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研究成果の概要（和文）：本研究は，飲食店不動産営業を対象に，ベテラン営業マンの勘と経験（暗黙知）でな
されている営業概念（ex.顧客や物件のポテンシャル判定）を，多種多様なデータ（ex.営業マンの営業活動記
録，対象物件の状態・地域特性・評判，顧客の嗜好・探索行動タイプなど）をセンシングし，データマイニング
することで，営業パッケージ（形式知）としてモデル化することを目的とした．そのために，まず，多種多様な
データを低コストで永続的に収集するための無電センサを開発した．次に，それらの多種多様なデータ群から各
種ポテンシャルを推定するために機械学習をベースとする異種混合型概念抽出法を開発した．

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to model sales concepts of veteran salesmen 
as business package.For that purpose, various data was sensed and data mining was performed.
Specifically, we developed an energy harvest sensor for permanently collecting various data at low 
cost.In addition, we developed a heterogeneous mixed concept extraction method based on machine 
learning to estimate various potentials from various data.

研究分野： 社会情報システム
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１．研究開始当初の背景 
研究開始当初， ソーシャルデータやオー

プンデータなど，社会に関わる大量のデー

タが取得可能となっていた．また，センシ

ング技術の向上やオフィスのクラウド化な

どにより，営業活動記録や商品・顧客情報

など，営業マンの活動が多種多様な電子デ

ータとして利用可能となっていた． 

一方，営業現場では，古来，ベテラン営

業マンが長い経験により培った暗黙知を，

新人営業マンに伝承することが課題となっ

ていた． SECI モデルによれば，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．しかし，暗黙知から形式知にするため

の表出化が困難であり，「勘」や「場の空気」

など抽象度の高い表現となることが多い．

そのため実際には，暗黙知を暗黙知のまま

伝承する共同化が行われており，OJT や共

同作業による伝承が行われているが，効率

性やあいまい性が課題となっていた． 

そこで本研究では，営業マンの暗黙知を

多種多様なデータからマイニングし，形式

知としてモデル化する手法を構築すること

を目的とした．具体的には，近年その注目

度が高まっている Deep Learning をベー

スとして異種混合型概念抽出法を開発す

ることとした．Deep Learning は，大量の

データを用いることで，人間の脳が概念を

獲得するかのように，多層化したニューラ

ルネットワークによって概念を抽出する．

本研究はこの点に着目し，営業マンの勘（暗

黙知）を概念（形式知）として抽出するこ

とを目指した． 
 
２．研究の目的 
前述の背景に基づいて，本研究では，以

下のことを目的とした． 

(１) 多種多様なデータを永続的に収集す

るための無電センサ群およびデータ

収集法の開発 

(２) 多種多様なデータから営業概念を抽

出する異種混合型概念抽出法の開発 
 
無電センサ群およびデータ収集法の開

発には，3 つのチャレンジがある．1 つ目

は，永続性である．エナジーハーベスト

なスイッチセンサを活用することで，電

気を使わないセンシングが可能となる．

この技術を活用して半永久的なデータ収

集を可能とする．また，無電センサを利

用することで配線の必要がなくなり，セ

ンサ設置場所の制限が大幅に低減される． 

2 つ目は，データの多種多様性である．

営業概念を抽出するための学習データと

して取得するデータは，概念の微細な違

いを表現可能とするために，多種多様で

あることが望ましい．しかしながら，コ

ンパクトなセンサで取得できるデータに

は限りがある．そこで，データマイニン

グの手法を用いて，取得可能なデータか

ら取得不可能なデータを推定し，代替的

に多種多様なデータの取得を可能とする． 

3 つ目は，データの大量性である．２つ

めと同様に，取得するデータは大量であ

ることが望ましい．我々は，１．永続性，

と２．多種多様性の 2 つの性質を利用し

て，永続的に多種多様なデータを取得す

ることにより，ビッグデータを構築する． 

 

異種混合型概念抽出法の開発には，2 つ

のチャレンジがある．1 つ目は，大規模

高速処理である．無電センサ群で収集し

た多種多様な大量データを処理すること

は，通常の PC では不可能である．そこ

で我々は，CPU と GPGP を併用して，

多種多様なデータを処理することを可能

とする． 

2 つ目は，実データへの適用である．本研

究課題では，実際に飲食店用不動産物件を

仲介している ABC 店舗様にデータおよび



研究フィールドの提供を協力していただく

予定である．Deep Learning はまだまだ発

展途上の技術であり，その技術を実社会に

適用させる本研究は，チャレンジングな研

究であったと考えている． 

本研究の成果イメージを図１に示す．本

研究は，SECI モデルにおける共同化によ

り伝承されていた営業マンの知識伝承を，

センシングとデータマイニングの技術に

より表出化および連結化させ，伝承可能

な営業パッケージとして導出する点が新

しい．今まで共同化のために行われてい

た OJT や共同作業，あるいはノミニケー

ションは，一定の時間を必要とする．ま

た，必ずしも伝承がうまくいくわけでは

なく，コミュニケーションの失敗により

共同化できないこともある． 

それに対して，本研究は，それらのコス

トやコミュニケーションを必要としない

ため，ベテラン営業マンは自分の営業活

動に集中することができる．また，新人

営業マンは，ベテラン営業マンの判断基

準や行動規範をパッケージ化された営業

概念として学習できる．そのため，新人

営業マンは，ベテラン営業マンと同等の

営業成果を出しながら，ベテラン営業マ

ンの暗黙知を形式知として学習し内面化

することで，最終的には営業パッケージ

を必要としないベテラン営業マンに効率

よく成長することを可能とする． 

 
 図１：本研究の成果イメージ 

３．研究の方法 
本研究は 2 つの Step に分けられている．

まず，Step１において，多種多様なデー

タを収集する仕組みを構築した．特に，

これまで収集が困難であった不動産店舗

の前の通行量をセンシングするシステム

を構築した．従来のセンサの多くは，電

源を必要としており，設置場所が限定さ

れていた．また，ソーラーパネル付きセ

ンサもあるが，十分な電力量を得ようと

する形状が大きくなるとい問題があった．

これらの問題に対して，EnOcean 社のエ

ナジーハーベストスイッチを活用して，

新たなセンサを開発した．開発した通行

量センサの外観を図 2 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．ベースの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，独自に開発した

拡張ボードに受動型赤外線（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． 

◆

 

図 2 通行量センサの外観 

また，それ以外のデータとして不動産会

社の営業と出店希望者への質問紙調査と

構造化インタビュー調査に基づいて，営

業の物件や顧客に対する判定要素や，顧

客の物件に対する満足度を抽出した． 

次に，Step2 として，収集した多種多様

なデータから営業概念を抽出するための，

手法について検討した．当初予定では，



Deep Learning に群知能アプローチの知

見を付加して，営業概念を抽出する手法

の創出を目指していた．しかしながら，

多種多様なデータから重要な特徴量を見

つけ出すことで，従来の機械学習を用い

て営業概念を抽出できることが判明した

ため，方針を変更した．具体的には，申

込み顧客の抽出概念と賃料推定概念の抽

出に成功した． 
 
４．研究成果 
 本研究の成果は，以下の二つの目標を達成
したことである． 

(１) 多種多様なデータを永続的に収集す

るための無電センサ群およびデータ

収集法の開発 

(２) 多種多様なデータから営業概念を抽

出する異種混合型概念抽出法の開発 
 

無電センサについては，すでに「3．研

究方法」で紹介したが，新たに通行量セ

ンサを独自に開発し．また，不動産会社

の営業と出店希望者への質問紙調査と構

造化インタビュー調査に基づいて，営業

の物件や顧客に対する判定要素や，顧客

の物件に対する満足度を抽出した． 

異種混合型概念集出法については，前述

した収集データに基づいて，営業概念の

抽出に成功した．具体的には，「申込み顧

客の抽出概念」と「賃料推定概念の抽出」

に成功した． 
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