
１．　緒　　　　　言

　著者はすでに前報１，２）において，グラフ理論を用い
たゾーニングと動線に関する考察を行った。前報では，
次のような仮説が妥当であることを示した。
（仮説１）「最適な動線は完全木である」
（仮説２）「DEMATEL法は，ゾーニングと動線の適切

性を同時に検証する方法として有効である」
　前報でのこれらの仮説は，インテリア分野における
「よりよい間取りとはどのようなものなのか」というイ
ンテリア計画に大いに役立つものである。
　特に，前報２）に於いて著者が考案した「距離行列と
その中心指数による ISM法」は，間取り構成のゾーニ
ングと動線計画に関しては有用であると思われ，本論
文での「間取り構成の査定」に応用できるものと考え
られる。
　本論文の動機はここにあり，このことをさらに確証
するための取り組みが本論文の第一の目的である。
　間取り構成の査定を行なうにあたって留意すべきこ
とは，間取り構成には流行が大きく関与していること，
マンションなどの集合住宅と戸建住宅ではその様相が
異なることなどであろう。流行等を含めて，間取り構
成の価値（査定）をどのように数量化すればよいのか
が本論文のポイントなることは言うまでもない。

　本論文の第二の目的はここにあり，物件の販売価格
から間取り構成の価値（査定）を抽出する取り組みを
行なうことである。その第一報として集合住宅である
マンションに焦点を当て，近い将来，第二報として戸
建住宅に関して同様な査定を行う予定である。また，
できればこれらの結果から集合住宅であるマンション
と戸建住宅との査定の違いを明らかにしたい。この取
り組みは，インテリア計画にとって重要なものである
と思われる。
　第一の目的に関しては，グラフ理論における「マト
ロイド」の解析で，その検証を行なう。
　第二の目的に関しては，住宅価格と立地諸条件の重
回帰分析で行なわれている「ヘドニック・アプローチ」
を採用して，その解析を試みる。
　解析においては，
　（１）マンションの価格は流行などの影響もあって真
の価格とは言えない。本論文では重回帰分析による予
測値から算出した価格をマンションの真の価値とする，
　（２）マンションの価格からマンションの真の価値を
差し引けば流行がわかる。これは間取り構成の価値に
よるものであるとする，
という仮説を立てて行なう。
　マンションの価値については素材の違いを考慮する
必要があるが，この点に関しては減価償却という査定
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がある。マンション物件を中古物件に限れば素材の違
いは大幅に回避でき，その代わりに物件の価値を決め
る諸特性の影響が明瞭となる。この点を踏まえて，本
論文では建築後１０年以内の中古マンションのデータを
扱うことにした。データの入手は，「広島市とその近郊
から建築後１０年以内のマンション情報３） 」の中から広
島市内に関するものを引用させていただいた。
　ところで，ヘドニック・アプローチ自体はもともと
住環境を数量的に解析するために開発された手法であ
るため，間取り構成のようなグラフマイニング的な解
析には向いていないということに留意する必要がある。
この点を踏まえて本論文では，初めにヘドニック・ア
プローチでマンションそのものの価値を見出し，その
マンションそのものの価値から間取り構成の査定を
ISM法で行なった。さらに，この査定が適切なもので
あるどうかの検証はをマトロイド解析で行った。
　このような取り組みは他に類を見ないようである。

２．　ヘドニック・アプローチについて

　ヘドニック･アプローチとは，Rosen（１９７４）によっ
て開発された住環境の価値の計測法であり，具体的に
は住宅価格を住宅の種々の属性で重回帰させて住宅価
格に及ぼす各属性の影響度を明らかにする手法である。
　たとえば，地価に関しては交通の利便性，敷地面積，
周囲の環境などが影響を及ぼしていると推定され，そ
の地価ｐがこれらの諸特性ｚで
　　p （z） ＝ p （z１，z２，…，zn）
のように関数で表されるものとする。
　一般に p （z）はヘドニック関数と言われ，その関数
系として線形重回帰式を選べば，
　　p＝α １ z１＋α ２ z２＋・・・＋α n zn＋μ
のようにｐはｚの一次式として表される。ここで ziと
はｉ番目の特性であることを示し，α iは ziの偏回帰係
数，μは定数項である。これを重回帰分析で用いられ
る術語に置き換えて言えば，ヘドニック･アプローチと
は目的変数ｐを説明変数ｚの一次式として解析する手
法であると言える。
　その理論的な根拠は，次のような均衡理論（仮説）
にある。
　土地売買の市場が，需要者と供給者のバランスに
よって構成され，その需要と供給の均衡点で土地財の
市場価格ｐが多様な特性ｚから決定できるものとする。
この時，土地財の市場価格ｐは市場の需要と供給で変
化するがやがて均衡に達すると仮定する。これが需要

と供給の均衡仮説である。このことを，需要者の立場
から「需要者の効用が最大と成るところが物件の購入
点である」と仮定し直して，問題を次のように設定す
る。
　「需要者は多様な特性ｚを有する財ｐと，その他の全
ての財を代表する合成財ｘを所得英の制約のもとで購
入し，その効用 U （x, z）を最大化すること」，
　これを数式で表せば，
MAXIMIZE U（x, z），SUBJECT TO I＝ p （z） ＋ x
　但し，Ｉは所得，p （z）はヘドニック格関数，ｘ（合
成財）である。
　この問題は，需要者（消費者）の効用Ｕを最大にす
るための最適関数p （z）を求めることに帰着される。ヘ
ドニック・アプローチとは，「地価は重回帰式で表され
た各種特性の総和である」というヘドニック仮説を立
てて，ｐをｚの線形重回帰式で解析する手法である。
　ヘドニック・アプローチの具体的な解析方法，すな
わち諸特性間の多重共線性のチェック，説明変数の危
険率や説明変数選択基準に基付いた重回帰分析，その
結果得られた目的変数（本論文ではマンションの販売
価格）に対する説明変数（諸特性）の影響度などにつ
いては４節で示す。
　ところで，ヘドニック・アプローチを実施するには，
「規模の選定」が重要である。規模とは住環境の解析で
は「地域の大きさ」である。その適切な大きさは多く
の場合，地域政策が関与していることが多く「市町村
レベル」が適切のようである。
　例えば，地価は土地利用の分類（住宅地域，商業地
域，工業地域）でヘドニック・アプローチ可能である
が，ここには市町村レベルでの土地利用政策が関与し
ており，従ってその解析は市町村毎に行なうことが適
切であると推定される。解析結果は，ある地域では地
価に与える土地利用の分類の影響度が住宅地域で正，
商業地域で負，工業地域で負になっていたとしても，
他の地域ではそうであるとは限らないということであ
る。
　また，例えば第一種住宅地域に分類されている物件
データだけを収集してヘドニック・アプローチしたと
しても，住宅価格に与える住環境（土地面積，建物面
積，建築後年数，日照，緑地など）や立地諸条件（通
勤時間，都心までの距離，建物前面の道路幅員，商店
街までの距離など）の影響度はやはり地域によって異
なり，この場合の規模の大きさは市町村レベルが適切
のようである。
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　この点を踏まえて，本論文では地域（規模の大きさ）
を広島市内に限定して解析を行なうことにした。

３．　マトロイドについて

　マトロイドの意味は「マトリクスのような」である。
この概念は Whitney（１９３５）によって構築されたもの
で，「行列やグラフの性質を抽象化してこれらを統一的
に扱うために導入された公理系」のことである。　
　その用途は，電子回路設計など工学分野で多用され
ており，中でもポリマトロイドは工学上で特に重要な
役目を果たしている。
　マトロイドは，数学的には「独立構造を持った集合，
構造」のことであると定義できる。ここで，独立構造
とはグラフの独立性，ベクトル空間の一次独立性，行
列の階数などから引き出された基構造などを指してい
る。それぞれに対してマトロイドは，次のような公理
系で定義される。
　［独立集合公理］
　Ｅを有限集合とする。Ｅのある部分集合族 T⊆２ E

に以下の（I１）～（I３）の公理が成立するとき，この構
造を M （E, T）で表して，これをＥの独立集合族Ｔによ
るマトロイドという。
（I１）　 φ∈ T
（I２）　Y⊆ X⊆ E　かつ　X∈ T　ならば，
　　　Y∈ Tである。
（I３）　X，Y∈ T　かつ ｜ X ｜＜｜ Y ｜ならば，
　　　ある x∈ Y － Xが存在して，
　　　X∪ ｛  x  ｝ ∈ Tである。
ここで，独立集合族Ｔの元Ｘ，Ｙは独立集合である。
また，独立集合の中で極大な集合を基という。
　さらに，Ｅの部分集合が独立でないときは，その部
分集合を従属集合という。従属集合の中で極小な集合
を閉路という。
　これらをグラフに置き換えて説明する。
　グラフＧにおいてその辺集合Ｅが閉路を含まない時，
Ｅの部分集合の全体を T （E） と置けば，T （E） は独立集
合公理を満たす。このようなグラフＧをグラフ的マト
ロイドといい，M （G, T） で表す。
　［基公理］
　有限集合Ｅの独立集合族Ｔの中で極大な独立集合を
基Ｂとし，基Ｂの集合族を基族Ｄとする時，これらの
間に次の（B１）～（B２）の公理が成立すれば，この構造
をＥの基族Ｄによるマトロイドといい，M （E, D） で表
す。

（B１）　D≠φ
（B２）　B１，B２ ∈ D　かつ　x∈ B１－ B２
　ならば，ある　y∈ B２－ B１ が存在して，
　　　（B１－ ｛  x  ｝） ∪ ｛  y  ｝ ∈ Dかつ
　　　（B２∪ ｛  x  ｝） － ｛   y ｝ ∈ Dである。
　公理（B２）を特に交換公理という。
　ここで，基Ｂを行列Ａを構成する列ベクトルＶが張
る部分空間の基底として扱うこともできる。すなわち
ｍ×ｎ行列Ａの列ベクトルの集合をＶとするとき，Ｖ
の中で線形独立な列ベクトルの集合（基底）をＢとす
る。またその集合族（基族）をＤとするとき，基族Ｄ
は（B１）～（B２）を満たす。このようなマトロイドを線
形マトロイドまたは行列的マトロイドといい，M （V, 
D）で表す。
　［階数関数公理］
　ｍ×ｎ行列Ａの列ベクトルの集合をＶとする。Ｖの
部分集合Ｘに関して，m×｜ X ｜の小行列をA （X） で表
し，その階数を  ρ （X） とする。
　階数ρとは　ρ：２ E→Z（整数）の階数関数である。
　いま，Ｘ，Y∈Eにおいて，次の（R１）～（R３）の公
理を満たす時，この構造をＥの階数関数ρによる階数
的マトロイドといい，M （V,  ρ）で表す。
（R１）　０ ρ （X） ｜ X ｜
（R２）　 X⊆ Y→ρ （X）  ρ （Y）
（R３）　ρ （X） ＋ρ （Y）  ρ （X∪ Y） ＋ρ （X∩ Y）
　ここで性質（R３）を劣モジュラー性という。
　これらの公理系はバラバラのように見えるが，基公
理と階数関数公理は互いに他を一意に定めることがで
き同値関係にある。たとえば，基Ｂから誘導されるた
マトロイドが行列的マトロイドであり，階数関数ρに
よるマトロイドが階数的マトロイドであるとき，
もし，
　　B ＝ ｛  B１∈ D，｜ B１｜＝ρ （B１） ＝ρ （D）｝，
　　ρ （X） ＝ MAX ｛ ｜ X∩ B１｜，X⊆ E，B１∈ D  ｝
の関係が成立すれば，この２つのマトロイドは同値関
係であることが容易に分る。
　これらのマトロイドを利用すればどのような解析が
可能になるのか，その一つに「最小基問題」というの
がある。
　最小基問題とは，基Ｂから誘導されたマトロイドが
行列的マトロイドであるとき，その中で最小基を求め
る問題である。これはグラフ的マトロイドの最小木問
題と同値関係にあり，互いに他に帰着できる。
　最小基問題を厳密に示す。
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　m× n行列Ａの列ベクトルの集合をＶとするとき，
Ｖの中で線形独立な列ベクトルの集合（基底）をＢと
する。またその集合族（基族）をＤするとき，基族Ｄ
は（B１） ～ （B２）を満たすので，行列的マトロイド 
Ｍ （V, D）である。
　いま，基Ｂに対して重み関数w：B→R ＋（非負実数
集合）が付加されたとする。
　これを B⊆ D，その重み w （B）に対して，　
　　　　w （B） ＝Σ w （x），但し，x∈ B
のように要素ｘの重みの単純加算で定義したとする。
　最小基問題とは，「M （V, D） の基Ｂの中で重み w（B） 
が最小となるものを見出す問題」のことである。
　さて，コンピュータを利用して最小基を求める方法
の一つにグリーディ法がある。次にこの手順を示す。
　求める最小基のランクをｒとする。
（手順１）B←φとする。
（手順２）Vの列ベクトル xを重み wの小さい順に並
べて，効率的に取り出せるようにデータベース化する。
このデータベースをＱとする。
　また，Ｑの列ベクトルの小さい順にｒ個の重みの和
を計算する。その列ベクトルの組み合わせを B１ とする。
（手順３）B１ のランクがｒで，B１ ∈ Dを満たすもので
あるかどうかを判定する。
　もし，B１ ∈ Dであれば，それが求める解である。
　直ちに検索を終了する。
　そうでなければ，次の手順に移る。
（手順４）B１ を構成するすべての列ベクトル x∈ B１ を
Ｑからマスクしておく。
　Ｑからマスクされていない重み最小の列ベクトル 
e∈ Vを取り出す。
（手順５）B１ から重みが最大の列ベクトルｘを選んで
B１ の中から列ベクトルｘとｅを置き換える。
　これを，　（B１－ ｛  x  ｝ ） ∪ ｛  e  ｝で表す。
　B１←（B１－ ｛  x  ｝ ） ∪ ｛  e  ｝として手順３に戻る
　（手順２～５の繰り返し処理）　　　　　　　以上
　この解析は，本論文ではマンションそのものの価値
と間取り構成の査定の関係を検証するために用いるこ
とにする。検証の方法は，間取り構成を基で表して，
基によって誘導された行列的マトロイドからその最小
基をグリーディ法で検出し，それをもとにして間取り
構成を査定するものである。

４．　結 果 と 考 察 

４．１　ヘドニック・アプローチ
４．１．１　多重共線性のチェック
　素データは「広島市とその近郊から建築後１０年以内
のマンション情報３） 」の中から広島市内に関するもの
を５２件選定して引用させていただいた。素データをそ
のままの形で掲載することは避けて，この中から数量
化が可能な項目を限定（１０個）して数量化したものを
資料１に，さらに正規化したものを資料２に掲載した。
　よって，本論文で扱うデータベースはレコード件数
が５２件，マンションの諸特性をあらわすフィールドは
１０個である。ここで，数量化したデータをさらに正規
化する理由は，どのフィールドも同等に扱いたいから
である。
　マンションに関する１０個の各特性を，次のような 
記号で表わす。
　Ａ：交通（分），Ｂ：価格（万円），Ｃ：専有面積
（m２），Ｄ：バルコニー面積（m２），Ｅ：階数（階），
Ｆ：建築後年数（年），Ｇ：間取り（部屋数＋ LDK），
Ｈ：特徴（ペット可），Ｉ：管理費（円），Ｊ：地価（m２）
　表１に，これらの特性の相関を右上三角の相関行列
の形式で示す。
　相関間行列から相関の絶対値が０．５以上であるものを
抽出すると，
　　Ｂ－Ｃ，Ｃ－Ｇ，Ｇ－Ｉ，Ｊ－Ｇ
である。これらの相関が普通以上であるからと言って，
その多重共線性を疑うのは早計である。しかも，Ｂ，
Ｃ，Ｇ，Ｉ，Ｊのいずれもが本解析では重要なファク
ターであると思われ，ファクターから除去する訳には
いかない。多重共線性を検証する為に，表２に偏差に
よる多重比較行列を示す。
　この多重比較解析は，基本的にはテューキー・クラ
マ－法による。
　ここで，多重比較行列のＡ行のデータは各列の値と
Ａ列の値をそれぞれ対応する値ごとに差し引いて（偏
差），それを多重比較したものである。同様なことを，
Ｂ行，Ｃ行でも行い，それを右上三角行列で示したも
のが表２の多重比較行列である。
　多重比較行列から，絶対値が１．０以下（極めて多重共
線性が高い）のものを抽出すると，
　Ｂ－Ｃ，Ｄ－Ｃ，Ｅ－Ｃ，Ｇ－Ｂ，Ｇ－Ｄ，Ｈ－Ｃ，
Ｈ－Ｅ，Ｉ－Ｃ，Ｉ－Ｅ，Ｊ－Ａ
である。
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　解析上，Ｂ－Ｃ，Ｇ－Ｂ，Ｉ－Ｃ，Ｊ－Ａの関係は
残すとしても，多重共線性からＤ，Ｅ，Ｈのファク
ターは解析から除去する必要がある。
　さらに，目的変数をＢとしてこれ等に及ぼす残り９
個を説明変数とした重回帰分析を行なうと，表３のよ
うになる。
　説明変数の危険率を見てみると，Ｄ，Ｅ，Ｈの説明
変数危険率はいずれも１０％を越えており，説明変数か
らは除去しなければならない。その主な理由は先ほど
検定した多重共線性，すなわち１つの目的変数を数量
的に性質が同じ２つ以上の説明変数で表わそうとした
ことによるものと考えられる。
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表１　相　関　行　列

ＪＩＨＧＦＥＤＣＢＡ
－０．２２－０．３９－０．０１　０．２３　０．１４－０．２６０．０５－０．０３－０．４６１．００Ａ
　０．４０　０．５８　０．０３　０．０６－０．４６　０．１２０．００　０．５３　１．００Ｂ
－０．３１　０．５１　０．１５　０．７１－０．１６－０．２１０．１４　１．００Ｃ
－０．１８－０．０８　０．３２　０．１５－０．０９－０．２４１．００Ｄ
　０．４５　０．０５－０．１０－０．３１　０．１４　１．００Ｅ
　０．０４　０．０２－０．１９－０．１３　１．００Ｆ
－０．５０　０．２３　０．２０　１．００Ｇ
－０．１７　０．１０　１．００Ｈ
　０．１７　１．００Ｉ
　１．００Ｊ

表２　偏差による多重比較

ＪＩＨＧＦＥＤＣＢＡ
－０．６１０　１．８６０　２．３３５　３．６８４６．６６６　２．０５８３．３３４　２．１９８３．１４８０．０００Ａ
－３．６１９－１．２４１－０．７８３　０．５１６３．３８８－１．０５００．１７９－０．９１５０．０００Ｂ
－３．１７６－０．３８３　０．１５５　１．６８１５．０５４－０．１５８１．２８５　０．０００Ｃ
－４．０１０－１．４９９－１．０１５　０．３５６３．３８８－１．２９７０．０００Ｄ
－２．４６４－０．１８３　０．２５６　１．５０２４．２５５　０．０００Ｅ
－５．８８３－３．８８６－３．５０２－２．４１１０．０００Ｆ
－４．２６５－１．８１２－１．３４０　０．０００Ｇ
－１．９１２－０．３０９　０．０００Ｈ
－２．６４４　０．０００Ｉ
　０．０００Ｊ

表３　重回帰分析結果１
自由度調整済み重決定係数 ０．８５９２
説明変数選択規準 ０．８２８８

危　険　率影　響　度偏回帰係数
 ０．０％　４．６０　０．２５６定数項
 １．７％－２．４８－０．２１５Ａ
 ０．０％　８．０６　１．０１８Ｃ
７２．５％　０．３５　０．０２４Ｄ
９３．３％－０．０８－０．００５Ｅ
 ０．０％－６．８６－０．３１２Ｆ
 ０．４％－３．０６－０．２８２Ｇ
３７．９％－０．８９－０．０２７Ｈ
 ４．２％　２．１０　０．１９１Ｉ
 ０．０％　６．３４　０．５５４Ｊ



４．１．２　重回帰分析結果
　目的変数をＢ，説明変数をＡ，Ｃ，Ｆ，Ｇ，Ｉ，Ｊ
の６つに限定した重回帰分析結果を表４に示す。これ
等の各説明変数が目的変数に与える影響度を図１に示
す。
　ここで留意すべきことは，説明変数選択基準値が説
明変数が９個の場合は０．８２９程度だったのに対して，こ
の中から説明変数危険率１０％以上のものを取り除いて
６個で分析すると，説明変数選択基準値は０．８４５程度ま
で上昇していることが分かる。このことから，説明変
数を限定したことにより重回帰分析がより適切に行な
われたと言える。
　表４から，偏回帰係数の値を見ると説明変数Ｆ（建
築後年数）とＧ（間取り）が目的変数Ｂ（マンション
価格）に与える影響は負になっていることが分る。Ｆ
に関しては古くなれば物件の価値が下がるので当たり
前のこととして受け止められるが，Ｇに関しては必ず
しも部屋数が多い程マンション価格が高い訳ではない

ことがこの調査範囲では言える。
　図１の影響度のグラフから，マンション価格に与え
る影響は，専有面積，地価，建築後年数の順に大きい
ことが分る。
　資料３に，重回帰分析で得られた予測値，真の価格，
間取り構成の価値を掲載する。
　真の価格とは，重回帰分析で得られた予測値を基に
して算出したマンションの価格である。また，間取り
構成の価値は次のような計算式で算出した。
　（間取り構成の価値） ＝ （マンション価格） － ｛（真の価
格）から重回帰における間取りの影響を取り除いたもの｝
　この計算式の根拠は，第１節で述べた著者独自の仮
説によるものである。すなわち，マンションの価格は
流行によって高くもなれば低くもなる。ところが，予
測値による真の価格は流行には影響されていない。し
たがって，この２つの差から流行部分が算出できる。
また，真の価格から間取り部分の影響を取り除いた値
を算出しておいて，この値をマンションの価格から差
し引くと，流行を含めた間取り構成の価値が算出でき
る。これがこの計算式の意味するところである。
　次に，この間取り構成の価値を基にして，これと間
取り構成の査定との関連を明らかにする。まず，資料
３から ４ LDKに限定して間取り構成の価値が比較的高
い物件（２番）と，比較的低い物件（２０番）を選定す
る。この２つの違いを ISM法で解析し，その検証とて
マトロイド解析を行なう。次の節では，この解析が間
取り構成の査定に役立つものであるのか否かを示した
い。

４．２　ISM法による間取り構成の解析
　　間取りを４ LDKに限定して，その中で間取り構成
の価値が比較的高い２番と，比較的低い２０番の間取り
構成の解析を ISM法で行なう。なお， ２番の間取り図
は「中国新聞ハウジング News　２００９年６月１３日４） 」，
２０番は「中国新聞ハウジングNews　２００９年８月８日５）」
から入手した。なお，これらの間取り図をそのまま掲
載することは避けて，本論文ではその間取り図から各
単位空間の隣接情況を読み取り，それを表５ （a），（b）
に示す隣接行列の形で表した。
　隣接行列の作成に当たっては，単位空間である廊下
はグラフ上縮約（マイナー）可能な節点として扱った。
これに関しては，前報１，２）を参照されたい。
　表６は，表５の隣接行列を基にして求めた距離行列
とその中心指数である。中心指数とは，その空間と他
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表４　重回帰分析結果２
自由度調整済み決定係数（重相関係数の二乗）
 ０．８６５９８８
説明変数選択規準 ０．８４４９６７

説明変数危険率影響度偏回帰係数
０．０％５．６７６　０．２５４定数項
１．２％２．６０７－０．２１５Ａ
０．０％８．４４３　１．０３０Ｃ
０．０％７．１２９－０．３０６Ｆ
０．２％３．２２２－０．２８９Ｇ
４．４％２．０７１　０．１７９Ｉ
０．０％７．０５１　０．５５８Ｊ

図１　各説明変数の影響度



の空間の関連性の高さを示す指標である。距離行列の
場合は中心指数の逆数は各行の距離（枝数）の和と同
等の意味を持つので，本論文では「中心指数の逆数」
を，その空間と他の空間との移動し易さの度合い（指
標）として採用する。
　さらに，表６にはその中心指数の逆数から空間の移
動し易さをレベル１～３の３段階で区分したものを示
す。この区分は多階層分割に相当する。
　３段階の目安は，レベル１（０．１１以下），レベル２
（０．１１より大きく０．１３より小さい範囲），レベル３
（０．１３以上）とした。
　本論文では，このレベルの区分をそのまま間取り構
成の査定として扱うものとする。
　価値が比較的高い（２番）の間取り構成を単位空間
で示すと，レベル１の空間が「３つの洋室，LDK，ト

イレ，洗面室」であり，これらの空間から他の空間へ
の移動が比較的スムーズであることを示している。そ
れゆえに査定価値が高いと言える。
　ところが，比較的価値が低い（２０番）の間取り構成
は，レベル１の空間が「LDKと洗面室」，レベル２が
「２つの洋室」であり，この間取り構成はトイレへの移
動（衛生動線）に問題がありそうである。
　以上により，ISM法による距離行列の解析結果から
間取り構成の査定を数量的に行なうことができたと思
われる。
　次は，この ISM法で得られたレベル１～３の区分が
妥当であるかどうかを検証する。検証は，できるだけ
客観性の高い隣接行列によるマトロイドで行なうこと
にする。

１７マトロイドによる間取り査定の検証

表５　間取りの隣接行列
（a）価値が比較的高い間取り

４ LDK空間８空間７空間６空間５空間４空間３空間２空間１前　後

洋室１空間１１０１１０１１空間１
洋室２空間２１０１１０１　１空間２
洋室３空間３１０１１０　１１空間３
和 室空間４０００１０００空間４
ＬＤＫ空間５１０１１１１１空間５
トイレ空間６１０１０１１１空間６
浴 室空間７１００００００空間７
洗面室空間８１１１０１１１空間８

６１５６１５５５小計
０．１７１．０００．２００．１７１．０００．２００．２００．２０小計の逆数

（b）価値が比較的低い間取り

４ LDK空間８空間７空間６空間５空間４空間３空間２空間１前　後

洋室１空間１１００１００１空間１
洋室２空間２１００１００　１空間２
洋室３空間３１００１０　００空間３
和 室空間４０００１０００空間４
LDK空間５１００１１１１空間５
トイレ空間６１００００００空間６
浴 室空間７１００００００空間７
洗面室空間８１１１０１１１空間８

６１１５１２３３小計
０．１７１．００１．０００．２０１．０００．５００．３３０．３３小計の逆数



４．３　マトロイドによる間取り構成の検証
　マトロイドとして表５（a），（b）の８行８列の隣接
行列を用い，その各列ベクトルの重みとしては列方向
で要素を小計した値の逆数を用いることにする。この
重みベクトルを転置すれば，その各値は距離行列で求
めた行方向の中心指数の逆数値に対応していることが
分る。これは，もとになる隣接行列がたまたま対称行
列であったことから，それで求めた距離行列も対称行
列になり，行方向の小計と列方向の小計が同じ性質を
持っていた為であることが表５から分る。
　この点を踏まえて，マトロイド解析に入る。
　第３節で述べたグリーディ法に従って，価値が比較
的高い間取り構成（a）に対して，行列の階数（ラン
ク）がｒ＝６の基の中で重みが最小のものを検索する。
　データベースＱ内の列ベクトルの数は８個である。
　Ｑの中から６個の列ベクトルを取り出す組み合わせ
総数は２８通りある。その中から重みが最小である基を

グリーディ法で検索する。
　その結果，最小基は
　　列ベクトルが「空間５，８，１，２，３，６」
から成る基であることが検索できた。これは ISM法で
求めたレベル１の「３つの部屋，LDK，トイレ，洗面
室」に一致している。
　なお，参考までにｒ＝６で基の条件を満たす組み合
わせ総数は４個であったことを付記しておく。
　次に，価値が比較的低い間取り構成（b）に対して，
行列の階数がｒ＝４の基に対して同様な検索を行なう。
　この場合も，データベースＱ内の列ベクトルの数は
８個である。Ｑの中から４個の列ベクトルを取り出す
組み合わせ総数は７０通りであり，その中から重みが最
小である基をグリーディ法で検索すると，
　　列ベクトルが「空間８， ５， １， ２」
から成る基であることが検索できた。これは，ISM法
で求めたレベル１， ２の「LDK，洗面室， ２つの洋室」
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表６　間取りの距離行列と中心指数
（a）価値が比較的高い間取り

中心指数の逆数レベル中心指数小　計空間８空間７空間６空間５空間４空間３空間２空間１前　後

０．１１１８．７１１ １ ２ １ １ ２ １ １ ２空間１
０．１１１８．７１１ １ ２ １ １ ２ １ ２ １空間２
０．１１１８．７１１ １ ２ １ １ ２ ２ １ １空間３
０．１７３６．０１６ ２ ３ ２ １ ２ ２ ２ ２空間４
０．１０１９．６１０ １ ２ １ ２ １ １ １ １空間５
０．１１１８．７１１ １ ２ ２ １ ２ １ １ １空間６
０．１７３６．０１６ １ ２ ２ ２ ３ ２ ２ ２空間７
０．１０１９．６１０ ２ １ １ １ ２ １ １ １空間８

９６１０１６１１１０１６１１１１１１小　計

（b）価値が比較的低い間取り

中心指数の逆数レベル中心指数小　計空間８空間７空間６空間５空間４空間３空間２空間１前　後

０．１２２ ８．５ １３ １ ２ ２ １ ２ ２ １ ２空間１
０．１２２ ８．５ １３ １ ２ ２ １ ２ ２ ２ １空間２
０．１３３ ７．９ １４ １ ２ ２ １ ２ ２ ２ ２空間３
０．１５３ ６．５ １７ ２ ３ ３ １ ２ ２ ２ ２空間４
０．１０１１０．０ １１ １ ２ ２ ２ １ １ １ １空間５
０．１５３ ６．９ １６ １ ２ ２ ２ ３ ２ ２ ２空間６
０．１５３ ６．９ １６ １ ２ ２ ２ ３ ２ ２ ２空間７
０．０９１１１．０ １０ ２ １ １ １ ２ １ １ １空間８

１１０１０１６１６１１１７１４１３１３小　計



に一致している。
　なお，ｒ＝４で基の条件を満たす組み合わせ総数は
１３個であった。
　以上より，ISM法によるレベルは，マトロイド解析
の立場からも有用であることが検証できた。
　これらのことは，その道の専門家であれば間取り図
からでもその構成の査定が容易に行われているのかも
知れないが，素人ではなかなか見出せないものである。
　以上の検証により，ヘドニック・アプローチによっ
て間取り構成の価値を算出し，それを ISM法で数量的
に解析して査定する手法は有用であると言えそうであ
る。

５．　要　　　　　約

　本論文は，前報１， ２）で取り組んだ「間取りに関する
考察」の続報である。特に，前報２）では，間取り構成
を距離行列で表せば，ISM法で数量的にそれを示せる
ことが分った。この解析では，ISM法で算出した中心
指数によるレベル分割は多階層分割に匹敵しており，
これを間取り構成に適用すれば適切なゾーニングある
いは動線計画が可能であることが示された。
　本論文は，この点に着目してマンションの間取り構
成の査定を試みるものである。本論文で用いたデータ
は５２件のマンション情報である。このデータベースを
ヘドニック・アプローチで解析して間取り構成の価値
を算出し，その中から価値が比較的高い間取り構成と
比較的低い間取り構成の２つを選定して，それらの間
取り構成を ISM法で数量的に解析（査定）した。この
ISM法による間取り構成の査定が適切なものであるか
どうかは，マトロイド解析で検証した。このマトロイ

ド解析は，行列的マトロイドの最小基問題に帰着でき，
その最小基の検索はグリーディ法で行なった。　
　検証の結果，ISM法とマトロイド解析の査定は一致
しており，本論文で行なった間取り構成の査定が有用
であることが分った。
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Summary

This paper is the sequel of the references (1), (2) concerned the consideration of the room planning. 

Specifically, in the reference (2), if the room planning composition could be expressed in the distance matrix, 

it was founded that the room planning composition could be quantitatively shown in ISM.　In case of this 
analysis, the level division by the central indexes calculated from ISM was equal to the multilevel division and 

if applying this division to the room planning composition, it showed that the zoning or the traffic lines could 

be appropriately planned by the previous report. 

In this paper, it tries to rate the room planning composition of the condominium using this analysis method. 

The data used by this paper is 52 pieces of the condominium information.　It calculated the values of the 
room planning composition by analyzing this database in the hedonic approach, and it selected two of the 

room planning composition that the value was high comparatively and comparatively low one from these val

ues inside and it rated those room planning composition quantitatively in ISM.　To verify whether or not it 
was the one for which the valuation of the room planning composition by ISM was appropriate, it was analyzed 

in the matroid analysis.　This analysis could result in the minimum base problem of the matric matroid and 
searched the minimum base with the greedy algorithm.

As a result of the verification, the valuation of ISM agreed with the matroid analysis one and it was founded 

that the valuation of the room planning composition by this paper was useful.



２１マトロイドによる間取り査定の検証

資料１　広島市とその近郊から建築後１０年以内のマンション情報（数量化）
地　価 

（千円、m ２）
管理費
（円）

特　徴
（ペット可）

間　取 
（部屋数＋ LDK）

建築後年数
（年）

階　数
（階）

バルコニー
（m ２）

専　有
（m ２）

価　格
（万円）

交　通
（分）

レコード
番号

１２６１０９００１４２３２６．９５８０．７２２４９５４１
１２６９４００１４７２２７．９３８１．９５１９９０８２
１１４１２５００１４４１１１．７９１０１．０３２４５０２３
１１０２６９６００５１０１１０１４３．４７３９８０１４
７０１４７００１４４３３２．８７１１３．７１２７８０４５
７０１２７１００３１０８１２．２６６．２７１５５０１６
１３２１２８９００３９４１２．１８７０．１９１７８０７７
１２７１８７００１３９３１９．７６７２．３６１９５０１８
８０１１１４００４１２１２．４７６．１９２２０８４９
８０１７４９０１３８３１２．９８７１．０１１９８０２１０
１６５９９０００３９４１３．１２７３．０８１４８０６１１
１６５１０９４００３９５１５．０３７５．８５１３９０５１２
１６５１３２２００４９１０９２．０５１９９０５１３
８５１３０９００３７１３１５．２７１．５２１７８０３１４
８５１６１９０１４７１０３４．１３８８．０６１８８０３１５
１１４１２９０００３９９２５．５３６７．７３１８８０３１６
１１４１２４００１４５８１５．８８１００．００２４９０３１７
１１０１７４００１３７１０１５．０３６８．６５１２９０２１８
１３５８７２００３７１０１３．８６７１．２４１５８０２１９
１６０１３７００１４５４２０．９３９４．２２２１１０８２０
３３６８５４００３１０５１２．７８６７．５８１８７０４２１
１６７１２６０００３１０７２２．７７７８．４４２０８０４２２
１６８１９２０００４５３５．８５９１．６０２７８０３２３
１６７１３０１００４２３３０．９２８９．２４２８８０１２４
９４１３６００１３９５１６．６６７．９８１６３５７２５
１１０１１８２００２０２１９．６７７１．６１２７３８２２６
１１０９９１００３０２１３．１１７２．４６２３３８２２７
１１０８８９００３７１２０７２．２０１５８０５２８
１１０７７２００３７１４０６５．３５１４５０５２９
１４７８９０００３１０６１３．３３６８．２１１８８０５３０
２１２１０４９００２３９１２．２２６６．５７２２５０２３１
２１０８５４００３９２１３．９９７１．２７１２６０１５３２
２１０１１２２００３６５２５．４２１００．６８３０９０２３３
２１７９２０００３９３１２．６７０．００１３９２３３４
３３２１２９０００２８１０９．２６７７．７０２９８０１３５
３２６１１０３００２７３８．３３５０．０７１７９０２３６
３２６１５２０００３１０２１７．６４６８．０９１６８０２３７
１１６０１７７０００２６１９１０．６５８．５７３４００１３８
１１６０１７４３００２６１５３．１６５７．６４３４８０１３９
３１６１０１５０１３２４２２．６１７２．４６２６９０２４０
３１６１６９７００３１０４１１．２６７５．３２２２８０１４１
１３７１１８９００４０２１１．９７７．５３２２９８５４２
１３７１１８９００４０１０１１．９７７．５３２５４８５４３
１９９１２９００１３１０６１３．４９６６．８８１９８０２４４
３３３１０１０００３１１８４１．９３７７．０４１９８０４４５
７１１０３０００３１０１１１３．５９７０．３１１７９０２４６
１９３１２２２００３１０７１３．３８６４．７１１８８０１４７
１９３１３０４０１３２１５１５．３７６．０１２６８０１４８
１２２１７１６００４４３１５．２９６．７６２６５０３４９
１９５２４７０００３３１２０．９４１０６．７９３９８０１５０
１０７１２８００１３２２１６．２２７２．２３２４２０２５１
４４７１２０４０１２３１０１１．６４７８．８７３３８０１５２
１１６０２６９６０１５１１１９４１．９３１４３．４７３９８０１５最　大
７０７７２００２０１０５０．０７１２６０１最　小
１０９０１９２４０１３１１１８４１．９３９３．４０２７２０１４区　間
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資料２　正規化したマンション情報

ＪＩＨＧＦＥＤＣＢＡレコード
番　号

０．０５１４０．１６５３１．０００００．６６６７０．１８１８０．１１１１０．６４２７０．３２８２０．４５４００．２１４３１
０．０５１４０．０８７３１．０００００．６６６７０．６３６４０．０５５６０．６６６１０．３４１３０．２６８４０．５０００２
０．０４０４０．２４８４１．０００００．６６６７０．３６３６０．０００００．２８１２０．５４５６０．４３７５０．０７１４３
０．０３６７１．０００００．００００１．０００００．９０９１０．５５５６０．００００１．００００１．０００００．００００４
０．０００００．３６２８１．０００００．６６６７０．３６３６０．１１１１０．７８３９０．６８１４０．５５８８０．２１４３５
０．０００００．２５９４０．０００００．３３３３０．９０９１０．３８８９０．２９１００．１７３４０．１０６６０．００００６
０．０５６９０．２６８７０．０００００．３３３３０．８１８２０．１６６７０．２９０５０．２１５４０．１９１２０．４２８６７
０．０５２３０．５７０７１．０００００．３３３３０．８１８２０．１１１１０．４７１３０．２３８７０．２５３７０．００００８
０．００９２０．１７７８０．０００００．６６６７０．０９０９０．０５５６０．２９５７０．２７９７０．３４８５０．２１４３９
０．００９２０．５０７８１．０００００．３３３３０．７２７３０．１１１１０．３０９６０．２２４２０．２６４７０．０７１４１０
０．０８７２０．１１３３０．０００００．３３３３０．８１８２０．１６６７０．３１２９０．２４６４０．０８０９０．３５７１１１
０．０８７２０．１６７４０．０００００．３３３３０．８１８２０．２２２２０．３５８５０．２７６００．０４７８０．２８５７１２
０．０８７２０．２８５９０．０００００．６６６７０．８１８２０．０００００．０００００．４４９５０．２６８４０．２８５７１３
０．０１３８０．２７９１０．０００００．３３３３０．６３６４０．６６６７０．３６２５０．２２９７０．１９１２０．１４２９１４
０．０１３８０．４４０２１．０００００．６６６７０．６３６４０．５００００．８１４００．４０６７０．２２７９０．１４２９１５
０．０４０４０．２６９２０．０００００．３３３３０．８１８２０．４４４４０．６０８９０．１８９１０．２２７９０．１４２９１６
０．０４０４０．２４３２１．０００００．６６６７０．４５４５０．３８８９０．３７８７０．５３４６０．４５２２０．１４２９１７
０．０３６７０．５０３１１．０００００．３３３３０．６３６４０．５００００．３５８５０．１９８９０．０１１００．０７１４１８
０．０５９６０．０５２００．０００００．３３３３０．６３６４０．５００００．３３０６０．２２６７０．１１７６０．０７１４１９
０．０８２６０．３１０８１．０００００．６６６７０．４５４５０．１６６７０．４９９２０．４７２７０．３１２５０．５０００２０
０．２４４００．０４２６０．０００００．３３３３０．９０９１０．２２２２０．３０４８０．１８７５０．２２４３０．２１４３２１
０．０８９００．２５３６０．０００００．３３３３０．９０９１０．３３３３０．５４３００．３０３７０．３０１５０．２１４３２２
０．０８９９０．５９６７０．０００００．６６６７０．４５４５０．１１１１０．１３９５０．４４４６０．５５８８０．１４２９２３
０．０８９００．２７４９０．０００００．６６６７０．１８１８０．１１１１０．７３７４０．４１９４０．５９５６０．００００２４
０．０２２００．３０５６１．０００００．３３３３０．８１８２０．２２２２０．３９５９０．１９１８０．１３７９０．４２８６２５
０．０３６７０．２１３１０．０００００．０００００．０００００．０５５６０．４６９１０．２３０６０．５４３４０．０７１４２６
０．０３６７０．１１３８０．０００００．３３３３０．０００００．０５５６０．３１２７０．２３９７０．３９６３０．０７１４２７
０．０３６７０．０６０８０．０００００．３３３３０．６３６４０．６１１１０．０００００．２３６９０．１１７６０．２８５７２８
０．０３６７０．０００００．０００００．３３３３０．６３６４０．７２２２０．０００００．１６３６０．０６９９０．２８５７２９
０．０７０６０．０６１３０．０００００．３３３３０．９０９１０．２７７８０．３１７９０．１９４２０．２２７９０．２８５７３０
０．１３０３０．１４４００．０００００．０００００．２７２７０．４４４４０．２９１４０．１７６７０．３６４００．０７１４３１
０．１２８４０．０４２６０．０００００．３３３３０．８１８２０．０５５６０．３３３７０．２２７００．００００１．００００３２
０．１２８４０．１８１９０．０００００．３３３３０．５４５５０．２２２２０．６０６２０．５４１９０．６７２８０．０７１４３３
０．１３４９０．０７６９０．０００００．３３３３０．８１８２０．１１１１０．３００５０．２１３４０．０４８５０．１４２９３４
０．２４０４０．２６９２０．０００００．０００００．７２７３０．５００００．２２０８０．２９５８０．６３２４０．００００３５
０．２３４９０．１７２００．０００００．０００００．６３６４０．１１１１０．１９８７０．０００００．１９４９０．０７１４３６
０．２３４９０．３８８８０．０００００．３３３３０．９０９１０．０５５６０．４２０７０．１９２９０．１５４４０．０７１４３７
１．０００００．５１８７０．０００００．０００００．５４５５１．０００００．２５２８０．０９１００．７８６８０．００００３８
１．０００００．５０４７０．０００００．０００００．５４５５０．７７７８０．０７５４０．０８１００．８１６２０．００００３９
０．２２５７０．１２６３１．０００００．３３３３０．１８１８０．１６６７０．５３９２０．２３９７０．５２５７０．０７１４４０
０．２２５７０．４８０８０．０００００．３３３３０．９０９１０．１６６７０．２６８５０．２７０３０．３７５００．００００４１
０．０６１５０．２１６７０．０００００．６６６７０．０００００．０５５６０．２８３８０．２９４００．３８１６０．２８５７４２
０．０６１５０．２１６７０．０００００．６６６７０．０００００．５００００．２８３８０．２９４００．４７３５０．２８５７４３
０．１１８３０．２６９２１．０００００．３３３３０．９０９１０．２７７８０．３２１７０．１８０００．２６４７０．０７１４４４
０．２４１３０．１２３７０．０００００．３３３３１．０００００．３８８９１．０００００．２８８８０．２６４７０．２１４３４５
０．０００９０．１３４１０．０００００．３３３３０．９０９１０．５５５６０．３２４１０．２１６７０．１９４９０．０７１４４６
０．１１２８０．２３３９０．０００００．３３３３０．９０９１０．３３３３０．３１９１０．１５６７０．２２７９０．００００４７
０．１１２８０．２７６５１．０００００．３３３３０．１８１８０．７７７８０．３６４９０．２７７７０．５２２１０．００００４８
０．０４７７０．４９０６０．０００００．６６６７０．３６３６０．１１１１０．３６２５０．４９９９０．５１１００．１４２９４９
０．１１４７０．８８２５０．０００００．３３３３０．２７２７０．０００００．４９９４０．６０７３１．０００００．００００５０
０．０３３９０．２６４０１．０００００．３３３３０．１８１８０．０５５６０．３８６８０．２３７３０．４２６５０．０７１４５１
０．３４５９０．２２４５１．０００００．０００００．２７２７０．５００００．２７７６０．３０８４０．７７９４０．００００５２



２３マトロイドによる間取り査定の検証

資料３　真の価格と間取り構成の価値

間取り構
成の価値

間取りの
影　　響増　　減真の価格価　　格予 測 値 従属変数レコード

番　号
７９１－５２３－２６７２２２８２４９５０．３５６０．４５４１
８３２－５２３－３０９１６８１１９９００．１５５０．２６８２
１８１－５２３３４３２７９３２４５００．５６３０．４３８３
１０１３－７８５－２２８３７５２３９８００．９１６１．０００４
２１９－５２３３０４３０８４２７８００．６７１０．５５９５
２６８－２６２－６１５４４１５５００．１０４０．１０７６
４６４－２６２－２０３１５７７１７８００．１１７０．１９１７
１７８－２６２８３２０３３１９５００．２８４０．２５４８
６２２－５２３－９８２１１０２２０８０．３１２０．３４９９
３１１－２６２－４９１９３１１９８００．２４７０．２６５１０
６６－２６２１９６１６７６１４８００．１５３０．０８１１１

－１７５－２６２４３７１８２７１３９００．２０８０．０４８１２
４０４－５２３１１９２１０９１９９００．３１２０．２６８１３
１６６－２６２９５１８７５１７８００．２２６０．１９１１４
２１５－５２３３０８２１８８１８８００．３４１０．２２８１５
４９６－２６２－２３４１６４６１８８００．１４２０．２２８１６
３７２－５２３１５２２６４２２４９００．５０８０．４５２１７
－４２３－２６２６８５１９７５１２９００．２６３０．０１１１８
－２６－２６２２８７１８６７１５８００．２２３０．１１８１９
２７６－５２３２４７２３５７２１１００．４０３０．３１３２０
４０９－２６２－１４７１７２３１８７００．１７００．２２４２１
４２６－２６２－１６４１９１６２０８００．２４１０．３０１２２
６６６－５２３－１４２２６３８２７８００．５０６０．５５９２３
６８４－５２３－１６１２７１９２８８００．５３６０．５９６２４
４２０－２６２－１５９１４７６１６３５０．０７９０．１３８２５
２４０－２４２７１４２７３８０．５３５０．５４３２６
１７０－２６２９１２４２９２３３８０．４３００．３９６２７
１０１－２６２１６０１７４０１５８００．１７７０．１１８２８
２０６－２６２５５１５０５１４５００．０９００．０７０２９
６９６－２６２－４３４１４４６１８８００．０６８０．２２８３０
－１９４０１９４２４４４２２５００．４３５０．３６４３１
２４７－２６２１４１２７４１２６００．００５０．０００３２
３５８－２６２－９６２９９４３０９００．６３７０．６７３３３
－１１０－２６２３７２１７６４１３９２０．１８５０．０４９３４
３１１０－３１１２６６９２９８００．５１８０．６３２３５
－２９０２９１８１９１７９００．２０６０．１９５３６
－３５－２６２２９６１９７６１６８００．２６３０．１５４３７
－１２２０１２２３５２２３４０００．８３２０．７８７３８
－８０８３４８８３４８００．８１９０．８１６３９
３８１－２６２－１１９２５７１２６９００．４８２０．５２６４０
２７６－２６２－１４２２６６２２８００．３７００．３７５４１
５３９－５２３－１６２２８２２２９８０．３７６０．３８２４２
７８９－５２３－２６６２２８２２５４８０．３７６０．４７４４３
５３７－２６２－２７５１７０５１９８００．１６３０．２６５４４
２７６－２６２－１４１９６６１９８００．２６００．２６５４５
４８８－２６２－２２７１５６３１７９００．１１２０．１９５４６
４８６－２６２－２２４１６５６１８８００．１４６０．２２８４７
３２１－２６２－５９２６２１２６８００．５０００．５２２４８
４２１－５２３１０２２７５２２６５００．５４９０．５１１４９
４７５－２６２－２１３３７６７３９８００．９２２１．０００５０
３４２－２６２－８０２３４０２４２００．３９７０．４２６５１
１５９０－１５９３２２１３３８００．７２１０．７７９５２


