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地理的加重回帰モデルを用いた住宅価格の形成要因に関する研究

則内　良太

ある取引事例比較法では、 それら地域的な要因を事例の

比較によって調整してきたのである。 本研究は、 GWR を

適用することで、 これまでは潜在的な存在であった地域間

の差異を明確にするものである。

2. 福岡市全域における住宅市場動向

2-1. 研究対象について

　対象地域として福岡市全域、 サンプルとして 2007 年 1

月から 12 月までに住宅情報タウンズ福岡版に掲載された

中古分譲マンション 3447 戸を取得した上で、 重複掲載分

を削除した 1583 戸を研究対象とする。 属性別の取得デー

タ及び立地の分布を図１、 図 2、 表 1 に示す。 図 1 より対

象物件は概ね福岡市全体に分布しており、 立地の分布に

偏りは少ないことがわかる。 また、 価格に関しては 1500 万

までの住宅が多い。 住宅面積に関しては小規模の住宅は

少なく、 50-75 ㎡の住宅の販売数が多いことがわかる。 郊

外部に住宅が少ないのは、 分譲マンションの総販売数が

少ないためだと考えられる。

2-2. 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、 ある商品の価格をその性能や

機能といった価値の集合体 （属性の束） とみなすことで、

価格関数を定式化し商品価格を推定する方法である。 住

宅面積や都心への距離といった属性ごとに、 供給者の価

格選好を示すオファー関数と需要者の価格選好を示す付

け値関数が存在し、 属性ごとの限界費用は両関数の接点

の集合によって表わされる。 これは需要と供給によって価

表 1　取得データ

図 1　取得データの分布 図 2　統計区による住宅属性の集計

1. はじめに

1-1. 研究の背景

　人口減少による住環境の変化を踏まえて、平成 17 年

に国土交通省社会資本整備審議会より量的充足から質

的充足を目指した住宅政策の枠組みが示された。この

枠組みの基本的考えは中古住宅を含めたストックの有

効活用や住み替えの促進が挙げられる。しかし、日本

における住宅の流動性は低い。これらは、住宅が資産

として捉えられていないことや、中古住宅市場に関す

る情報が未整備なことなどが原因として挙げられてい

る。特に住宅価格に関しては、需要者と供給者の間で

情報格差による価格の不均衡がおこっていると言われ

ている。よって、今後の中古住宅の流動性向上のため

にも、取引事例の比較といった経験的な価格決定手法

だけでなく、定量的な尺度を明らかとすることの重要

性が求められている。しかし、中古住宅に関しては、

設備状況よりも周辺の立地要因も重視されている傾向

があり、その価格要因の把握は困難とされている。

1-2. 研究の目的

　本研究では、 中古住宅価格の形成要因を把握することを

目的とする。 地理的加重回帰モデル （以下 GWR） を用

いることで地域に内在する価格形成要因の違いを明らかに

するものである。 住宅は本来全く同質の物が存在しない財

であるため、 前述のようにその要因は、 住宅の立地によっ

て大きく変動することが予測される。 価格決定法の一つで
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価格 1636.6

住宅面積 73.5

バルコニー面積 15.2

築年数 15.9

住宅階数 5.1

建物階数 9.0

部屋数 3.0

都心への所要時間 23.0

最寄り駅への所要 6.2

総戸数 62.3

維持費 16303

徒歩圏外 527

駐車場 824

１F 114

最上階 196

SRC 499

内装リフォーム 477

外装リフォーム 62

南面 1314

角部屋 733

立地変数

住居系,業務施設,商業施設
娯楽系施設,官公庁施設,文教厚生施設
危険物処理施設,容積率,建蔽率
自然的利用,棟数密度

設備変数

キッチン 対面キッチン 577

勝手口キッチン 229

システムキッチン 59
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食器洗い器 50
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複層ガラス 21
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ただし、　　は地区 iのパラメータを推定する際に地区 jに

かけられる重みである。 この地理的な重みづけによるパラ

メータ推定をそれぞれの地区を中心にして繰り返すことに

より、 対象地域全体の詳細なパラメータ変異を明らかにで
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値 <2.2-e16 と有意な空間的自己相関が検出された。 また

65 ㎡未満の住宅において 5% 水準で空間的自己相関が存

在しないとされた。 これはサンプル数が不十分であったこと

も考えられるが、 近傍数を変化させて観察した場合、 他の

変数より小さな範囲でのみ有意となる結果となった (図 3)。

3.GWR によるローカルな住宅価格形成要因の推計

3-1. 地理的加重回帰モデルについて

　通常の回帰分析が各変数に対して 1つのパラメータを推

定するのに対して、 GWRは各地区周辺のデータに重みづ

けを施すことで地区固有のパラメータを推定する。 これによ

り地域ダミーなどの変数設定をすることなく、詳細なパラメー

タの空間変異をデータから抽出することができる。 通常の

回帰分析では、 式 2 のような最小化問題を解くのに対し、

格が決定されていることを示している。 よって、 本研究でも

このヘドニックアプローチを用いて住宅価格の推定を行っ

ていく。

2-3. 空間的自己相関の検出

　住宅価格内に存在すると言われる地理的な要因を明らか

とするため、 回帰を行う前に使用変数に対して空間的自己

相関の検出を行っておく。 空間的自己相関とは、 地域的

な影響のために近接した対象同士が似通った傾向を持つ

ということである。 このような相関が存在する対象には通常

の回帰分析ではなく、 局所的な回帰法が望ましい。 空間

的自己相関の検出の指標として式１に示す Moranによる I

表 3 OLS 推定結果表 2　回帰変数の I 統計量

表 4 住宅規模別推定結果の要約 ( 有意確率 5% の変数のみ掲載）

統計量を使用した。 この値は正規分布を仮定することで

有意判定が可能となる。 　　とは地点 i と地点 jの近接性

を表す重み行列のことであり、 どの範囲までの相関を検出

するかを決定するものである。 重み行列は分析法によって

選別されるものであり、 今回は、 各対象地点近傍の 10 地

点の値を用いた重み行列を作成することで相関を検出し

た。 その結果を表 2 に示す。 この結果から、 被説明変数

である住宅価格に対して、 I値は 0.279、 p値 <2.2e-16 と

なり有意な空間的自己相関が認められた。

2.4　福岡市全域における住宅価格関数の推定

　取得データを用いて、住宅価格関数を推定した。

変数の選択には変数増減法を行い、 符号条件が

満たされるもののみを説明変数として推定した。 ま

た、 被説明変数である住宅価格は対数変換を行

い、 片対数モデルでの推定としている。 全サンプ

ルを用いて推定したモデルに加えて、 住宅面積別

の推定も行った。 推定結果を表 3、 表 4 に示す。

全サンプルでの決定係数は 0.881 と高く、 ｔ値もお

おむね有意な水準であった。 変数を見ると、 全モ

デルを通して設備よりも立地的な要因が強く効いて

いる。 規模別では、 65 ㎡未満の住宅では業務施

設密度が重視されること、 80 ㎡以上では官公庁施

設や自然系用途が変数として選択されていること

が特徴的であった。 空間的自己相関に関しては、

全サンプルでのモデルにおいて、 Ｉ値が 0.214,p

))(exp( 2ijij dw =

ijh

全サンプル 係数 標準化係数 t 値 有意確率
(定数) 6.393 - 81.726 0.000

住宅面積 0.014 0.489 37.596 0.000

築年数 -0.032 -0.426 -33.392 0.000

都心への時間 -0.010 -0.153 -11.141 0.000

早良区 0.234 0.120 11.034 0.000

中央区 0.076 0.054 3.771 0.000

住宅面積密度 0.446 0.125 8.713 0.000

東区 -0.201 -0.128 -10.297 0.000

徒歩圏外 -0.092 -0.073 -6.903 0.000

棟数密度 -91.315 -0.112 -8.646 0.000

博多区 -0.156 -0.093 -7.237 0.000

システムキッチン 0.121 0.039 4.394 0.000

住宅階数 0.007 0.042 3.714 0.000

駐車場 0.041 0.035 3.249 0.001

悪日照 -0.068 -0.035 -3.880 0.000

床暖房 0.135 0.038 4.182 0.000

対面キッチン 0.042 0.034 3.435 0.001

維持費 0.000 0.050 4.332 0.000

内装リフォーム 0.036 0.028 3.089 0.002

南区 -0.053 -0.035 -2.971 0.003

Ｗバルコニー 0.030 0.025 2.458 0.014

シャワートイレ 0.050 0.023 2.553 0.011

ペット飼育可 0.037 0.025 2.625 0.009

商業施設面積密度 0.317 0.024 2.223 0.026

ルーフバルコニー 0.051 0.021 2.327 0.020

娯楽施設面積密度 -0.539 -0.021 -2.264 0.024

SRC 0.033 0.026 2.213 0.027

自然用途面積密度 -0.122 -0.023 -2.004 0.045

バリアフリー 0.040 0.014 1.495 0.135

建物階数 0.003 0.022 1.496 0.135

浴室設備 0.044 0.034 3.428 0.001

ネット建蔽率 0.007 0.095 5.496 0.000

文教厚生施設面積密度 0.306 0.046 4.185 0.000

サンプル数 1583
自由度調整済み決定係数 .881

※棟数・面積密度は各町字の面積に対する比率を算出
　 悪日照は角部屋・南面ではなかったサンプルに対するダミー変数

I統計量
p値

0.214
2.2-e16

図 3　65 ㎡未満の住宅の空間的自己相関の遷移

変数名 I値 p値
住宅価格 0.279 0.000
徒歩圏外 0.649 0.000
ACC 0.800 0.000
SRC 0.391 0.000
建物階数 0.385 0.000
ネット容積率 0.666 0.000
ネット建蔽率 0.626 0.000
棟数密度 0.310 0.000
業務施設密度 0.635 0.000
商業施設密度 0.429 0.000
住宅面積密度 0.428 0.000
危険物施設密度 0.020 0.000
所要時間 0.197 0.000
自然系用途密度 0.160 0.000
管理費 0.160 0.000
部屋数 0.157 0.000
住宅面積 0.156 0.000
維持費 0.144 0.000
官公庁施設密度 0.115 0.000
文教厚生施設B密度 0.135 0.000
総戸数 0.132 0.000
住宅階数 0.116 0.000
築年数 0.085 0.002
文教厚生施設密度 0.081 0.003
文教厚生施設A密度 0.061 0.014
ウォークインクローゼット 0.063 0.015
供給危険施設密度 0.051 0.018
南面 0.054 0.033
悪日照 0.051 0.040

※5%水準で有意であったもののみを掲載。
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自由度修正済み
決定係数 I値 p値 他の区分と共通の変数 独自の変数

65㎡未満 443 0.825 0.029 0.056

住宅面積、築年数、都心への時間、住宅面積
密度、早良区、東区、徒歩圏外、棟数密度、博
多区、システムキッチン、住宅階数、駐車場、
ルーフバルコニー、シャワートイレ、部屋数、
ネット建蔽率、文教厚生施設面積密度

収納、南面、角部屋、
業務施設面積密度

65㎡以上
80㎡未満

661 0.795 0.191 1.278E-14

住宅面積、築年数、都心への時間、早良区、住
宅面積密度、東区、徒歩圏外、棟数密度、博多
区、システムキッチン、駐車場、浴室設備、ネッ

ト建蔽率、文教厚生施設面積密度

内装リフォーム
建物階数

80㎡以上 479 0.874 0.254 2.200E-16

住宅面積、築年数、都心への時間、早良区、住
宅面積密度、東区、徒歩圏外、棟数密度、博多
区、住宅階数、ルーフバルコニー、シャワートイ

レ、部屋数、浴室設備、
文教厚生施設B面積密度

維持費、南区、
ネット容積率、

自然系用途面積密度、
官公庁施設面積密度

GWR において地区 iに位置するパラメータは式 3 の問題

を解くことで得られる。

（１）

（2）

（3）
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きるのである。 これは、 カーネルと呼ばれる帽子形の重み

を動かしながら、 一連の局所的なパラメータを推定していく

ローカル回帰分析手法を応用したものである。 GWR の要

点は式 4 で示されるガウス型のカーネル関数を重みに使

図 5　GWR 係数分布

図 4 GWR 概念図

表 5　ＧＷＲによる分析結果の係数概要

1/e

バンド幅δ 対象地点

重みの強さ

1

対象地点 対象地点

※有意確率は各地点のｔ値を算出し、　全地点に対する有意と認められた地点の割合が 80％以上であった地点を示す。

　 I 値の帰無仮説は空間的自己相関の存在、Ｆ値はＯＬＳ残差との有意差の存在である。

Adaptive quantile 0.0372(58 of 1583)

SS OLS residuals 64.8735

AIC -1177.399

Moran's I(近隣4地区)
I=0.0116
p-value = 0.3260

SS GWR residuals 35.9181

F test
F = 2.2163
p-value < 2.2e-16

他の統計量係数名 最小値 第1四分位 中央値 第3四分位 最大値 通常推定 5％有意
切片 5.23E+00 5.92E+00 6.25E+00 6.52E+00 7.24E+00 5.94E+00 100.0%
住宅面積 1.07E-02 1.50E-02 1.60E-02 1.74E-02 1.95E-02 1.48E-02 100.0%
築年数 -3.88E-02 -3.37E-02 -3.15E-02 -2.88E-02 -1.96E-02 -3.14E-02 100.0%
ACC -2.35E-02 -1.34E-02 -9.49E-03 -6.39E-03 7.33E-03 -1.25E-02 92.9%

住宅階数 -6.87E-03 5.49E-03 7.60E-03 9.47E-03 1.67E-02 8.00E-03 85.8%
建蔽率 -2.01E-03 4.40E-03 8.64E-03 1.39E-02 2.61E-02 1.06E-02 86.3%
住宅化率 -5.05E-01 2.85E-01 4.92E-01 6.49E-01 1.00E+00 8.38E-01 90.3%
棟数密度 -2.10E+02 -1.37E+02 -8.70E+01 -6.48E+01 8.62E+01 -9.54E+01 98.3%
システムキッチン -4.90E-02 6.25E-02 1.11E-01 1.64E-01 2.75E-01 1.08E-01 82.2%
床暖房 -6.34E-02 8.46E-02 1.21E-01 1.68E-01 2.98E-01 2.08E-01 81.4%
修正済み決定係数 0.836 0.890 0.902 0.931 0.959 0.845 -

相関においては、p値が 0.326 と劇的な改善を見せている。

決定係数に関しても中央値が 0.902 となったことから大多

数の地区で改善されていることがわかる。 パラメータに関し

ては、 中央値に関しては通常推定との大きな差は見られな

い。 しかし、 ばらつきの大きさから、 地域差が存在してい

ることがわかる。 特に住宅設備に関しては大きな開きが見

られる。 有意確率についても、 その水準に差がみられるこ

とから、 同一地域内であっても属性によって、 その評価体

系に違いが存在する可能性を示唆している。

3.3　地理的な分布の考察

　前節より、 地域的な要因は結果に反映されていると考え

られる。 よって、 パラメータの分布を図示することで、 局所

的な差異を考察する。 推定されたもののうち、 パラメータ

が有意であった地区の割合が良好であった築年数 ・住宅

面積 ・都心への時間における係数の分布を図 5 に示す。

住宅面積に関しては西新・博多駅周辺で係数が大きくなっ

ている。 都心への時間に関しては、 百道近辺 ・ 南区、 東

区において係数が小さくなっている。 住宅面積では、 博多

駅南、 香椎駅周辺、 姪浜駅と都心と副都心で 3極化して

いる。 築年数に関しては、 百道近辺で際立って係数が小

さく、東区や春日方面を中心とした地域の外縁部で大きい。

4 章　福岡市における住宅需要の地域的傾向

4.1　係数の意味

　一般的に、 価格は需要と供給の均衡の元で調整される

とされている。 今回の住宅価格においても、 市場に滞留し

))(exp( 2ijij dw =
用したことにある。 重み　　は各地点間の距離 d とバンド幅

δを用いて決定される。 このガウス型カーネル関数は分析

地点での重みが 1、 バンド幅δの地点で変曲点を持つ。

δはその回帰地点ごとの勢力範囲と言えるものであり、 そ

の設定方式には、 全地点でバンド幅を固定する固定型と

設定地点ごとに変化させていく適応型がある。 今回のよう

にサンプル分布が不均一なケースでは固定型では重みが

十分とならない地区が存在するため、 本研究では適応型

カーネルを採用した。 バンド幅にはクロスバリデーション値

を最小とするものを採用した。 図 4 にＧＷＲの概念を示す。

3.2　推定結果

　GWR モデルを元に局所的な住宅価格形成要因の推定

を行う。 モデルの変数は前章で推定されたものを用いた。

推定されたパラメータの概要を表 5 に示す。 空間的自己

住宅面積 築年数都心への時間

< -1.5 Std. Dev.

-1.5 - -0.5 Std. Dev.

-0.5 - 0.5 Std. Dev.

0.5 - 1.5 Std. Dev.

5％水準で有意ではない

> 1.5 Std. Dev.

 < -1.5 Std. Dev.

-1.5 - -0.5 Std. Dev.

-0.5 - 0.5 Std. Dev.

0.5 - 1.5 Std. Dev.

> 1.5 Std. Dev.

 < -1.5 Std. Dev.

-1.5 - -0.5 Std. Dev.

-0.5 - 0.5 Std. Dev.

0.5 - 1.5 Std. Dev.

> 1.5 Std. Dev.

※Std. Dev.は各地区の

値と平均の差が何倍離

れているかを示している。

値が小さいほどパラメータ

は小さく、値が大きいほど

パラメータが大きいことを

示す。

ijh
（4）
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図 7　住宅に関する類型図 6　GWR 係数による需要指数分布
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表 6　各クラスタの特徴

ている間に大半の住宅価格は値引きされており、 価格調

整が観察されている。 つまり、 今回推定した各パラメータ

は総合的な各地域の需要動向を定量化したものであると言

える。 そこで、 これらのパラメータを統合することで対象地

域における住宅の需要傾向の違いを考察する。

4.2　需要指数の分布

　前章で得られた係数をモデルに内挿し需要指数とするこ

とで、 地域ごとの需要の差を可視化した。 結果を図 6に示

す。 分布の差を明確にするために、 視覚化に際しては平

滑化を行っている。 下図では色が薄い地域ほど総需要が

高く色が濃い地域ほど総需要が少ない地域であると見なせ

る。 結果を考察すると、 ある程度までは都心に近いほど指

数が上昇していることがわかる。 郊外部では、 南東部でい

くつか丘上の高需要地帯が存在する一方で、北東部では、

全体的な需要指数としては低いものとなっている。

4.3　住宅需要動向の類型化　

　需要指数は総合的な需要量の現れであり、 本来居住に

関する選好は千差万別であり、 その地区の特色に応じた

選択が行われる。 そこで、 住宅係数を元に要因の差によ

る類型化を行った。 類型化に使用するポイントを作成する

ために、 各係数が有意な集積を見せている地区を 5式と 6

式によって定義するローカルモラン統計量によって算出し、

判別した。判別したデータを元に、集積状況に応じて-1、0、

1 のいずれかのポイントを付与した。 この値から k-means

法を行い類型化を行った。 各クラスターの特徴を表 6、 結

果の分布を図 7 に示す。 この結果より、 都心部に近いほ

ど総合的な観点から評価されている一方で郊外部でのアク

セス性を重視するエリアから、 近隣環境を重要視するエリ

アなど傾向が別れていることがわかる。

5. おわりに

　本研究では、 GWR モデルを用いることで、 地域的な価

格形成要因を推定し、 中古住宅価格の局所的な形成要因

を示すことができた。 これらの結果から、 中古であることに

対する反応は地区ごとに大きな違いが存在することが明ら

かとなった。 特に、 都心部では内装リフォームが歓迎され、

百道地区等ではその地に立地すること自体に価値が見出

されるなど、 全ての地区において中古住宅が避けられて

いるわけではないことが考察される。 これらの結果を元に、

地区の状況に即した中古住宅への対応を行っていくことが

今後期待される。

 < -2.5 Std. Dev.

-2.5 - -1.5 Std. Dev.

-1.5 - -0.5 Std. Dev.

-0.5 - 0.5 Std. Dev.

0.5 - 1.5 Std. Dev.

1.5 - 2.0 Std. Dev.

データ無し
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重み総和

ローカルモラン統計量

統計量
（5）

（6）

外部志向

車環境志向

アクセス渇望設備志向

ゆとり徒歩圏志向

住宅設備志向

近隣環境志向

住宅地志向

自然志向

新築志向

データ無し

クラスタ名 主要駅および地区 特徴

近隣環境志向 南福岡駅
商業・住宅面積密度を高く評価し、悪日照・棟数密度はマイナス要因となる。アク
セス性に関する項目は考慮しない

自然志向 千代県庁口駅、箱崎駅 自然系土地利用でプラス評価を行うが、他の項目は平均的評価をする

住宅地志向 博多駅駅・竹下駅
設備などは特に評価対象にならないが、都心へのアクセス性や、住宅面積密度
を重視することから、都心に近く、環境が安定している場所を志向する

新築志向 香椎駅・奈多駅
住宅設備は評価対象に入らず、築年数においても同様。反面ルーフバルコニー
やペット飼育可能、バリアフリー内装のリフォームなど使用頻度と無関係なもの
は評価対象になる。

外部志向 天神駅・薬院駅
都心部に近いことで、アクセス性に関する項目がマイナス要因になっている。ま
た、棟数密度や、悪日照、バルコニー関係など、外部空間に関する項目による
評価が高い。

住宅設備志向 高宮駅 周辺の施設はほぼ考慮しておらず、アクセス性と住宅設備を重要視する。

車環境志向 姪浜駅・百道浜
設備や立地に関係する項目はほぼ評価しておらず、築年数・徒歩圏外もマイナ
ス要因とならない。一方で都心への時間と駐車場による評価が高い。

ゆとり徒歩圏志向 西新駅・七隈駅
徒歩圏外であること・棟数密度・悪日照によるマイナスが強く、近隣のゆとりを重
視する。

アクセス渇望設備志向 長尾・桧原・赤坂駅
アクセス性に関する指標を評価する。設備全般を評価対象に入れるが、築年数
や、リフォームに対してはマイナス評価が強い。


