，先行研究では
潜在的情報として，物件に付与されているキャッチコ
ピーに着目している．キャッチコピーには，具体例と
して，
「大通り交差点すぐそば！」，
「焼肉店居抜き店
舗」，
「視認性良好、角地店舗です」などがある．
次に，2 つの先行研究によるキャッチコピーの解析
方法について述べる．
(1) 単語ごとの正負判定
1 つ目の先行研究 [4] では，キャッチコピーに含ま
れる名詞，形容詞を形態素解析により求め，それらの
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表 2: 抽出する品詞の組み合わせ
番号 品詞の組み合わせ
1
名詞
2
名詞 動詞
3
名詞
形容詞
4
名詞
副詞
5
名詞
連体詞
6
名詞 動詞 形容詞
7
名詞 動詞
副詞
8
名詞 動詞
連体詞
9
名詞
形容詞 副詞
10
名詞
形容詞
連体詞
11
名詞
副詞 連体詞
12
名詞 動詞 形容詞 副詞
13
名詞 動詞 形容詞
連体詞
14
名詞 動詞
副詞 連体詞
15
名詞
形容詞 副詞 連体詞
16
名詞 動詞 形容詞 副詞 連体詞

表 1: キャッチコピーから抽出された品詞
品詞
出現回数
単語の例
名詞
193325 店舗 雰囲気 常連客 ビル
記号
70496
、。「」
助詞
30208
のでにを
動詞
11207
落ち着き 面する 有り
助動詞
10071
です ます な
接頭詞
7807
現半前貸
形容詞
2240
暖かい 白い 高い 多い
副詞
1554 こじんまり 絶えず すぐ
連体詞
149
大きな この そんな
フィラー
10
（誤解析）
感動詞
1
（誤解析）

3.2.2

課題 2：品詞の選別

本研究では，キャッチコピーに含まれている品詞と，
それらの品詞が賃料に対しどのような影響を与えてい
るかを調べる．
24000 件以上の物件のキャッチコピーから品詞を抽
出した結果，表 1 が得られた．このうち，フィラーと
感動詞は形態素解析の際の誤りであることを確認して
いる．また名詞は，全てのキャッチコピーに最低でも
1 回は含まれていること，また名詞以外は，含まれて
いないキャッチコピーがあることも確認した．
表 1 の単語の例を確認すると，文書中で意味を持
つ品詞として，名詞，動詞，形容詞，副詞，連体詞が
あげられる．これらのことから，キャッチコピーから
抽出する品詞の組み合わせを，表 2 のように決定し
た．名詞以外を含まないキャッチコピーを確認したた
め，品詞を抽出する際は，必ず名詞を含むこととした．
Doc2Vec によるベクトル化の際に，文書が空である
ことを防ぐためである．

3.2.3

る．決定係数は，モデルの当てはまりの良さを表し，
最も良いスコアは 1 である．一方で平均二乗誤差は，
モデルの当てはまりの悪さを表し，最も良いスコアは
0 である．

∑n
(yi − ŷ i )2
R2 = 1 − ∑i=0
n
2
i=0 (yi − ȳ)
v
u n
u1 ∑
(yi − ŷ i )2
RM SE = t
n i=0

(1)

(2)

提案モデルの構築

指標化された構成要素と賃料の関係を連結化する
ため，機械学習法を用いて賃料推定モデルを構築す
る．本研究では，機械学習法として重回帰分析（Linear Regression, LR）とランダムフォレスト（Random
Forest, RF）を用いた．ランダムフォレストの木の数
は，予備解析により 20 と決定した．モデル構築には，
契約が成立した物件のうち，賃料が 60 万円以下の 184
件の物件を対象としている．高額物件は特殊なものが
多く，外れ値になりうるため，推定の対象外とした．
モデルを構築する際の要素には，静的情報，動的情報，
潜在的情報を用いた．具体的には，静的情報として坪
数，駅徒歩時間，居抜き，階数，動的情報として，地
域ポテンシャル，通行量×視認性を用いた．また潜在
的情報として，品詞を選別し，Doc2Vec によりベク
トル化したキャッチコピーを用いた．
推定モデルの精度の評価をするため，決定係数 R2
と平均二乗誤差 RM SE を用いる．決定係数の求め方
を式 (1) に，平均二乗誤差の求め方を式 (2) に示す．
式中の yi は真値，ŷ i は推定値，ȳ は真値の平均値を
表す．また n は物件数であり，今回は n = 184 であ
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賃料推定モデルの評価

機械学習法により，構築した賃料推定モデルの評価
を行うため，品詞の選別と先行研究との比較をそれぞ
れ行う．

4.1

品詞別の比較

表 3 に，品詞の組み合わせ別の推定結果を示す．ま
た比較のため，キャッチコピーの品詞を選別せず，全
文をモデルに組み込んだ場合の推定結果も示す．LR
の場合は，キャッチコピー全文を組み込んだ場合より
も，品詞を選別した方が決定係数が高くなり，平均二
乗誤差が小さくなるという結果が得られた．一方で
RF の場合は，決定係数，平均二乗誤差の両方におい
て，品詞を選別したことによる差は得られなかった．
組み込んだ品詞別に比較すると，決定係数が最も高
くなったのは，データ番号 6 の名詞，動詞，形容詞の
組み合わせであった．しかし，その他の品詞の組み合
わせと比較すると，大差は得られなかった．
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表 3: 品詞の組み合わせ別推定結果
データ番号
決定係数
平均二乗誤差
LR
RF
LR
RF
全文
0.548 0.559 63,643 69,882
1
0.607 0.561 63,554 68,091
2
0.607 0.552 63,525 68,995
3
0.608 0.542 63,464 68,566
4
0.607 0.549 63,556 70,740
5
0.605 0.532 63,827 67,148
6
0.611 0.557 63,357 71,152
7
0.606 0.583 63,801 69,062
8
0.608 0.592 63,698 68,058
9
0.605 0.551 63,845 71,566
10
0.606 0.557 63,357 71,152
11
0.608 0.584 63,655 65,047
12
0.607 0.568 63,512 69,820
13
0.609 0.568 63,513 69,178
14
0.607 0.573 63,775 66,164
15
0.607 0.555 63,692 69,421
16
0.609 0.536 63,502 69,263

表 4: 名詞の細分類とその例
細分類
出現回数
単語の例
一般
83521
徒歩 居抜き 階
固有名詞
49164 新宿 靖国通り 牛スジ
接尾
21964
沿い 階 丁目
サ変接続
17832
営業 出店 相談
数
10927
1520
形容動詞語幹
6429
シンプル 綺麗 滅多
副詞可能
2118
夜 週末 今
非自立
917
方 ため 以上
代名詞
418
何 あなた そこ
ナイ形容詞語幹
18
限り 間違い 問題
接続詞的
8
兼
動詞非自立的
6
ご覧
特殊
3
そう

4.2

本手法において，最も決定係数が高かったデータ番
号 6（表 3）の推定結果を，図 2 に示す．また，先行
研究 [4] の推定結果も図 3 に示す．横軸が実際の賃料，
縦軸が推定した賃料を表している．中央の実線が理論
線を表しており，その上下にある実線は理論線の± 30
％を表している．
本手法では，重回帰分析によりモデルを構築して
おり，抽出している品詞は名詞，動詞，形容詞，決定
係数は 0.611，平均二乗誤差は 63,357 である．先行研
究では，ランダムフォレストによりモデルを構築して
おり，抽出している品詞は名詞，形容詞，決定係数は
0.738，平均二乗誤差は 52,494 である．
先行研究では，賃料が低い場合に高く見積もってし
まう傾向がある一方で，本手法では，全体的にばらつ
きが確認された．
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図 2: 本手法の推定結果
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品詞別の比較に関する考察

ノイズを除去するため，キャッチコピーに含まれてい
る品詞を抽出し，選別を行なった．表 1 により，キャッ
チコピーには 10 種類程度の品詞が含まれていること
が確認されたが，そのうち，名詞，動詞，形容詞，副
詞，連体詞の 5 種類の品詞のみを抽出し，解析を行
なった．しかし，決定係数や平均二乗誤差において，
品詞の組み合わせによる差はほとんど得られなかった
（表 3）．
今回，Doc2Vec によるモデル構築の際に用いたキャッ
チコピーには，必ず名詞が含まれており，その他の品
詞は含まれていないものもあった．そのため，Doc2Vec
によりベクトル化する際には，必ず名詞を含むことと
した．表 1 を確認すると，24000 件以上のキャッチコ
ピーには，20 万回近くの名詞が出現していることが
わかる．一方でその他の品詞は，動詞で 1 万回程度，
また連体詞で 150 回程度であり，名詞の出現回数名
詞と比較するとかなり少ないことがわかる．このこと
から，表 3 の推定精度に変化がなかったのは，名詞の
出現頻度の多さにより，その他の品詞の影響が小さく

600000

0

先行研究との比較

600000

実際の賃料[円]	

図 3: 先行研究の推定結果 [4]
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