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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
不動産取引に関する情報を処理する取引情報処理装置と、不動産の売却希望者または購
入希望者の少なくとも一方の情報端末装置とを、所定のネットワークを介して通信可能に
接続して構成された取引支援システムであって、
前記取引情報処理装置は、
取引対象である不動産を特定するための情報と、過去に取引対象になった不動産の成約
率又は成約期間を特定するための情報と、を格納する取引対象情報格納手段と、
不動産の取引仲介を行う営業者を特定するための情報と、前記営業者の過去の不動産の
成約率を特定するための情報と、を格納する仲介者情報格納手段と、
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前記情報端末装置から、前記取引対象情報格納手段に格納された情報にて特定される不
動産のうち需要予測を行いたい第１の不動産を特定するための情報と、この第１の不動産
の需要予測要求と、を受信する通信手段と、
前記通信手段にて前記需要予測要求が受信された際、
前記受信手段にて受信された前記第１の不動産を特定するための情報と、前記取引対象
情報格納手段に格納されている情報と、前記取引対象情報を用いて不動産の類似性を判断
するための所定の類似基準とに基づいて、前記第１の不動産に類似する第２の不動産を特
定し、この特定された第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するための情報を前記取
引対象情報格納手段から取得する処理と、
前記受信手段にて受信された前記第１の不動産を特定するための情報と、前記仲介者情
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報格納手段に格納されている情報とに基づいて、前記第１の不動産の取引仲介を行う営業
者を特定し、この特定された営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報を前記
仲介者情報格納手段から取得する処理と、
取得された前記第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するための情報と、取得され
た前記営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報とに基づいて、前記第２の不
動産の成約率又は成約期間に対して前記営業者の過去の不動産の成約率に基づく補正を行
うことにより、前記第１の不動産の予測成約率又は予測成約期間を算定する処理と、
を行う取引予測処理手段とを備え、
前記通信手段は、算定された前記予測成約率又は前記予測成約期間を、前記情報端末装
置に送信すること、
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を特徴とする取引支援システム。
【請求項２】
不動産取引における売却希望者または購入希望者の少なくとも一方の情報端末装置に対
して、ネットワークを介して通信可能に接続して構成された取引情報処理装置であって、
取引対象である不動産を特定するための情報と、過去に取引対象になった不動産の成約
率又は成約期間を特定するための情報と、を格納する取引対象情報格納手段と、
不動産の取引仲介を行う営業者を特定するための情報と、前記営業者の過去の不動産の
成約率を特定するための情報と、を格納する仲介者情報格納手段と、
前記情報端末装置から、前記取引対象情報格納手段に格納された情報にて特定される不
動産のうち需要予測を行いたい第１の不動産を特定するための情報と、この第１の不動産
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の需要予測要求と、を受信する通信手段と、
前記通信手段にて前記需要予測要求が受信された際、
前記受信手段にて受信された前記第１の不動産を特定するための情報と、前記取引対象
情報格納手段に格納されている情報と、前記取引対象情報を用いて不動産の類似性を判断
するための所定の類似基準とに基づいて、前記第１の不動産に類似する第２の不動産を特
定し、この特定された第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するための情報を前記取
引対象情報格納手段から取得する処理と、
前記受信手段にて受信された前記第１の不動産を特定するための情報と、前記仲介者情
報格納手段に格納されている情報とに基づいて、前記第１の不動産の取引仲介を行う営業
者を特定し、この特定された営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報を前記
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仲介者情報格納手段から取得する処理と、
取得した前記第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するための情報と、取得した前
記営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報とに基づいて、前記第２の不動産
の成約率又は成約期間に対して前記営業者の過去の不動産の成約率に基づく補正を行うこ
とにより、前記第１の不動産の予測成約率又は予測成約期間を算定する処理と、
を行う取引予測処理手段とを備え、
前記通信手段は、算定された前記予測成約率又は前記予測成約期間を、前記情報端末装
置に送信すること、
を特徴とする取引情報処理装置。
【請求項３】
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前記取引対象である不動産を特定するための情報と、前記第１の不動産に関する情報が
前記情報端末装置を介して購入希望者にて閲覧された際の閲覧数又は閲覧時間を特定する
ための情報と、を格納する閲覧履歴情報格納手段を備え、
前記取引予測処理手段は、
前記予測成約率又は前記予測成約期間を算定する際、
前記受信手段にて受信された前記第１の不動産を特定するための情報に基づいて、前記
第１の不動産に関する情報の閲覧数又は閲覧時間を特定するための情報を前記閲覧履歴情
報格納手段から取得する処理と、
取得した前記閲覧数又は閲覧時間を特定するための情報に基づいて、前記閲覧数又は閲
覧時間を所定の算定基準に基づいて得点化する処理と、
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得点化された前記閲覧数又は閲覧時に基づいて、前記第２の不動産の成約率又は成約期
間に対して前記閲覧数又は閲覧時間に基づく補正を行う処理と、
をさらに行うこと、
を特徴とする請求項２に記載の取引情報処理装置。
【請求項４】
前記取引対象である不動産を特定するための情報と、前記購入希望者の前記第１の不動
産に対する購入意思を特定するための情報と、を格納する回答情報格納手段を備え、
前記取引予測処理手段は、
前記予測成約率又は前記予測成約期間を算定する際、
前記受信手段にて受信された前記第１の不動産を特定するための情報に基づいて、前記
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第１の不動産に対する前記購入意思を特定するための情報を前記回答情報格納手段から取
得する処理と、
取得した前記購入意思を特定するための情報に基づいて、前記購入意思を所定の算定基
準に基づいて得点化する処理と、
得点化された前記購入意思に基づいて、前記第２の不動産の成約率又は成約期間に対し
て前記閲覧数又は閲覧時間に基づく補正を行う処理と、
をさらに行うこと、
を特徴とする請求項２又は３に記載の取引情報処理装置。
【請求項５】
前記取引対象情報格納手段は、第１の不動産が取引対象として当該取引対象情報格納手
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段に登録された登録日を特定するための情報をさらに格納し、
前記取引予測処理手段は、
前記予測成約期間を算定した後、
前記取引対象情報格納手段に格納された前記登録日を特定するための情報と、任意の方
法で取得した当該予測成約期間の算定時点の日時とに基づいて、第１の不動産が取引対象
として当該取引対象情報格納手段に登録されてから当該予測成約期間の算定時点までに経
過した日数を算定する処理と、
算定された日数を前記予測成約期間から差し引くことにより、前記第１の不動産が購入
されるまでの残存期間の予測値を算定する処理と、
をさらに行うこと、
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を特徴とする請求項２〜４のいずれか一項に記載の取引情報処理装置。
【請求項６】
不動産取引における売却希望者または購入希望者の少なくとも一方の情報端末装置に対
してネットワークを介して通信可能に接続して構成された取引情報処理装置であって、取
引対象である不動産を特定するための情報と、過去に取引対象になった不動産の成約率又
は成約期間を特定するための情報と、を格納する取引対象情報格納手段と、不動産の取引
仲介を行う営業者を特定するための情報と、前記営業者の過去の不動産の成約率を特定す
るための情報と、を格納する仲介者情報格納手段と、前記情報端末装置と通信を行う通信
手段と、を備える取引情報処理装置において行なわれる、取引支援方法であって、
前記情報端末装置から送信された、前記取引対象情報格納手段に格納された情報にて特
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定される不動産のうち需要予測を行いたい第１の不動産を特定するための情報と、この第
１の不動産の需要予測要求とを、前記通信手段を介して受信する手順と、
前記需要予測要求が受信された際、受信された前記第１の不動産を特定するための情報
と、前記取引対象情報格納手段に格納されている情報と、前記取引対象情報を用いて不動
産の類似性を判断するための所定の類似基準とに基づいて、前記第１の不動産に類似する
第２の不動産を特定し、この特定された第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するた
めの情報を前記取引対象情報格納手段から取得する手順と、
受信された前記第１の不動産を特定するための情報と、前記仲介者情報格納手段に格納
されている情報とに基づいて、前記第１の不動産の取引仲介を行う営業者を特定し、この
特定された営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報を前記仲介者情報格納手
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段から取得する手順と、
取得された前記第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するための情報と、取得され
た前記営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報とに基づいて、前記第２の不
動産の成約率又は成約期間に対して前記営業者の過去の不動産の成約率に基づく補正を行
うことにより、前記第１の不動産の予測成約率又は予測成約期間を算定する手順と、
算定された前記予測成約率又は前記予測成約期間を、前記通信手段を介して前記情報端
末装置に送信する手順と、
を含むことを特徴とする取引支援方法。
【請求項７】
前記請求項６に記載された取引支援方法をコンピュータに実行させるためのプログラム
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を記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各種の商品やサービスを仲介者を介して取引するための、取引支援システム
、取引情報処理装置、取引支援方法、および、記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特定の商品やサービスの取引を円滑かつ適切に行うためには、この取引を仲介する仲介
者の存在が重要になる場合がある。例えば、不動産売買においては、不動産の売却希望者
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と、不動産の購入希望者との両者の情報を集め、両者を適切に結び付けることのできる仲
介者（具体的には、不動産業者やその営業者）の果たす役割が大きい。
【０００３】
以下、営業者を介して行われる不動産の取引を代表例として、従来の技術および解決課
題について説明する。
従来、営業者を介した不動産取引は次のように行なわれていた。
まず、不動産の売却希望者は、不動産専門誌や電話帳等によって営業者を探し出し、こ
の営業者に電話等によって直接アクセスして、不動産の売却の仲介を依頼していた。そし
て、営業者は、売却希望者と協議等して決定した売却条件を、不動産雑誌や新聞広告等に
掲載していた。
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一方、不動産の購入希望者は、これら不動産雑誌や新聞広告等を見て、自己の希望の購
入条件に合致する不動産を探し出し、この不動産の営業者に電話等にてアクセスして、不
動産の購入の仲介を依頼していた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような営業者を介在させた従来の取引システムは、概略的に、営業
者自体の仲介能力に関する情報が乏しくかつ狭い範囲に分散化されており、また不動産や
営業者に関する情報が主観的になる傾向があり、さらには不動産や営業者に関する情報が
固定的である、というシステム構造上の基本的問題点を有していた。
【０００５】

40

以下、この問題点の内容について、一層具体的に説明する。
まず、営業者自体の仲介能力に関する情報が乏しい点に関しては、以下のような問題点
を挙げることができる。
すなわち、上記のように不動産雑誌や新聞広告等に掲載されていた情報は、その大部分
が不動産や不動産業者に関する情報であり、営業者自体の仲介能力に関する情報はほとん
ど知ることができなかった。しかしながら、実際には、営業者の仲介能力には個人差があ
り、あるいは、営業者と売却希望者や購入希望者との相性の良し悪しがあるため、営業者
の仲介能力をよく把握した上で仲介の依頼を行うことができるシステムであることが好ま
しい。
【０００６】
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また、営業者に関する情報が狭い範囲に分散化されている点に関しては、以下のような
問題点を挙げることができる。
すなわち、営業者が自己の仲介能力に関する情報を広告等する場合、その媒体は不動産
雑誌や新聞広告等に限られていた。したがって、営業者は、自己の存在や仲介能力を広範
に知らせるためには、複数の不動産雑誌に広告を依頼する必要がある等、取引のための間
接コストを増大させる一因になっていた。また、一方で、売却希望者や購入希望者は、営
業者について広範な情報を得るためには、複数の不動産雑誌を購入等する必要があった。
すなわち、取引に関する情報の発信者（売却希望者や不動産業者）および受信者（購入希
望者）のいずれにとっても、情報伝達効率が悪かった。
そして、このことは、不動産の営業者にとって、個人での営業活動を行うことを困難に
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していた。すなわち、上記のように不効率なシステム下においては、個人で行うことので
きる情報収集や情報伝達の範囲が極めて狭いため、営業者各人が完全に独立した個人エー
ジェントとして不動産流通事業を行うことが難しかった。このため、従来、営業者は、不
動産事務所に所属して集団組織的に事業を行う必要があり、このことが取引のための事務
コストを増大させる一因になっていた。
【０００７】
また、不動産や営業者に関する情報が主観的になる傾向があるという点に関しては、以
下のような問題点を挙げることができる。
すなわち、不動産雑誌等に掲載する情報のうち、敷地面積や間取り等の数値情報は客観
性があるものの、「人気物件」等の需要に関する評価や、「格安物件」等の価格に関する
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評価については、営業者等の主観が入り込む余地が大きい。このため、営業者の個人差に
よって表現が大きく異なったり、あるいは、過剰広告になる等、購入希望者に適切な情報
が伝わらずにトラブルが生じるさせることがあった。
【０００８】
また、不動産や営業者に関する情報が固定的であるという点に関しては、以下のような
問題点を挙げることができる。
すなわち、不動産雑誌等に掲載された情報を売却希望者や購入希望者が見るまでには、
ある程度の長い時間が経過している場合も多い。このような場合、掲載された情報が既に
適切でなくなっている場合がある。
【０００９】
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例えば、需要面に関して言えば、不動産の需要は様々な要素に基づいて決定されるため
、実際には情報を公開してみないと判らない点が多い。したがって、「人気物件」として
公開したものの、実際には需要がなかったり、あるいは、それほど人気がないと思って公
開した不動産について、想像以上に人気が出ることがある。このような状況があるため、
購入希望者は、不動産がどの程度の日数で他の人に売却されてしまうのかを予想すること
が困難である。
【００１０】
また、価格面に関しても、不動産の価格は様々な要素に基づいて決定されるため、やは
り、実際には情報を公開してみないと判らない点が多い。したがって、営業者と売却希望
者とが協議等して決定した価格が高すぎたり、あるいは、安すぎたりする場合があるが、
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不動産雑誌等に掲載した情報は容易に変更することができないので、結局は、このような
不適正な価格で取引を行なわざるを得ない場合がある。
【００１１】
さらに、不動産を売却する際、その間取り等の仕様は変更することが可能な場合もあり
、状況によっては、このような仕様変更を行なった方が不動産を早期あるいは高額に売却
することができ、購入希望者のみならず売却希望者にも有利になることが考えられる。し
かしながら、従来の取引システムでは、不動産の仕様として現状の仕様のみが広告等され
ており、その仕様変更の可能性等については営業者に直接相談等しない限り、一切知るこ
とができない。
【００１２】
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このように、従来の取引システムは数々の問題点を有しており、その結果、営業者、売
却希望者、および、購入希望者のいずれにとっても、使い勝手が悪く、また、取引効率の
悪いものであった。
なお、これまで説明した従来の技術および発明が解決しようとする課題は、不動産の取
引システムに限られず、任意の商品やサービスを仲介者を介して取り引きする全てのシス
テムにおいて、同様に考えることができる。
【００１３】
本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、取引に関する予測を行うこと等のできる、
取引支援システム、取引情報処理装置、取引支援方法、および、記録媒体を提供すること
を目的としている。
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【００１４】
【課題を解決するための手段】
このような目的を達成するため、請求項１に記載の取引支援システムは、不動産取引に
関する情報を処理する取引情報処理装置と、不動産の売却希望者または購入希望者の少な
くとも一方の情報端末装置とを、所定のネットワークを介して通信可能に接続して構成さ
れた取引支援システムであって、前記取引情報処理装置は、取引対象である不動産を特定
するための情報と、過去に取引対象になった不動産の成約率又は成約期間を特定するため
の情報と、を格納する取引対象情報格納手段と、不動産の取引仲介を行う営業者を特定す
るための情報と、前記営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報と、を格納す
る仲介者情報格納手段と、前記情報端末装置から、前記取引対象情報格納手段に格納され
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た情報にて特定される不動産のうち需要予測を行いたい第１の不動産を特定するための情
報と、この第１の不動産の需要予測要求と、を受信する通信手段と、前記通信手段にて前
記需要予測要求が受信された際、前記受信手段にて受信された前記第１の不動産を特定す
るための情報と、前記取引対象情報格納手段に格納されている情報と、前記取引対象情報
を用いて不動産の類似性を判断するための所定の類似基準とに基づいて、前記第１の不動
産に類似する第２の不動産を特定し、この特定された第２の不動産の成約率又は成約期間
を特定するための情報を前記取引対象情報格納手段から取得する処理と、前記受信手段に
て受信された前記第１の不動産を特定するための情報と、前記仲介者情報格納手段に格納
されている情報とに基づいて、前記第１の不動産の取引仲介を行う営業者を特定し、この
特定された営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報を前記仲介者情報格納手
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段から取得する処理と、取得された前記第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するた
めの情報と、取得された前記営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報とに基
づいて、前記第２の不動産の成約率又は成約期間に対して前記営業者の過去の不動産の成
約率に基づく補正を行うことにより、前記第１の不動産の予測成約率又は予測成約期間を
算定する処理と、を行う取引予測処理手段とを備え、前記通信手段は、算定された前記予
測成約率又は前記予測成約期間を、前記情報端末装置に送信すること、を特徴とする。
【００１５】
このシステムによれば、取引対象の取引予測に関する情報が生成され、売却希望者また
は購入希望者に送信される。
したがって、売却希望者や購入希望者は、営業者の主観的な観点でなく、需要という客
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観的な観点に基づいた情報を参照することができるので、売却希望者にとっては、自己の
不動産等の売却条件を客観的に見直すこと等ができ、また、購入希望者にとっては、不動
産等の価値を客観的に把握した上で購入等を行うことができる。また、このことにより、
取引対象の過剰広告を防止することができる。
また、売却希望者や購入希望者は、固定的な情報のみでなく、需要という変動的な観点
に基づいた情報を参照することができるので、売却希望者にとっては、自己の不動産等の
売却条件をその需要状況に応じて見直すこと等ができ、また、購入希望者にとっては、そ
の需要状況に応じた不動産等の価値を把握した上で購入等を行うことができる。
【００１６】
また、請求項２に記載の取引情報処理装置は、不動産取引における売却希望者または購
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入希望者の少なくとも一方の情報端末装置に対して、ネットワークを介して通信可能に接
続して構成された取引情報処理装置であって、取引対象である不動産を特定するための情
報と、過去に取引対象になった不動産の成約率又は成約期間を特定するための情報と、を
格納する取引対象情報格納手段と、不動産の取引仲介を行う営業者を特定するための情報
と、前記営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報と、を格納する仲介者情報
格納手段と、前記情報端末装置から、前記取引対象情報格納手段に格納された情報にて特
定される不動産のうち需要予測を行いたい第１の不動産を特定するための情報と、この第
１の不動産の需要予測要求と、を受信する通信手段と、前記通信手段にて前記需要予測要
求が受信された際、前記受信手段にて受信された前記第１の不動産を特定するための情報
と、前記取引対象情報格納手段に格納されている情報と、前記取引対象情報を用いて不動
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産の類似性を判断するための所定の類似基準とに基づいて、前記第１の不動産に類似する
第２の不動産を特定し、この特定された第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するた
めの情報を前記取引対象情報格納手段から取得する処理と、前記受信手段にて受信された
前記第１の不動産を特定するための情報と、前記仲介者情報格納手段に格納されている情
報とに基づいて、前記第１の不動産の取引仲介を行う営業者を特定し、この特定された営
業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報を前記仲介者情報格納手段から取得す
る処理と、取得した前記第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するための情報と、取
得した前記営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報とに基づいて、前記第２
の不動産の成約率又は成約期間に対して前記営業者の過去の不動産の成約率に基づく補正
を行うことにより、前記第１の不動産の予測成約率又は予測成約期間を算定する処理と、
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を行う取引予測処理手段とを備え、前記通信手段は、算定された前記予測成約率又は前記
予測成約期間を、前記情報端末装置に送信すること、を特徴とする。
【００１７】
この装置によれば、取引対象に関する情報と、取引対象の需要度に関する情報とに基づ
いて、取引対象の取引予測に関する情報が生成され、売却希望者または購入希望者に送信
される。
したがって、売却希望者や購入希望者は、営業者の主観的な観点でなく、需要という客
観的な観点に基づいた情報を参照することができるので、売却希望者にとっては、自己の
不動産等の売却条件を客観的に見直すこと等ができ、また、購入希望者にとっては、不動
産等の価値を客観的に把握した上で購入等を行うことができる。また、このことにより、
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取引対象の過剰広告を防止することができる。
また、売却希望者や購入希望者は、固定的な情報のみでなく、需要という変動的な観点
に基づいた情報を参照することができるので、売却希望者にとっては、自己の不動産等の
売却条件をその需要状況に応じて見直すこと等ができ、また、購入希望者にとっては、そ
の需要状況に応じた不動産等の価値を把握した上で購入等を行うことができる。
【００１８】
また、請求項３に記載の取引情報処理装置は、請求項２に記載の取引情報処理装置にお
いて、前記取引対象である不動産を特定するための情報と、前記第１の不動産に関する情
報が前記情報端末装置を介して購入希望者にて閲覧された際の閲覧数又は閲覧時間を特定
するための情報と、を格納する閲覧履歴情報格納手段を備え、前記取引予測処理手段は、
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前記予測成約率又は前記予測成約期間を算定する際、前記受信手段にて受信された前記第
１の不動産を特定するための情報に基づいて、前記第１の不動産に関する情報の閲覧数又
は閲覧時間を特定するための情報を前記閲覧履歴情報格納手段から取得する処理と、取得
した前記閲覧数又は閲覧時間を特定するための情報に基づいて、前記閲覧数又は閲覧時間
を所定の算定基準に基づいて得点化する処理と、得点化された前記閲覧数又は閲覧時に基
づいて、前記第２の不動産の成約率又は成約期間に対して前記閲覧数又は閲覧時間に基づ
く補正を行う処理と、をさらに行うこと、を特徴とする。
【００１９】
この装置によれば、購入希望者の情報閲覧時の行動に応じて取引予測の情報が生成され
るので、購入希望者の無意識の関心度を反映した取引予測の情報を提供することができる

50

(8)

JP 3650324 B2 2005.5.18

。
【００２０】
また、請求項４に記載の取引情報処理装置は、請求項２又は３に記載の取引情報処理装
置において、前記取引対象である不動産を特定するための情報と、前記購入希望者の前記
第１の不動産に対する購入意思を特定するための情報と、を格納する回答情報格納手段を
備え、前記取引予測処理手段は、前記予測成約率又は前記予測成約期間を算定する際、前
記受信手段にて受信された前記第１の不動産を特定するための情報に基づいて、前記第１
の不動産に対する前記購入意思を特定するための情報を前記回答情報格納手段から取得す
る処理と、取得した前記購入意思を特定するための情報に基づいて、前記購入意思を所定
の算定基準に基づいて得点化する処理と、得点化された前記購入意思に基づいて、前記第
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２の不動産の成約率又は成約期間に対して前記閲覧数又は閲覧時間に基づく補正を行う処
理と、をさらに行うこと、を特徴とする。
【００２１】
この装置によれば、購入希望者の情報閲覧後の意見に応じて取引予測の情報が生成され
るので、購入希望者が意識的に回答した関心度を反映した取引予測の情報を提供すること
ができる。
【００２２】
また、請求項５に記載の取引情報処理装置は、請求項２〜４のいずれか一項に記載の取
引情報処理装置において、前記取引対象情報格納手段は、第１の不動産が取引対象として
当該取引対象情報格納手段に登録された登録日を特定するための情報をさらに格納し、前
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記取引予測処理手段は、前記予測成約期間を算定した後、前記取引対象情報格納手段に格
納された前記登録日を特定するための情報と、任意の方法で取得した当該予測成約期間の
算定時点の日時とに基づいて、第１の不動産が取引対象として当該取引対象情報格納手段
に登録されてから当該予測成約期間の算定時点までに経過した日数を算定する処理と、算
定された日数を前記予測成約期間から差し引くことにより、前記第１の不動産が購入され
るまでの残存期間の予測値を算定する処理と、をさらに行うこと、を特徴とする。
【００２３】
この装置によれば、購入希望者は、自己にとって興味のある不動産が、あと何日以内に
売却されてしまうかを把握することができる。
【００２４】
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また、請求項６に記載の取引支援方法は、不動産取引における売却希望者または購入希
望者の少なくとも一方の情報端末装置に対してネットワークを介して通信可能に接続して
構成された取引情報処理装置であって、取引対象である不動産を特定するための情報と、
過去に取引対象になった不動産の成約率又は成約期間を特定するための情報と、を格納す
る取引対象情報格納手段と、不動産の取引仲介を行う営業者を特定するための情報と、前
記営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報と、を格納する仲介者情報格納手
段と、前記情報端末装置と通信を行う通信手段と、を備える取引情報処理装置において行
なわれる、取引支援方法であって、前記情報端末装置から送信された、前記取引対象情報
格納手段に格納された情報にて特定される不動産のうち需要予測を行いたい第１の不動産
を特定するための情報と、この第１の不動産の需要予測要求とを、前記通信手段を介して
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受信する手順と、前記需要予測要求が受信された際、受信された前記第１の不動産を特定
するための情報と、前記取引対象情報格納手段に格納されている情報と、前記取引対象情
報を用いて不動産の類似性を判断するための所定の類似基準とに基づいて、前記第１の不
動産に類似する第２の不動産を特定し、この特定された第２の不動産の成約率又は成約期
間を特定するための情報を前記取引対象情報格納手段から取得する手順と、受信された前
記第１の不動産を特定するための情報と、前記仲介者情報格納手段に格納されている情報
とに基づいて、前記第１の不動産の取引仲介を行う営業者を特定し、この特定された営業
者の過去の不動産の成約率を特定するための情報を前記仲介者情報格納手段から取得する
手順と、取得された前記第２の不動産の成約率又は成約期間を特定するための情報と、取
得された前記営業者の過去の不動産の成約率を特定するための情報とに基づいて、前記第
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２の不動産の成約率又は成約期間に対して前記営業者の過去の不動産の成約率に基づく補
正を行うことにより、前記第１の不動産の予測成約率又は予測成約期間を算定する手順と
、算定された前記予測成約率又は前記予測成約期間を、前記通信手段を介して前記情報端
末装置に送信する手順と、を含むことを特徴とする。
【００２５】
この方法によれば、取引対象に関する情報と、取引対象の需要度に関する情報とに基づ
いて、取引対象の取引予測に関する情報が生成され、売却希望者または購入希望者に送信
される。
したがって、売却希望者や購入希望者は、営業者の主観的な観点でなく、需要という客
観的な観点に基づいた情報を参照することができるので、売却希望者にとっては、自己の
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不動産等の売却条件を客観的に見直すこと等ができ、また、購入希望者にとっては、不動
産等の価値を客観的に把握した上で購入等を行うことができる。また、このことにより、
取引対象の過剰広告を防止することができる。
また、売却希望者や購入希望者は、固定的な情報のみでなく、需要という変動的な観点
に基づいた情報を参照することができるので、売却希望者にとっては、自己の不動産等の
売却条件をその需要状況に応じて見直すこと等ができ、また、購入希望者にとっては、そ
の需要状況に応じた不動産等の価値を把握した上で購入等を行うことができる。
【００２６】
また、請求項７に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、前記請求項６に記載
された取引支援方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したことを特徴
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とする。
【００２７】
この記録媒体によれば、当該記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータに読み取
らせて実行することによって、請求項６に記載された取引支援方法をコンピュータを利用
して実現することができ、この方法と同様の効果を得ることができる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明にかかる取引支援システム、取引情報処理装置、情報端末装置、取引支
援方法、および、記録媒体の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実
施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
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特に、以下の実施の形態においては、本発明を、不動産の取引に適用した例について説
明するが、不動産に限られず、任意の商品またはサービスを仲介者を介して取引するため
のシステムにおいて、同様に適用することができる。
【００２９】
（本システムの概要）
以下、本システムの概要について説明し、その後、本システムの構成および処理等につ
いて詳細に説明する。図１は本システムの全体構成を示すブロック図である。
本システムは、概略的に、取引に関する情報を処理する取引情報処理装置であるサーバ
装置１と、不動産の売却希望者の情報端末装置であるクライアント装置２、不動産の購入
希望者の情報端末装置であるクライアント装置３、および、不動産の営業者（仲介者）の
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情報端末装置であるクライアント装置４とを、インターネット５を介して通信可能に接続
して構成されている。なお、これら売却希望者、購入希望者、および、営業者を、必要に
応じて「利用者」と総称する。
【００３０】
このシステムは、概略的に、以下の基本的特徴を有する。すなわち、サーバ装置１から
クライアント装置２〜４に対して、営業者の仲介能力に関する情報、不動産（取引対象）
の取引予測に関する情報、仕様変更後の不動産に関する情報、が提供される。
【００３１】
このうち、営業者の仲介能力に関する情報としては、各営業者に関する基本的な情報（
基本情報）の他、各営業者の業務評価、各営業者の実績ベースでの取引成績の集計結果、
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および、各営業者の予測ベースでの取引成績の集計結果を挙げることができる。
このうち、業務評価は、過去に営業者からの営業を受けたことのある購入希望者が当該
営業者に対して行なった評価の結果に関する情報であり、購入希望者がクライアント装置
３を介してサーバ装置１に送信する。
また、実績ベースでの取引成績の集計結果は、各営業者の過去の取引成績に関する情報
を集計して得られた情報であり、営業者自身がクライアント装置４を介してサーバ装置１
に送信した実績ベースでの取引成績に基づいて生成される。
また、予測ベースでの取引成績の集計結果は、上記の実績ベースでの取引成績に基づい
て、サーバ装置１において自動的に生成される。
【００３２】
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また、不動産の取引予測に関する情報は、不動産の基本情報と、不動産の需要度に関す
る情報とに基づいて生成される。
ここで、需要度に関する情報としては、不動産の基本情報が購入希望者によって閲覧さ
れた際の履歴に関する情報と、この購入希望者に対して行なわれたアンケートの回答情報
とがある。
このうち、閲覧された際の履歴に関する情報は、購入希望者が閲覧する際に自動的にサ
ーバ装置１に蓄積される。
また、アンケートの回答情報は、購入希望者がクライアント装置３を介してアンケート
に回答することにより、サーバ装置１に送信される。
そして、これらの情報に基づいて、不動産の取引予測に関する情報が、サーバ装置１に
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おいて自動的に算出される。
そして、仕様変更後の不動産に関する情報は、不動産の基本情報に基づいて営業者が判
断し、クライアント装置４を介してサーバ装置１に送信する。
【００３３】
（システム構成―サーバ装置１）
このような基本的特徴を具現化するための、本システムの構成について説明する。まず
、サーバ装置１の構成について説明する。図２は、このサーバ装置１の構成を示すブロッ
ク図である。この図２に示すように、サーバ装置１は、概略的に、営業者ＤＢ（ＤＢ＝デ
ータベース）１０、不動産ＤＢ１１、第２の不動産ＤＢ１２、閲覧履歴ＤＢ１３、回答Ｄ
Ｂ１４、ＷｅｂＤＢ１５、通信制御ＩＦ（ＩＦ＝インターフェース）１６、および、制御
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部１７を備えて構成されており、これら各部は任意の通信路を介して通信可能に接続され
ている。さらに、このサーバ装置１は、ルータ等の図示しない通信装置および専用線を介
して、インターネット５に通信可能に接続されている。
【００３４】
これらサーバ装置１の各構成要素のうち、営業者ＤＢ１０は、営業者の各々の仲介能力
に関する情報等を格納する仲介者情報格納手段である。この営業者ＤＢ１０に格納される
情報は、各営業者を一意に識別するための営業者ＩＤ、各営業者が正当な者であるか否か
の認証を行うためのパスワード、各営業者の基本情報、各営業者の業務評価、および、各
営業者の実績ベースでの取引成績を相互に関連付けて構成されている。
【００３５】
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ここで、各営業者の基本情報としては、各営業者の属性、業務略歴、連絡先等を把握す
るために参考になり得る任意の情報を格納することができ、ここでは、氏名、年齢、不動
産仲介の経験年数、主要取引先、取引略歴、顧客数、自己アピール、家族構成、および、
趣味を相互に関連付けて格納している。
【００３６】
また、上述の業務評価として、ここでは、不動産知識、物件知識、手持ち物件の質や量
、接客態度（親切、明るい、暗い、しつこい、感じがいい、嫌い等）といった各評価項目
に対して、購入希望者から入力された入力内容を格納している。
この他、各営業者の基本情報として、各営業者の顔写真の画像データや、肉声の音声デ
ータを格納することができる。
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【００３７】
また、上述の実績ベースでの取引成績として、ここでは、これまでに仲介営業を行なっ
た不動産の数を示す営業物件数、仲介が成立した不動産の数を示す販売物件数、各不動産
の物件タイプ、取引地域、購入者の属性（年齢、家族構成、性別、年収、職業、希望する
設備、不動産に対して特にこだわっている条件がある場合には当該条件）、不動産の概要
（間取り、敷地面積等）、販売価格の履歴（売出し時の価格、および、その後に価格改定
を行なった場合にはその価格）、成約価格、営業開始日、成約日、成約期間（営業開始日
から成約日に至るまでの期間）を格納している。
【００３８】
また、不動産ＤＢ１１は、不動産に関する情報を格納する取引対象情報格納手段である
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。この不動産ＤＢ１１に格納される情報は、各不動産を一意に識別するための不動産ＩＤ
、所在地、物件タイプ（一戸建て、マンション等）、敷地面積、床面積、間取り（２ＤＫ
、３ＬＤＫ等）、築年数、売却価格、および、当該不動産の本システムへの登録日等を相
互に関連付けて構成されている。
【００３９】
また、第２の不動産ＤＢ１２は、仕様変更を行なった状態の不動産に関する情報を格納
する第２の取引対象情報格納手段である。この第２の不動産ＤＢ１２に格納される情報は
、各不動産を一意に識別するための不動産ＩＤ（仕様変更を行なっていない不動産の不動
産ＩＤと同じＩＤが用いられる）、間取り（２ＤＫ、３ＬＤＫ等）、設備（フローリング
、システムキッチン等）、および、売却価格を相互に関連付けて構成されている。
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【００４０】
また、閲覧履歴ＤＢ１３は、不動産ＤＢ１１にて格納された情報が情報端末装置を介し
て購入希望者にて閲覧された際の履歴に関する情報を格納する閲覧履歴情報格納手段であ
る。この閲覧履歴ＤＢ１３に格納される情報は、閲覧対象となった不動産の不動産ＩＤ、
購入希望者による閲覧数、および、購入希望者による閲覧時間を相互に関連付けて構成さ
れている。
【００４１】
また、回答ＤＢ１４は、不動産ＤＢ１１にて格納された情報が購入希望者にて閲覧され
た際、この情報に関する所定の質問情報に対して得られた回答情報を格納する回答情報格
納手段である。この回答ＤＢ１４に格納される情報は、アンケート対象となった不動産の
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不動産ＩＤ、回答の有無、回答日時、回答を行なった購入希望者が希望する不動産の条件
（地域、物件タイプ、売却価格、単位面積当りの単価、間取り、面積、設備、こだわりの
ある条件等）、回答を行なった購入希望者の属性（家族構成、年令、職業、年収等）、閲
覧した不動産の購入意思に関する回答（是非買いたい、購入を検討したい、とりあえず検
討する、参考にする、興味がない等の所定の回答選択肢のうち、選択された回答選択肢の
番号等）、および、アンケート対象となった不動産に関する資料請求の要望の有無を相互
に関連付けて構成されている。
【００４２】
また、ＷｅｂＤＢ１５には、クライアント装置２〜４に対して送信するための各種のＷ
ｅｂデータが記録されている。このＷｅｂデータとしては、後述する不動産情報表示画面
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や入札用画面を表示するためのデータ等があり、これらデータは、例えば、ＨＴＭＬやＸ
ＭＬにて記述されたテキスト・ファイルとして形成されている。この他、ＷｅｂＤＢ１５
に は 、 必 要 に 応 じ て 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ２ 〜 ４ に 送 信 す る た め の 音 声 を WAVE形 式 や AIFF形
式 の 如 き 音 声 フ ァ イ ル で 格 納 し た り 、 静 止 画 や 動 画 を JPEG形 式 や MPEG2形 式 の 如 き 画 像 フ
ァイルで格納することができる。
【００４３】
また、図２において、通信制御ＩＦ１６は、サーバ装置１とインターネット５（または
ルータ等の通信装置）との間における通信制御を行うものであり、営業者ＤＢ１０にて格
納された情報、不動産ＤＢ１１にて格納された情報や第２の不動産ＤＢ１２にて格納され
た情報、あるいは、後述する需要予測処理部１７ｈや価格予測処理部１７ｉにて生成され
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た情報を、クライアント装置２〜４に送信する通信手段である。
【００４４】
また、図２において、制御部１７は、機能概念的に、要求解釈部１７ａ、登録処理部１
７ｂ、閲覧処理部１７ｃ、認証処理部１７ｄ、集計処理部１７ｅ、予測集計処理部１７ｆ
、通知処理部１７ｇ、需要予測処理部１７ｈ、および、価格予測処理部１７ｉを備えて構
成されている。
【００４５】
このうち、要求解釈部１７ａは、クライアント装置２〜４からの要求内容を解釈し、そ
の解釈結果に応じて制御部１７の他の各部に処理を受け渡す要求解釈手段である。
また、登録処理部１７ｂは、クライアント装置２〜４からの各種情報の登録要求を受け
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て、各ＤＢに対する情報登録を行う登録処理手段である。
また、閲覧処理部１７ｃは、クライアント装置２〜４からの各種画面の閲覧要求を受け
て、これら画面のＷｅｂデータの生成や送信を行う閲覧処理手段である。
また、認証処理部１７ｄは、クライアント装置４からの認証要求を受けて、この認証判
断を行う認証処理手段である。
【００４６】
また、集計処理部１７ｅは、各営業者の実績ベースでの取引成績に関する情報に基づい
て、各営業者の実績ベースでの取引成績の集計を行う集計処理手段である。
また、予測集計処理部１７ｆは、各営業者の実績ベースでの取引成績に関する情報に基
づいて、各営業者の予測ベースでの取引成績の集計を行う予測集計処理手段である。
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また、通知処理部１７ｇは、不動産取引の仲介を依頼する営業者を特定する情報が、売
却希望者のクライアント装置２から送信された際、この情報にて特定される営業者に対し
て、仲介が依頼された旨を通知する通知処理手段である。ここでは、通知処理部１７ｇは
、電子メールを自動生成して送信することにより、営業者に対する通知を行う。
【００４７】
また、需要予測処理部１７ｈは、不動産ＤＢ１１にて格納された情報と、閲覧履歴ＤＢ
１３に格納された情報と、回答ＤＢ１４に格納された情報とに基づいて、不動産の需要の
程度を予測する需要予測処理手段である。
そして、価格予測処理部１７ｉは、不動産ＤＢ１１にて格納された情報と、閲覧履歴Ｄ
Ｂ１３に格納された情報と、回答ＤＢ１４に格納された情報とに基づいて、不動産の売却
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時の価格を予測する価格予測処理手段である。
なお、これら各部によって行なわれる処理の詳細については、後述する。
【００４８】
さて、これまでにサーバ装置１の構成について説明したが、図示の各構成要素は機能概
念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。
例えば、サーバ装置１の各サーバが備える処理機能、特に制御部１７にて行なわれる各
処 理 機 能 に つ い て は 、 そ の 全 部 ま た は 任 意 の 一 部 を 、 Ｃ Ｐ Ｕ (Central Processing Unit)
および当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現することができ、あるいは、ワ
イヤードロジックによるハードウェアとして実現することも可能である。なお、プログラ
ムは、サーバ装置１が内部的または外部的に備える図示しない本記録媒体に記録されてお
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り、必要に応じてサーバ装置１に機械的に読み取られる。
【００４９】
さらに、サーバ装置１の分散・統合の具合的形態は図示のものに限られず、その全部ま
たは一部を、各種の負荷等に応じた任意の単位で、機能的または物理的に分散・統合して
構成することができる。例えば、ＷｅｂＤＢ１５はＷｅｂサーバ装置１として独立に構成
してもよく、あるいは、不動産ＤＢ１１と第２の不動産ＤＢ１２とを１つのＤＢとして一
体構成してもよい。
【００５０】
（システム構成−売却希望者のクライアント装置２）
次に、売却希望者のクライアント装置２の構成について説明する。図３にはクライアン
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ト装置２のブロック図を示す。この図３に示すように、クライアント装置２は、概略的に
は、制御部２０、ＲＯＭ２１、ＲＡＭ２２、ＨＤ２３、入力装置２４、出力装置２５、入
出力制御ＩＦ２６、および、通信制御ＩＦ２７を備えて構成されており、これら各部がバ
スを介してデータ通信可能に接続されている。
このクライアント装置２は、たとえば、パーソナルコンピュータやワークステーション
、 家 庭 用 ゲ ー ム 機 、 イ ン タ ー ネ ッ ト Ｔ Ｖ 、 Ｐ Ｄ Ａ (Personal Digital Assistant)、 あ る い
は 、 携 帯 電 話 や Ｐ Ｈ Ｓ （ Personal Handy Phone System)の 如 き 移 動 体 通 信 端 末 に よ っ て 実
現することができる。
【００５１】
このクライアント装置２の制御部２０は、Ｗｅｂブラウザ２０ａおよび電子メーラ２０
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ｂを備えて構成されている。このうち、Ｗｅｂブラウザ２０ａは、基本的には、Ｗｅｂデ
ータを解釈して、後述するモニタ２５に表示させる表示制御（ブラウズ処理）を行うもの
で あ る 。 ま た 、 電 子 メ ー ラ ２ ０ ｂ は 、 所 定 の 通 信 規 約 （ 例 え ば 、 SMTP（ Simple Mail Tran
sfer Protocol） ） に 従 っ て 、 電 子 メ ー ル の 送 受 信 を 行 う 。
【００５２】
この制御部２０は、その全部または任意の一部を、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて解釈実
行されるプログラムにて実現することができる。すなわち、ＲＯＭ２１またはＨＤ２３に
は 、 Ｏ Ｓ （ Operating System） と 協 動 し て Ｃ Ｐ Ｕ に 命 令 を 与 え 、 各 種 処 理 を 行 う た め の コ
ンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、ＲＡＭ２２に
ロードされることによって実行され、ＣＰＵと協動して制御部２０を構成する。
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しかしながら、このコンピュータプログラムは、クライアント装置２に対して任意のネ
ットワークを介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記録されてもよく、
必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。このあるいは、
各制御部２０の全部または任意の一部を、ワイヤードロジック等によるハードウェアとし
て実現することも可能である。
【００５３】
また、入力装置２４としては、キーボード、マウス、および、マイク等を用いることが
できる。この入力装置２４は、取引の仲介を依頼するための営業者を特定する情報を入力
するための入力インターフェースである。
また、出力装置２５としては、モニタ（家庭用テレビを含む）の他、スピーカを用いる
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ことができる（なお、以下においては出力装置２５をモニタ２５として記載する）。この
出力装置２５は、複数の営業者の各々の仲介能力に関する情報、不動産に関する情報、不
動産の取引予測に関する情報、あるいは、仕様変更を行なった状態の不動産に関する情報
を出力するための出力インターフェースである。
【００５４】
また、通信制御ＩＦ２７は、クライアント装置２とインターネット５（またはルータ等
の通信装置）との間における通信制御を行う。この通信制御ＩＦ２７は、仲介能力に関す
る情報をサーバ装置１から受信すると共に、営業者を特定する情報をサーバ装置１に送信
し、また、不動産に関する情報と不動産の取引予測に関する情報とをサーバ装置１から受
信し、不動産に関する情報と仕様変更を行なった状態の不動産に関する情報とをサーバ装
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置１から受信する通信手段である。
【００５５】
このように構成されたクライアント装置２は、モデム、ＴＡ、ルータ等の通信装置と電
話回線を介して、あるいは、専用線を介して、インターネット５に接続されており、所定
の通信規約（たとえば、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル）に従ってサーバ装置１
にアクセスすることができる。
【００５６】
（システム構成−購入希望者または営業者のクライアント装置３、４）
次に、購入希望者または営業者のクライアント装置３、４の構成について説明する。
購入希望者のクライアント装置３は、概略的には、制御部３０、ＲＯＭ３１、ＲＡＭ３
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２、ＨＤ３３、入力装置３４、出力装置３５（モニタ３５）、入出力制御ＩＦ３６、およ
び、通信制御ＩＦ３７を備えて構成されている。また、制御部３０は、Ｗｅｂブラウザ３
０ａおよび電子メーラ３０ｂを備えて構成されている。
【００５７】
また、営業者のクライアント装置４は、概略的には、制御部４０、ＲＯＭ４１、ＲＡＭ
４２、ＨＤ４３、入力装置４４、出力装置４５（モニタ４５）、入出力制御ＩＦ４６、お
よび、通信制御ＩＦ４７を備えて構成されている。また、制御部４０は、Ｗｅｂブラウザ
４０ａおよび電子メーラ４０ｂを備えて構成されている。
ただし、これらクライアント装置３、４の各部は、上述した売却希望者のクライアント
装置２の同一名称における各部と同様に構成することができるため、その説明を省略する

10

。
【００５８】
（ネットワーク）
なお、これらサーバ装置１とクライアント装置２〜４とを接続するネットワークとして
は、上述したインターネット５に限られず、任意のネットワークを利用することができる
。例えば、限定されたエリア内でＬＡＮ、ＷＡＮあるいはパソコン通信網を用いて、本シ
ステムを構築することができる。また、その他にも、地上波、ＣＡＴＶ、ＣＳ、ＢＳ、あ
る い は 、 Ｉ Ｓ Ｄ Ｂ （ Integrated Services Digital Broadcasting)を 用 い て 、 各 種 デ ー タ
を送受信することができる。すなわち、ネットワークには、有線ネットワークのみならず
、これら無線・通信ネットワークを含めることができる。
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【００５９】
（取引支援処理）
次に、このように構成された本システムを用いて行なわれる本方法としての取引支援処
理の詳細について説明する。なお、ここでは、前提として、複数の営業者が本システムに
登録されており、これら営業者の基本情報が営業者ＤＢ１０に予め格納されているものと
する。この営業者の登録や基本情報の格納は任意の方法で行うことができ、例えば、本シ
ステムの開設者が、本システムへの登録を希望する営業者に対して書類審査を行い、この
書類審査に合格した営業者からアンケート等にて基本情報を取得して、この基本情報をＦ
Ｔ Ｐ (File Transfer Protocol)に 従 っ た フ ァ イ ル 転 送 等 に て 、 営 業 者 Ｄ Ｂ １ ０ に 登 録 す る
ことができる。なお、この際、営業者ＩＤおよびパスワードが所定の方法（連番、ランダ
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ム生成等）にて発行され、営業者ＤＢ１０に格納される。
【００６０】
この取引支援処理の開始タイミングは、特記する場合を除いて任意であるが、本実施の
形態においては、クライアント装置２〜４のモニタ２５、３５、４５に表示される初期画
面を起点として行われるものとする。
具体的には、利用者が、クライアント装置２〜４のＷｅｂブラウザ２０ａ、３０ａ、４
０ａを起動し、このＷｅｂブラウザ２０ａ、３０ａ、４０ａの所定の入力欄に、本システ
ムの初期画面に対応する所定のＵＲＬを入力する。そして、画面更新を指示すると、Ｗｅ
ｂブラウザ２０ａ、３０ａ、４０ａは、このＵＲＬを通信制御ＩＦ２７、３７、４７を介
して所定の通信規約にて送信し、このＵＲＬに基づくルーティングによってサーバ装置１
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に対する初期画面の送信要求を行う。
【００６１】
サーバ装置１の要求解釈部１７ａは、クライアント装置２〜４からの送信の有無を監視
しており、送信を受けると、この送信の内容を解析し、その結果に応じて当該制御部１７
内の各部に処理を移す。送信の内容が初期画面の送信要求である場合には、主として閲覧
処理部１７ｃの制御下において、ＷｅｂＤＢ１５から初期画面を表示するためのＷｅｂデ
ータを取得し、このＷｅｂデータを通信制御ＩＦ１６を介してクライアント装置２〜４に
送信する。ここで、サーバ装置１からクライアント装置２〜４へデータ送信を行う際のク
ライアント装置２〜４の特定は、クライアント装置２〜４から送信要求と共に送信された
ＩＰアドレスを用いて行う。
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【００６２】
このクライアント装置２〜４は、サーバ装置１からのＷｅｂデータを通信制御ＩＦ２７
、３７、４７を介して受信し、このデータをＷｅｂブラウザ２０ａ、３０ａ、４０ａにて
解釈することにより、モニタ２５、３５、４５に初期画面を表示する（以下、クライアン
ト装置２〜４からサーバ装置１への画面要求と、サーバ装置１からクライアント装置２〜
４へのＷｅｂデータの送信、および、クライアント装置２〜４におけるＷｅｂページの表
示はほぼ同様に行われるものとし、以下ではその詳細を省略する）。
【００６３】
この初期画面を図１７に例示する。この図１７に示すように初期画面は、例えば、売却
希望者が各種操作を行うための売却希望者用画面に移行するためのリンクボタンＭＡ−１
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、購入希望者が各種操作を行うための購入希望者用画面に移行するためのリンクボタンＭ
Ａ−２、および、登録済みの営業者が各種操作を行う営業者用画面に移行するためのリン
クボタンＭＡ−３を含んで構成されている。
【００６４】
そして、利用者が入力装置２４、３４、４４を介してリンクボタンＭＡ−１〜ＭＡ−３
のいずれかを選択すると、要求内容を特定するための識別子がサーバ装置１に送信される
。そして、サーバ装置１の要求解釈部１７ａは、この識別子を解析することによって、ク
ライアント装置２〜４からの要求の内容を解析する（クライアント装置２〜４からサーバ
装置１への要求内容の識別については、以下の処理においてもほぼ同様に行われるものと
し、以下ではその詳細を省略する）。
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【００６５】
具体的には、売却希望者が初期画面のリンクボタンＭＡ−１を選択すると、売却希望者
用画面がクライアント装置２のモニタ２５に表示される。この売却希望者用画面は、図１
８に例示するように、営業者に関する情報を閲覧する画面に移行するためのリンクボタン
ＭＢ−１、および、自己の登録している不動産の営業状況を閲覧する画面に移行するため
のリンクボタンＭＢ−２を含んで構成されている。
【００６６】
あるいは、購入希望者が初期画面のリンクボタンＭＡ−２を選択すると、購入希望者用
画面がクライアント装置３のモニタ３５に表示される。この購入希望者用画面は、図１９
に例示するように、本システムに登録されている不動産の情報を閲覧する画面に移行する
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ためのリンクボタンＭＣ−１、および、営業者に対する業務評価を入力する画面に移行す
るためのリンクボタンＭＣ−２を含んで構成されている。
【００６７】
また、営業者が初期画面のリンクボタンＭＡ−３を選択すると、営業者用画面がクライ
アント装置４のモニタ４５に表示される。この営業者用画面は、図２０に例示するように
、自己の取引成績を登録する画面に移行するためのリンクボタンＭＤ−１、本システムに
不動産の情報を登録する画面に移行するためのリンクボタンＭＤ−２、および、登録した
不動産の情報を変更する画面に移行するためのリンクボタンＭＤ−３を含んで構成されて
いる。
【００６８】
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なお、営業者が初期画面から営業者用画面に移行する間には、営業者の認証処理が行な
われる。すなわち、図示しないログオン用画面がモニタ４５に表示され、この画面に営業
者が自己の営業者ＩＤおよびパスワードを入力して送信すると、これらの情報がサーバ装
置１の認証処理部１７ｄに受け渡される。そして、認証処理部１７ｄは、これら送信され
た情報と、営業者ＤＢ１０に格納された情報とを比較することにより、営業者の認証を行
う。そして、認証がＯＫの場合にのみ、営業者用画面のＷｅｂデータをクライアント装置
４に送信し、認証が得られない場合には、所定のエラー画面のＷｅｂデータを送信する。
このような各処理を経て、売却希望者は売却希望者用画面、購入希望者は購入希望者用
画面、営業者は営業者用画面を起点として、所望の手続を行うことができる。
【００６９】
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（取引成績の入力処理）
次に、営業者が自己の取引成績を入力する際の処理について説明する。営業者が図２０
の営業者用画面においてリンクボタンＭＤ−１を選択すると、取引成績の入力用画面のＷ
ｅｂデータがＷｅｂＤＢ１５から呼び出され、この画面がクライアント装置４のモニタ４
５に表示される。この画面は、営業者が自己の取引成績の各項目を入力するための入力欄
と、この取引成績の登録を指示するための登録ボタンとを含んで構成されている。
そして、営業者が入力欄に取引成績を入力して登録ボタンを選択すると、この取引成績
が、サーバ装置１に送信される。そして、登録処理部１７ｂの制御下において、取引成績
が、当該送信を行なった営業者の営業者ＩＤに関連付けて営業者ＤＢ１０に格納される。
これにて、取引成績の入力処理が終了する。

10

【００７０】
（業務評価の入力処理）
次に、購入希望者が営業者に対する業務評価を入力する際の処理について説明する。購
入希望者が購入希望者用画面においてリンクボタンＭＣ−１を選択すると、業務評価の入
力用画面のＷｅｂデータがＷｅｂＤＢ１５から呼び出され、この画面がクライアント装置
３のモニタ３５に表示される。この画面は、業務評価の対象となる営業者の営業者ＩＤを
入力するための入力欄と、この営業者の業務評価の評価項目と、各評価項目に対する業務
評価を入力するための入力欄と、この業務評価の登録を指示するための登録ボタンとを含
んで構成されている。
【００７１】
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そして、購入希望者が入力欄に営業者ＩＤおよび業務評価の内容を入力して登録ボタン
を選択すると、これら営業者ＩＤおよび業務評価が、サーバ装置１に送信される。そして
、登録処理部１７ｂの制御下において、業務評価が、当該送信された営業者ＩＤに関連付
けて営業者ＤＢ１０に格納される。これにて、業務評価の入力処理が終了する。
なお、ここでは、購入希望者に営業者ＩＤを入力してもらうようにしているが、購入希
望者が営業者ＩＤを正確に把握していないことも考えられるので、その他の任意の方法に
よって営業者の特定を行なってもらうようにしてもよい。例えば、営業者ＤＢ１０に格納
されている営業者の氏名や顔写真画像等を業務評価の入力用画面にリスト表示し、業務評
価の対象となる営業者を選択してもらうようにしてもよい。
【００７２】
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（営業者の選択処理）
次に、売却希望者が営業者の情報を閲覧し、自己の不動産の取引仲介を依頼する営業者
を選択するための営業者選択処理について説明する。売却希望者が図１８の売却希望者用
画面においてリンクボタンＭＢ−１を選択すると、営業者の選択処理が開始される。この
処理のフローチャートを図４〜６に示す。
【００７３】
この処理においては、まず、上述のようにリンクボタンＭＢ−１が選択されることによ
って、営業者選択処理の要求がサーバ装置１に送信されると（ステップＳＡ−１）、要求
解釈部１７ａは、この要求を閲覧処理部１７ｃに受け渡す。この閲覧処理部１７ｃは、営
業者ＤＢ１０から、本システムに登録されている全ての営業者の基本情報の全部または所
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定の一部を呼び出し（ステップＳＡ−２、ＳＡ−３）、この基本情報を含んだ営業者概要
情報表示画面のＷｅｂデータを生成して、このＷｅｂデータをクライアント装置２に送信
する（ステップＳＡ−４）。この結果、営業者概要情報表示画面がクライアント装置２の
モニタ２５に表示される（ステップＳＡ−５、ＳＡ−６）。なお、このようなＷｅｂデー
タ の 生 成 は 、 例 え ば 、 Ｃ Ｇ Ｉ (Common Gateway Interface)を 用 い て 行 う こ と が で き る （ 以
下、Ｗｅｂデータの生成に関して同じ）。
【００７４】
この画面には、図２１に例示するように、各営業者の氏名ＭＥ−１、経験年数ＭＥ−２
、顧客数ＭＥ−３、および、自己アピールＭＥ−４が表示されている。この画面を閲覧す
ることにより、売却希望者は、各営業者の仲介能力の概要を把握することができ、仲介を
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依頼する営業者を限定することができる。
そして、売却希望者は、さらに詳細を知りたい営業者がいる場合には、この営業者の詳
細情報の表示を要求することができる。この要求は、例えば、図２１の画面において、詳
細を知りたい営業者をクリック等にて選択することによって行うことができる。
【００７５】
この要求は、選択された営業者を特定するための情報と共に、サーバ装置１に送信され
る（ステップＳＡ−７、ＳＡ−８）。すると、要求解釈部１７ａは、この要求等を閲覧処
理部１７ｃに受け渡す。この閲覧処理部１７ｃは、営業者ＤＢ１０を閲覧して、売却希望
者にて特定された営業者の取引成績を呼び出し（ステップＳＡ−９、ＳＡ−１０）、この
取引成績を集計処理部１７ｅおよび予測集計処理部１７ｆに受け渡す。そして、集計処理
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部１７ｅによって、実績ベースでの取引成績の集計処理が行なわれると共に（ステップＳ
Ａ−１１）、予測集計処理部１７ｆによって、予測ベースでの取引成績の集計処理が行な
われる（ステップＳＡ−１２）。
【００７６】
（営業者の選択処理−実績ベースでの取引成績の集計処理）
まず、実績ベースでの取引成績の集計処理について説明する。この処理のフローチャー
トを図７に示す。この図７に示すように、集計処理部１７ｅは、まず、成約率を算定する
（ステップＳＢ−１）。成約率とは、各営業者が仲介を担当した不動産に対する、取引が
成立した不動産の割合を示すものであり、各営業者の仲介達成率を示す。集計処理部１７
ｅは、成約率（％）＝（取引成績の販売物件数／取引成績の営業物件数）×１００のよう
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に算定する。
【００７７】
特に、集計処理部１７ｅは、この成約率を、全体、物件タイプ別、地域別、物件タイプ
および地域別、購入者属性別、で算定する。具体的には、営業者ＤＢ１０から呼び出した
取引成績に基づいて、販売物件数および営業物件数をそれぞれ、全体（当該営業者の販売
物件の総数または営業物件の総数）、物件タイプ別（例えば、一戸建ての販売物件数等、
または、マンションの販売物件数等）、地域別（例えば、東京都２３区内での販売物件数
等）、物件タイプおよび地域別（例えば、一戸建て、かつ、東京都２３区内での販売物件
数等）、購入者属性別（例えば、年収１０００万円〜１５００万円以内の購入者に対する
販売物件数等）に求め、これら販売物件数および営業物件数に上記式を適用して、全体、
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物件タイプ別、地域別、物件タイプおよび地域別、購入者属性別のそれぞれの成約率を算
定する。
【００７８】
また、集計処理部１７ｅは、経過期間別成約率を算定する（ステップＳＢ−２）。経過
期間別成約率とは、上記の成約率を、成約期間毎に算定したものであり、成約期間と成約
率との対応関係を示す。集計処理部１７ｅは、成約期間を所定期間毎に区分し（例えば、
１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月等）、この区分毎の成約率の平均値を求めることによって、経過
期間別成約率（例えば、１ヶ月以内の成約率、３ヶ月以内の成約率、６ヶ月以内の成約率
等）を算定する。なお、この経過期間別成約率についても、上記成約率と同様に、全体、
物件タイプ別、地域別、物件タイプおよび地域別、購入者属性別で算定する。
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【００７９】
さらに、集計処理部１７ｅは、下落価格を算定する（ステップＳＢ−３）。下落価格と
は、販売開始時の不動産の価格と、成約時の不動産の価格との差異であり、成約時までに
どの程度価格が下落したのかを示す。集計処理部１７ｅは、下落価格＝売出し時の価格−
成約価格のように算定する。
【００８０】
そして最後に、集計処理部１７ｅは、営業者の得意分野を決定する（ステップＳＢ−４
）。得意分野とは、営業者の取引成績が最も高いと思われる物件タイプ、地域、物件タイ
プ・地域、または、購入者属性を特定する情報であり、上記物件タイプ別、地域別、物件
タイプおよび地域別、購入者属性別でそれぞれ求めた成約率のうち、各グループそれぞれ
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において成約率が最も高い分野を、得意分野として特定する。例えば、物件タイプ別のグ
ループにおいて、一戸建ての成約率＝７０％、マンションの成約率＝４５％の場合、物件
タイプに関しては一戸建てが得意分野になる。また、地域別グループにおいて、東京都文
京区の成約率＝７５％、東京都杉並区の成約率＝５５％の場合、地域に関しては東京都文
京区が得意分野になる。
【００８１】
その後、集計処理部１７ｅは、上述のように算定した成約率、経過期間別成約率、下落
価格、得意分野を閲覧処理部１７ｃおよび予測集計処理部１７ｆに出力して（ステップＳ
Ｂ−５）、集計処理が終了する。なお、実績ベースでの取引成績の集計は、上述の処理以
外にも、公知の統計的手法を用いた様々な集計処理を行うことができる。
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【００８２】
（営業者の選択処理−予測ベースでの取引成績の集計処理）
次に、予測ベースでの取引成績の集計処理について説明する。この処理において、予測
集計処理部１７ｆは、集計処理において算出された、成約率、経過期間別成約率、および
、下落価格に対して、所定の予測係数をそれぞれ乗ずることによって、予測ベースでの成
約率、経過期間別成約率、および、下落価格を算定する。
ここで、予測係数とは、実績ベースでの成約率等を修正するための係数であり、例えば
、不動産取引に影響を与え得る市場状況（不動産ローンの金利動向、不動産の供給数の増
減動向、消費動向）等を考慮して本システムの開設者が決定し、サーバ装置１に予め格納
する。
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そして、予測集計処理部１７ｆは、このように算定した予測ベースでの成約率、経過期
間別成約率、および、下落価格を閲覧処理部１７ｃに出力して、予測集計処理が終了する
。なお、予測ベースでの取引成績の集計は、上述の処理以外にも、公知の統計的手法を用
いた様々な集計処理を行うことができる。
【００８３】
なお、これら実績ベースまたは予測ベースでの取引成績の集計処理は、上述のタイミン
グの他、種々の異なるタイミングで行なってもよく、例えば、営業者によって新たな取引
成績が登録される毎に集計処理を行い、この集計結果を営業者ＤＢ１０に格納しておいて
もよい。
【００８４】
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再び、図５において、集計処理部１７ｅおよび予測集計処理部１７ｆから集計結果を受
け取った閲覧処理部１７ｃは、これら集計結果と、営業者ＤＢ１０から呼び出した当該営
業者の評価情報とを含んだ営業者詳細情報表示画面のＷｅｂデータを生成し、営業者の詳
細情報しているクライアント装置２に送信する（ステップＳＡ−１３）。この結果、営業
者詳細情報表示画面がクライアント装置２のモニタ２５に表示される（ステップＳＡ−１
４、ＳＡ−１５）。
【００８５】
この画面には、図２２に例示するように、ステップＳＡ−７において選択された営業者
についての、実績ベースでの取引成績の集計ＭＦ−１、予測ベースでの取引成績の集計Ｍ
Ｆ−２、および、評価情報ＭＦ−３と、仲介を依頼するための依頼ボタンＭＦ−４とが表
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示されている（図２２には情報の一部を波線にて省略して示す）。この画面を閲覧するこ
とにより、売却希望者は、各営業者の仲介能力についての詳細を把握することができ、自
己の不動産の仲介に適した営業者を選択することができる。
【００８６】
そして、売却希望者は、画面に表示されている営業者に仲介を依頼する場合には、依頼
ボタンＭＦ−４をクリック等にて選択する。すると、仲介を依頼する旨の要求と、この営
業者を特定するための情報とが、サーバ装置１に送信される（ＳＡ−１６、ＳＡ−１７）
。この要求は、要求解釈部１７ａから閲覧処理部１７ｃに受け渡され、閲覧処理部１７ｃ
は、仲介依頼を受け付けた旨を示す確認画面のＷｅｂデータをＷｅｂＤＢ１５から呼び出
して、クライアント装置２に送信する（ＳＡ−１８、ＳＡ−１９）。この結果、クライア
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ント装置２のモニタ２５には、仲介依頼を受け付けた旨が表示される（ＳＡ−２０、ＳＡ
−２１）。
【００８７】
また、要求解釈部１７ａは、クライアント装置２から送信された、営業者を特定するた
めの情報を、通知処理部１７ｇに受け渡す。この通知処理部１７ｇは、仲介を依頼する旨
を送信した売却希望者に関する情報を含んだ電子メールを自動生成する。そして、上記特
定された営業者の電子メールアドレスを営業者ＤＢ１０から呼び出して、この電子メール
アドレス宛てに、上記電子メールを送信する（ＳＡ−２２）。この電子メールは、電子メ
ールアドレスに応じたメールサーバにスプールされる。これにて営業者の選択処理が終了
する。

10

なお、売却希望者に関する情報は、少なくとも当該売却希望者の連絡先を含んだ情報で
あり、さらには、売却を希望する不動産の概要を含むことが好ましい。この情報は、任意
のタイミングで取得することができ、例えば、売却希望者が初期画面から売却希望者用画
面へ移行する際に、これらの情報の入力を求めてもよい。
【００８８】
（不動産の登録処理）
次に、不動産の登録処理について説明する。この処理のフローチャートを図８、９に示
す。上記の営業者の選定処理において送信された電子メールは、営業者によって任意のタ
イミングで閲覧される。そして、営業者は、この電子メールに含まれる情報を参考にして
、売却希望者に対して任意の方法で連絡を取り、不動産の詳細情報を得ると共に、その売
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却条件を協議する。その後、営業者は、この不動産に関する情報をサーバ装置１に登録す
る。
【００８９】
具体的には、図２０の営業者用画面において、営業者が不動産の登録ボタンＭＤ−２を
選択すると、不動産の登録要求がサーバ装置１に送信される（ステップＳＣ−１）。この
要求は、要求解釈部１７ａから閲覧処理部１７ｃに受け渡され、この閲覧処理部１７ｃは
、不動産の登録用画面のＷｅｂデータをＷｅｂＤＢ１５から呼び出して、クライアント装
置４に送信する（ステップＳＣ−２、ＳＣ−３）。この結果、不動産の登録用画面がモニ
タ４５に表示される（ステップＳＣ−４、ＳＣ−５）。この画面は、不動産に関する情報
を入力する入力欄と、この情報の登録を指示する登録ボタンとを含んで構成されている。
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そして、営業者が、不動産に関する情報を入力欄に入力して登録ボタンを選択すると、こ
の情報がサーバ装置１に送信される（ステップＳＣ−６、ＳＣ−７）。この情報は、要求
解釈部１７ａから登録処理部１７ｂに受け渡され、登録処理部１７ｂの制御下において不
動産ＤＢ１１に格納される（ステップＳＣ−８、ＳＣ−９）。また、この時、登録処理部
は、不動産ＩＤを任意の方法で発行し、上記情報と共に不動産ＤＢ１１に格納する。
【００９０】
その後、不動産の情報の登録と同様の手順にて、仕様変更後の不動産の情報を登録する
ことができる。すなわち、閲覧処理部１７ｃは、仕様変更後の不動産の登録用画面のＷｅ
ｂデータをＷｅｂＤＢ１５から呼び出して、クライアント装置４に送信する（ステップＳ
Ｃ−１０）。この結果、仕様変更後の不動産の登録用画面がモニタ４５に表示される（ス
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テップＳＣ−１１、ＳＣ−１２）。この画面は、仕様変更後の不動産に関する情報を入力
する入力欄と、この情報の登録を指示する登録ボタンとを含んで構成されている。
【００９１】
そして、仕様変更後の不動産に関する情報を入力欄に入力して登録ボタンを選択すると
、この情報がサーバ装置１に送信される（ステップＳＣ−１３、ＳＣ−１４）。この情報
は、要求解釈部１７ａから登録処理部１７ｂに受け渡され、登録処理部１７ｂの制御下に
おいて第２の不動産ＤＢ１２に格納される（ステップＳＣ−１５、ＳＣ−１６）。なお、
この登録時の不動産ＩＤとしては、仕様変更対象となった不動産の不動産ＩＤが用いられ
て、不動産ＤＢ１１に格納された情報と第２の不動産ＤＢ１２に格納された情報との相互
対応が図られている。これにて不動産の登録処理が終了する。
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【００９２】
このように登録される仕様変更後の不動産の情報は、営業者が、売却希望者から得た不
動産の詳細情報と、自己の知識および経験等に基づいて、不動産に対する仕様変更の可能
性や仕様変更すべき方向性等を考慮した上で決定することができる。例えば、３ＬＤＫの
間取りの不動産に対して、一部屋減らす代わりに、リビングを広げて、２ＳＬＤＫとして
登録する等の間取り変更を行う。あるいは、畳敷きの和室をフローリングの洋室に変えた
り、リビングに床暖房を新設したり、キッチンをシステムキッチンにグレードＵＰする等
の設備変更を行う。また、このような仕様変更を行うために必要となる費用についても、
営業者が算出し、仕様変更がない場合の売却価格に付加して、仕様変更後の売却価格を算
定する。

10

【００９３】
（不動産の閲覧処理−購入希望者）
次に、上記のように登録された不動産に関する情報を購入希望者が閲覧するための閲覧
処理について説明する。購入希望者が図１９の購入者用画面において不動産の閲覧のリン
クボタンＭＣ−１を選択することにより、この閲覧処理が開始される。
この処理のフローチャートを図１０〜１２に示す。この図１０〜１２に示すように、リ
ンクボタンＭＣ−１が選択されることにより、不動産の閲覧要求がサーバ装置１に送信さ
れると（ステップＳＤ−１）、この要求は要求解釈部１７ａから閲覧処理部１７ｃに受け
渡され、この閲覧処理部１７ｃは、不動産ＤＢ１１から、その時点において登録されてい
る全ての不動産の概要情報（例えば、所在地、物件タイプ、間取り、売却価格）を呼び出
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す（ステップＳＤ−３）。そして、この基本的情報に基づいて、不動産の概要情報を閲覧
するための画面のＷｅｂデータを生成して、これをクライアント装置３に送信する（ステ
ップＳＤ−４）。この結果、不動産概要情報表示画面がモニタ３５に表示される（ステッ
プＳＤ−５、ＳＤ−６）。
【００９４】
この画面には、図２３に例示するように、不動産の概要情報ＭＧ−１が一覧形式にて表
示されている。そして、購入希望者は、不動産の概要を把握することができ、さらに詳細
な情報を閲覧したい不動産（例えば、自己が購入を検討する不動産）を特定する。この特
定は任意の方法で行うことができるが、例えば、詳細情報を閲覧したい不動産を選択して
クリック等することによって、この特定を行うことができる。このように特定された不動
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産の情報は、当該不動産の詳細情報の閲覧要求としてサーバ装置１に送信される（ステッ
プＳＤ−７、ＳＤ−８）。この要求は、要求解釈部１７ａから、需要予測処理部１７ｈに
受け渡され、需要予測処理が行なわれる（ステップＳＤ−９、ＳＤ−１０）。
【００９５】
（不動産の閲覧処理−需要予測処理）
この需要予測処理について説明する。この処理のフローチャートを図１３に示す。この
処理において需要予測処理部１７ｈは、まず、回答ＤＢ１４から、詳細情報の閲覧対象と
して特定された不動産（当該不動産）に対する、過去のアンケートの回答情報を呼び出し
（ステップＳＥ−１）、閲覧履歴ＤＢ１３から、当該不動産に対する、これまでの閲覧履
歴を呼び出し（ステップＳＥ−２）、さらに、営業者ＤＢ１０から、当該不動産の営業者
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の取引成績（成約率）を呼び出す（ステップＳＥ−３）。
【００９６】
さらに、需要予測処理部１７ｈは、不動産ＤＢ１１から、当該不動産に類似する不動産
の取引成績（成約率と成約期間）を呼び出す（ステップＳＥ−４）。ここで、類似する不
動産とは、当該不動産に対して、所定の類似基準に合致する不動産である。この類似基準
としては、例えば、不動産の所在地、物件タイプ、間取り等を用いることができ、具体的
には、当該不動産が「所在地＝東京都杉並区、物件タイプ＝マンション、間取り＝３ＬＤ
Ｋ」である場合には、同一の所在地、物件タイプ、および、間取りの不動産が、類似する
不動産になる。
【００９７】
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そして、需要予測処理部１７ｈは、このように呼び出した各情報に基づいて、当該不動
産の予測成約率と予測成約期間を算定する（ステップＳＥ−５）。この算定の具体的方法
としては、公知の統計的手法に基づく任意の方法を採用することができるが、ここでは、
類似不動産の成約率と成約期間に対して、当該不動産の回答情報、閲覧履歴、および、営
業者の成約率に基づく補正を行うことによって算定する。
【００９８】
具体的には、まず、当該不動産の購入意思に関する回答を、所定の算定基準に基づいて
得点化する。例えば、「是非買いたい」との回答が選択された場合には「得点＝２」、「
購 入 を 検 討 し た い 」 と の 回 答 が 選 択 さ れ た 場 合 に は 「 得 点 ＝ 1」 … 「 興 味 が な い 」 と の 回
答が選択された場合には「得点＝−２」のような得点化基準を設けることにより、各項目
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を得点化する。次いで、各項目の得点の平均値を求めることによって、各回答情報全体ベ
ースでの補正係数を算定する。例えば、１０項目の回答情報の総得点が１５の場合、補正
係数＝１５／１０＝１．５になる。そして、当該不動産について得られた全ての回答情報
の補正係数の平均値を求めることにより、回答情報全体ベースでの補正係数を算定する。
このように求めた補正係数は、回答情報に基づいて、当該不動産の需要の程度を示すこと
になる。
【００９９】
次に、当該不動産の閲覧履歴を、所定の算定基準に基づいて得点化する。例えば、「閲
覧数の累計が５０未満の場合、得点＝−２」、「閲覧数の累計が５０以上で１００未満の
場合、得点＝−１」、「閲覧数の累計が１００以上で１５０未満の場合、得点＝０」のよ
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うな得点化基準を設けることにより、閲覧数を得点化する。また、「閲覧時間の累計が１
時間未満の場合、得点＝−２」、「閲覧時間の累計が１時間以上で２時間未満の場合、得
点＝−１」、「閲覧時間の累計が２時間以上で３時間未満の場合、得点＝０」のような得
点化基準を設けることにより、閲覧時間を得点化する。次いで、この閲覧数の得点と、閲
覧時間の得点との平均値を求めることにより、閲覧履歴ベースでの補正係数を算定する。
このように求めた補正係数は、閲覧履歴に基づいて、当該不動産の需要の程度を示すこと
になる。
【０１００】
さらに、営業者の成約率に基づく補正係数を、所定の算定基準に基づいて算定する。例
えば、「成約率が９０％以上の場合、補正係数＝２」「成約率が８０％以上で９０％未満
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の場合、補正係数＝１．５」のように算定する。このように求めた補正係数は、営業者の
仲介能力に基づいて、当該不動産の成約の正否の程度を示すことになる。
【０１０１】
そして、回答情報全体ベースでの補正係数、閲覧履歴ベースでの補正係数、および、営
業者の成約率に基づく補正係数の平均値を求めることによって、当該不動産の補正係数を
求める。このように求めた補正係数は、相互的な観点からの当該不動産の需要の程度を示
すことになる。
そして最後に、類似不動産の成約率に補正係数を乗じることによって、当該不動産の予
測成約率を算定し、類似不動産の成約期間を補正係数で除することによって、当該不動産
の予測成約期間を算定する。例えば、「補正係数＝１．１」であり、「類似不動産の成約
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率＝８５％」「類似不動産の成約期間＝２５日」の場合、「当該不動産の成約率＝８５×
１．１≒９４％」「類似不動産の成約期間≒２３日」になる。なお、成約率の場合に補正
係数を乗じるのは、需要の程度と成約率とが一般的には相互に比例する傾向にあるからで
あり、成約期間の場合に補正係数で除するのは、需要の程度と成約期間とが一般的には相
互に反比例する傾向になるからである。
【０１０２】
その後、需要予測処理部１７ｈは、当該不動産が購入されるまでの残存期間の予測値（
予測タイムリミット）を算定する（ステップＳＥ−６）。具体的には、不動産ＤＢ１１か
ら、当該不動産の本システムへの登録日を呼び出し、この登録日と、任意の方法で取得し
たその時点の日時とに基づいて、当該不動産が本システムに登録されてから今までに経過
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した日数を算定する。そして、この日数を、上記算定した予測成約期間から差し引くこと
により、予測タイムリミットを算定する。
そして、需要予測処理部１７ｈは、これら、予測成約率、予測成約期間、および、予測
タイムリミットを閲覧処理部１７ｃに受け渡し、需要予測処理を終了する。
【０１０３】
その後、図１１において、閲覧処理部１７ｃは、当該不動産の閲覧回数のランキングを
求める（ステップＳＤ−１１）。具体的には、閲覧履歴ＤＢ１３を参照して、全ての不動
産の閲覧回数を呼び出し、この中における、当該不動産の閲覧回数の順位を求める。
そして、閲覧処理部１７ｃは、予測成約率、予測成約期間、予測タイムリミット、およ
び、閲覧回数のランキングを含んだ不動産詳細情報の表示画面のＷｅｂデータを生成して

10

、購入希望者のクライアント装置３に送信する（ステップＳＤ−１２）。この結果、不動
産詳細情報の表示画面がモニタ３５に表示される（ステップＳＤ−１３、ＳＤ−１４）。
この画面を図２４に例示する。このような画面を参照することによって、購入希望者は、
自己にとって興味のある不動産が、どの程度の確立で成約されるのか（予測成約率ＭＨ−
１）、どの程度の期間で成約されるのか（予測成約期間ＭＨ−２）、および、あと何日以
内に売却されてしまうか（予測タイムリミットＭＨ−３）を把握することができる。
【０１０４】
このような閲覧を終えた後、不動産情報の閲覧を終了する場合、購入希望者は、閲覧の
終了ボタンＭＨ−４を選択する。すると、その旨を示す情報がサーバ装置１に送信され（
ステップＳＤ−１５、ＳＤ−１６）、閲覧処理部１７ｃによる閲覧履歴ＤＢ１３の内容の

20

更新が行なわれる（ステップＳＤ−１７、ＳＤ−１８）。すなわち、閲覧処理部１７ｃは
、先程まで閲覧されていた不動産の閲覧回数を１増分し、また、当該閲覧が行なわれた時
間に基づいて累計閲覧時間を格納する。このように格納された閲覧履歴を用いて、上記の
ように需要予測処理が行なわれると共に、後述するように価格予測処理が行なわれる。
【０１０５】
また、閲覧処理部１７ｃは、アンケート用画面のＷｅｂデータをＷｅｂＤＢ１５から呼
び出して、クライアント装置３に送信する（ステップＳＤ−１９）。この結果、アンケー
ト用画面がモニタ３５に表示される（ステップＳＤ−２０、ＳＤ−２１）。このアンケー
ト用画面は、所定の質問事項と、各質問事項に対する回答を入力するための入力欄と、こ
の回答の送信を指示するための送信ボタンとを備えて構成されており、購入希望者が、回
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答を入力して送信を指示すると、この回答内容を特定する情報がサーバ装置１に送信され
る（ステップＳＤ−２２、ＳＤ−２３）。この情報は、要求解釈部１７ａから登録処理部
１７ｂに受け渡され、回答ＤＢ１４に格納される（ステップＳＤ−２４、ＳＤ−２５）。
このように格納された回答情報を用いて、上記のように需要予測処理が行なわれると共に
、後述するように価格予測処理が行なわれる。これにて購入希望者による不動産の閲覧処
理が終了する。
【０１０６】
（不動産の閲覧処理−売却希望者）
次に、売却希望者が、自己の不動産に関する情報を閲覧するための閲覧処理について説
明する。売却希望者が図１８の売却者用画面において不動産の閲覧のリンクボタンＭＢ−
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１を選択することにより、この閲覧処理が開始される。
この処理のフローチャートを図１４、１５に示す。この図１４、１５に示すように、リ
ンクボタンＭＢ−１が選択されることにより、不動産の閲覧要求がサーバ装置１に送信さ
れると（ステップＳＦ−１）、この要求は要求解釈部１７ａから閲覧処理部１７ｃに受け
渡され、この閲覧処理部１７ｃは、不動産ＤＢ１１から、その時点において当該売却希望
者に関連付けて登録されている全ての不動産の基本的情報を呼び出す（ステップＳＦ−２
、ＳＦ−３）。そして、この基本的情報に基づいて、不動産の概要情報を閲覧するための
画面のＷｅｂデータを生成して、これをクライアント装置２に送信する（ステップＳＦ−
４）。この結果、不動産概要情報表示画面がモニタ２５に表示される（ステップＳＦ−５
、ＳＦ−６）。この画面は、図２３の画面と同様に構成することができるので、その図示
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を省略する。
【０１０７】
そして、売却希望者は、この画面を参照することにより、自己の不動産の登録状況やそ
の内容を確認することができ、購入希望者の閲覧処理の場合と同様に、さらに詳細な情報
を閲覧したい不動産を特定する。このように特定された不動産の情報は、当該不動産の詳
細情報の閲覧要求としてサーバ装置１に送信される（ステップＳＦ−７、ＳＦ−８）。こ
の要求は、要求解釈部１７ａから、需要予測処理部１７ｈに受け渡され、需要予測処理が
行なわれる（ステップＳＦ−９、ＳＦ−１０）。ただし、この需要予測処理は、図１３の
処理と同様に行うことができるので、その説明を省略する。
【０１０８】

10

（不動産の閲覧処理−価格予測処理）
次に、価格予測処理が行なわれる（ステップＳＦ−１１）。この処理のフローチャート
を図１６に示す。この処理において価格予測処理部１７ｉは、需要予測処理と同様に、回
答ＤＢ１４から当該不動産に対する過去のアンケートの回答情報を呼び出し（ステップＳ
Ｇ−１）、閲覧履歴ＤＢ１３から当該不動産に対する閲覧履歴を呼び出し（ステップＳＧ
−２）、営業者ＤＢ１０から当該不動産を仲介する営業者の取引成績（成約率）を呼び出
し（ステップＳＧ−３）、さらに、不動産ＤＢ１１から、当該不動産に類似する不動産の
取引成績（成約価格）を呼び出す（ステップＳＧ−４）。
【０１０９】
そして、価格予測処理部１７ｉは、このように呼び出した各情報に基づいて、当該不動
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産の予測成約価格を算定する（ステップＳＧ−５）。この算定の具体的方法としては、公
知の統計的手法に基づく任意の方法を採用することができるが、ここでは、類似不動産の
成約価格に対して、需要予測処理と同様に算定した補正係数に基づく補正を行うことによ
って算定する。
【０１１０】
具体的には、需要予測処理と同様に、当該不動産の補正係数を求める。そして、類似不
動産の成約価格に補正係数を乗じることによって、当該不動産の予測成約価格を算定する
。例えば、「補正係数＝０．９」であり、「類似不動産の成約価格＝４、５００万円」の
場合、「当該不動産の予測成約価格＝４、５００万円×０．９＝４、０５０万円」になる
。なお、補正係数を乗じるのは、需要の程度と成約価格とが一般的には相互に比例する傾
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向にあるからである。
そして、需要予測処理部１７ｈは、この予測成約価格を閲覧処理部１７ｃに受け渡し、
需要予測処理を終了する。
【０１１１】
そして、図１５において、閲覧処理部１７ｃは、予測成約率、予測成約期間、予測タイ
ムリミット、および、予測成約価格を含んだ不動産詳細情報の表示画面のＷｅｂデータを
生成して、売却希望者のクライアント装置２に送信する（ステップＳＦ−１２）。この結
果、不動産詳細情報の表示画面がモニタ２５に表示される（ステップＳＦ−１３、ＳＦ−
１４）。これにて売却希望者の不動産の閲覧処理が終了する。この画面は、図２５に例示
するように、不動産の予測成約率ＭＩ−１、予測成約期間ＭＩ−２、予測タイムリミット
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ＭＩ−３、予測成約価格ＭＩ−４を含んで構成されており、売却希望者は、自己の不動産
についてのこれらの情報を参照することにより、自己の不動産の売却見込みや、登録され
ている売却価格と予測成約価格との差異等を把握して、価格の見直し等を行うことができ
る。
【０１１２】
（その他の処理）
さて、上記のように不動産の情報を参照した売却希望者は、自己の不動産の売却状況を
改善する必要があると思った場合に、複数の措置を取ることができる。以下、その処理に
ついて説明する。
まず、売却希望者が、営業者を今のまま維持し、登録されている情報（主として、売却
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価格）を変更したい場合には、営業者と任意の方法で協議し、営業者に情報変更を依頼す
る。この依頼を受けた営業者は、図２０の営業者用画面においてリンクボタンＭＤ−３を
選択することにより、図示しない不動産の情報変更用画面に移行して、情報変更を行うこ
とができる。この際の画面構成や更新処理は、任意に行うことができるためにその説明を
省略するが、このように更新された情報は、従前の情報に代えて、不動産ＤＢ１１に格納
される。
例えば、当初は、売却価格＝１、０００万円、予測成約率＝５％であり、予測成約価格
＝９００万円であった場合には、売却価格を９５０万円に下げることにより、成約率＝８
０％にすることができる。
【０１１３】

10

あるいは、売却希望者が、営業者を代えたい場合には、現在の営業者に対しては、任意
の方法で連絡を取り、営業者を変更する旨を伝える。そして、上述の営業者の選択処理を
再び行うことにより、新たな営業者を選択して、当該営業者に、自己の不動産の情報を改
めて登録してもらうことができる。
例えば、当初は、営業者Ａに仲介を依頼した場合に、予測成約率＝５％であった場合、
営業者Ａよりも取引成績が高い営業者Ｂに仲介を依頼し直すことにより、成約率＝５０％
にすることができる。
売却希望者は、このような処理を繰り返すことにより、自己の不動産の成約率を高める
ことができる。
【０１１４】
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さて、これまで本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施の形
態以外にも、上記特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実
施の形態にて実施されてよいものである。
例えば、営業者の取引成績や、その集計については、上記以外の任意の項目についての
情報を取得・生成等して、売却希望者や購入希望者に提示することができる。
また、上記各画面の表示例においては、各ＤＢに格納した情報のうちの一部のみを表示
している例を示しているが、全ての情報を表示するようにしてもよい。
また、集計処理、予測集計処理、需要予測処理、あるいは、価格予測処理の具体的なア
ルゴリズムについては、各処理の目的の範囲内で、適宜変更することができる。
また、営業者に関する情報は、売却希望者のみでなく、購入希望者も閲覧できるように
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して、営業者からセールスを受けた際等の参考情報を入手できるようにしてもよい。ある
いは、営業者に関する情報を、営業者が相互に閲覧できるようにして、情報開示の正確性
の相互監視に利用したり、業務改善の参考にすることができる。
【０１１５】
また、実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行なわれるものとして説明し
た処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行なわれるもの
として説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種の登録デ
ータや検索条件等のパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更
することができる。
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【０１１６】
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フロッピーディスク、光磁気デ
ィスク、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ等の任意の「可搬用
の物理媒体」や、各種コンピュータシステムに内蔵されるＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤ等の任意
の「固定用の物理媒体」、あるいは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットに代表されるネッ
トワークを介してプログラムを送信する場合の通信回線や搬送波のように、短期にプログ
ラムを保持する「通信媒体」を含むものとする。
【０１１７】
また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であ
り、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし
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も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成さ
れ る も の や 、 Ｏ Ｓ （ Operating System） に 代 表 さ れ る 別 個 の プ ロ グ ラ ム と 協 働 し て そ の 機
能を達成するものをも含む。なお、実施の形態に示した各装置において記録媒体を読み取
るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のインストール手順等につ
いては、周知の構成や手順を用いることができる。
【０１１８】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１、２、６、又は、７に記載の本発明によれば、売却希望
者や購入希望者は、営業者の主観的な観点でなく、需要という客観的な観点に基づいた情
報を参照することができる。また、このことにより、取引対象の過剰広告を防止すること
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ができる。また、固定的な情報のみでなく、需要という変動的な観点に基づいた情報を参
照することができる。
【０１１９】
また、請求項３に記載の本発明によれば、購入希望者の情報閲覧時の行動に応じて取引
予測の情報が生成されるので、購入希望者の無意識の関心度を反映した取引予測の情報を
提供することができる。
【０１２０】
また、請求項４に記載の本発明によれば、購入希望者の情報閲覧後の意見に応じて取引
予測の情報が生成されるので、購入希望者が意識的に回答した関心度を反映した取引予測
の情報を提供することができる。
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【０１２１】
また、請求項５に記載の本発明によれば、購入希望者は、自己にとって興味のある不動
産が、あと何日以内に売却されてしまうかを把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】

本発明の実施の形態における取引支援システムの全体構成を示すブロック図で

ある。
【図２】

サーバ装置の構成を示すブロック図である。

【図３】

クライアント装置の構成を示すブロック図である。

【図４】

営業者の選択処理のフローチャートである。

【図５】

営業者の選択処理のフローチャートである。

【図６】

営業者の選択処理のフローチャートである。

【図７】

実績ベースでの取引成績の集計処理のフローチャートである。

【図８】

不動産の登録処理のフローチャートである。

【図９】

不動産の登録処理のフローチャートである。

【図１０】

購入希望者による不動産の閲覧処理のフローチャートである。

【図１１】

購入希望者による不動産の閲覧処理のフローチャートである。

【図１２】

購入希望者による不動産の閲覧処理のフローチャートである。

【図１３】

需要予測処理のフローチャートである。

【図１４】

売却希望者による不動産の閲覧処理のフローチャートである。

【図１５】

売却希望者による不動産の閲覧処理のフローチャートである。

【図１６】

価格予測処理のフローチャートである。

【図１７】

初期画面の表示例を示す図である。

【図１８】

売却希望者用画面の表示例を示す図である。

【図１９】

購入希望者用画面の表示例を示す図である。

【図２０】

営業者用画面の表示例を示す図である。

【図２１】

営業者概要情報表示画面の表示例を示す図である。

【図２２】

営業者詳細情報表示画面の表示例を示す図である。

【図２３】

不動産概要情報表示画面の表示例を示す図である。

【図２４】

不動産詳細情報の表示画面（購入希望者向け）の表示例を示す図である。

【図２５】

不動産詳細情報の表示画面（売却希望者向け）の表示例を示す図である。
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【符号の説明】
１

サーバ装置
１０

営業者データベース

１１

不動産データベース

１２

第２の不動産データベース

１３

閲覧履歴データベース

１４

回答データベース

１５

Ｗｅｂデータベース

１６

通信制御インターフェース

１７

制御部

２〜４

10

１７ａ

要求解釈部

１７ｂ

登録処理部

１７ｃ

閲覧処理部

１７ｄ

認証処理部

１７ｅ

集計処理部

１７ｆ

予測集計処理部

１７ｇ

通知処理部

１７ｈ

需要予測処理部

１７ｉ

価格予測処理部

クライアント装置
２０、３０、４０

５

20
制御部

２０ａ、３０ａ、４０ａ

Ｗｅｂブラウザ

２０ｂ、３０ｂ、４０ｂ

電子メーラ

２１、３１、４１

ＲＯＭ

２２、３２、４２

ＲＡＭ

２３、３３、４３

ＨＤ

２４、３４、４４

入力装置
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