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5000 社超にプレゼンCADを販売

―設計者向けのCADだけでなく、提案・営業支援のためのツールを数多く販
売しているようですが。

　当社の成り立ちからお話をすると、私はもともとコンピュータとも、住宅と
も無関係な仕事をしていました。34 年前に創業した際には、縁があって富士
通の販売店としてオフィスコンピュータと経理ソフトの販売代理店としての
業務を手掛けていました。
　創業当初からオフィスコンピュータのハードもソフトもよく売れました。順
調に業績も伸びていきましたが、パソコンの普及に伴い売上が減少していった
のです。そこで、注目したのが住宅の設計を支援する CAD システム。これを
契機に住宅分野へと進出していったのです。
　しかし、設計支援のための CAD は、会社に１台か 2台あれば十分。導入が
一巡すると販売も厳しくなるのではないかと考えました。加えて、後発の競合
会社との値下げ競争も激しくなってきていました。

安心計画株式会社
小山田　隆広　代表取締役社長 　そうした状況のなかで、営業活動を支援するソフトが登場してきたのです。

お客様へのプレゼンテーションを行うためのもので、設計士のような専門的な
知識がなくても使える。設計士と比べると営業マンの数は多く、営業マンの数
だけソフトも必要になる。そう考え、提案・営業を支援するためのツールの販
売に注力していこうとなったのです。

―現在、どのようなツールを提案しているでしょうか。

　DTS さんの「ウォークインホーム」の開発段階から参加し、20 年以上にわ
たり販売とサポートを続けています。導入していいただいたお客様は 5000 社
を超えており、現在は機能をさらに充実させて「ウォークインホーム・プラス」
の販売とサポートを行っています。
　「ウォークインホーム・プラス」は、プラニングから受注後の確認申請まで、
住宅営業のあらゆる業務に対応しているだけでなく、各種申請書類の作成まで
一気通貫で行えるものです。
　お客様との打ち合せに応じて、敷地計画、意匠や構造・省エネに関する３D
プラニング、契約図面、見積、申請書類の作成といった業務をより簡単に行う
ことができます。
　また、最近では京都大学の中川貴文 准教授が開発した「ウォールスタット」
とも連携できるようになりました。「ウォールスタット」は、コンピュータ上
で振動台実験を高精度にシミュレーションできるものです。このシミュレー
ション結果をお客様に見せることで、莫大な費用がかかる振動台実験を行うこ
となく、地震に対する安全性を確認できます。

経済の主体はモノから情報へ

住宅ビジネスの
新しい可能性を拓くために
住宅ビジネスを効率化・高度化していくためには、提案・営業段階の業務
形態にメスを入れることも重要になる。安心計画では、最先端の IT、CG、
VR 技術を駆使し、住空間をリアルに表現できるソフトの開発、販売、運
用サポートを通じて、住宅の提案・営業シーンに新風を吹き込んでいる。
また、「住宅データバンク」構想を掲げ、住宅会社のストック事業の可能
性を広げるためのプロジェクトを推し進めようとしている。「経済の主体
がモノではなく情報に移行している」と語る同社の小山田隆広社長に「住
宅データバンク」構想の狙いなど聞いてみた。

 　安心計画が構想する
　 「住宅データバンク」とは
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差し替え

住空間プレゼンテーション CAD

ウォークインホーム・プラス

様々な住宅関連企業で導入実績がある住空間プレゼ
ンテーション CAD。スピードと操作性重視の初心者
にもやさしい設計でありながら、提案から図面、積
算、法規チェックなど設計支援までこなせる。

VR画像を共有し営業戦略の確度を高める

―「ウォークインホーム・プラス」については、VRなども制作できるそうで
すね。

　「ウォークインホーム・プラス」で制作したデータを用いて VR のデータを
生成できるようになりました。プランニングをした住宅をスマートフォンで
360 度体験できるのです。
　さらに、そのデータを LIINE で共有できる「共有計画」というサービスも用
意しています。従来は、離れた場所のお客様と画像の共有はできても VRデー
タをリアルタイムに同一アングルで同期・共有することはできませんでした。
この機能を活用することで、遠隔地のお客様でもスマートフォンを使って同じ
VR 画像を見ながら打合せができます。また、この機能の大きな特徴が、お客
様が VR画像を見ると、その情報がメールで住宅会社に送信されるという点で
す。VR をみた回数や箇所などを確認することで、その後の営業戦略などの確
度を上げていくことができるのです。
　新感覚のバーチャルツアーソフト「動線計画」というツールも提案していま
す。これは、スマートフォンやゴーグルを使い、３Dの CGで作られた住宅内
を自由に移動できるというもの。
　ゴーグルを使うことで、より現実的な感覚でこれから建てる住宅の様子を確
認できます。家具や壁紙の色、照明の種類なども簡単に変更できるので、完成
後の住宅をより具体的にイメージしながら打ち合わせを進めることができま
す。営業・提案力の強化につながるはずです。
　どんなに打ち合わせを重ねても、完成後に「イメージと違った」となってし
まうケースは多いのではないでしょうか。その結果、お客様の満足度が低下し
てしまう。VRなどを上手に活用することで、こうした不満を減らすことができ、
お客様、住宅会社の方々ともにメリットをもたらすのです。
　また、今後の展開としては「安心 R計画」というものを推進していくつも
りです。

▶  安心計画が提供するサポートツール なぜ住宅履歴は活用されないのか
「安心R計画」を始動

―「安心R計画」とは、どのようなものなのでしょうか。

　一言で言うと、住宅履歴情報蓄積システムです。住宅履歴については、長期
優良住宅制度が創設された際に、住宅履歴情報登録機関によって住宅履歴を保
管し、メンテナンスやリフォームの実施状況に合わせて履歴情報を更新してい
くという仕組みができました。当社も住宅履歴情報登録機関の認定を取得して
います。
　日本の既存住宅市場が欧米のように活性化しない要因のひとつが、既存住宅
に関する履歴情報が整備されていないこと。
　中古自動車の場合、車検書や法定定期点検整備記録簿などがあるため、安心
して取引ができるわけですが、住宅にはそれがない。「安心 R計画」は、住宅
版の法定定期点検整備記録簿をお客様に代わって、当社が蓄積、さらには更新
していこうというものです。
　住宅履歴に関する情報は、非常に大きな価値を生み出す可能性を秘めていま
す。しかし、現状ではそれほど活用されていません。その大きな理由が、完
成時の設計図書や図面が PDF などで保管されているからではないでしょうか。
PDF の状態で保管されていると、閲覧はできますが、その情報を活用すること
は難しい。
　そこで「安心R計画」では、「ウォークインホーム・プラス」で生成した各種デー
タ、さらにはそのデータを使って製作した VR画像も保管していきます。

「住宅データバンクで日本一の住宅プラットフォーマーに
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VR画像を多様な情報へのアクセスポイントに

―VR画像などを保管するメリットは。

　例えば、お客様が家具や家電を買いに行く際に、スマートフォンで VR画像
を確認しながら置き場所や搬入経路などを確認することができます。
　また、リフォームを行う際には、お客様と住宅会社が同じVR画面を見ながら、
打ち合わせを行うことが可能になります。
　最近、離れて暮らす子どもが、親のために実家のリフォームを行うことが増
えているそうです。その際に、実家に戻ることなく、遠隔地から VRを使って
工務店と打ち合わせを行うこともできるでしょう。
　住宅会社の方々にとっては、履歴情報を見ながらいち早くリフォーム提案を
行うことができるだけでなく、メンテナンスや取り換えの時期などを事前に把
握することもできるでしょう。
　VR 画像は、URL で共有することもできますから、住宅を売却する際に購入
希望者へ情報提供するといったことも考えられます。
　VR 画像の中には、設備や備品などの保証書、取扱説明書などをリンクさせ
ることも可能です。例えば、VR 中にあるトイレの画像をクリックすると、自
動で取扱説明書のデータが開くといったことができるのです。

―VRの中に様々な情報を集約することができるわけですね。

　その通りです。国土交通省の調べによると、2019 年に発生した台風 15 号の

被害で太陽光発電の自立運転を活用できなかったユーザーが約 2割もいたそう
です。機能自体を知らなかったり、取扱説明書がどこにあるか分からないと
いったことが理由のようです。スマートフォンで VRを確認して、取扱説明書
をすぐに開くことができれば、こうした事態も避けることができるのではない
でしょうか。
　VR なども含めて編集可能なデータで住宅履歴を保管・更新していく「安心
R計画」をさらに進展させていくことで、将来的には「住宅データバンク」と
いう構想を実現していきたいと考えています。

損益計算書に現れない情報や知識、資産が
重視される時代に

―「住宅データバンク」構想の内容を教えてください。

　住宅履歴情報を集約していくことで、住宅に関する様々な情報を集約し、そ
の情報を活用して様々なサービスを生み出していくのです。とくに住宅会社の
方々にとっては、新たなストックビジネスの創造も期待できるのではないしょ
うか。
　世界的な潮流として、モノを主体とした経済からデータを主体とした経済へ
と移行しています。「売れたら儲かる、売れなければ赤字」という損益計算書
で企業価値が判断される時代が終わり、損益計算書に現れない情報や知識と
いった資産が重視される時代に突入しようとしているのです。
　住宅ビジネスも同じではないでしょうか。より多くの情報を集め、それを活
用したビジネスを展開していく―。そういったビジネスモデルを構築できれ
ば、企業の規模に関係なく、大きな成功をおさめることができるはずです。住
宅版のグーグルやアマゾンのような企業が登場してきても不思議ではないで
しょう。
　当社では、先ほども言いましたが 5000 社以上の住宅会社の方々に「ウォー

営業支援パノラマ VR

共有計画

アプリ不要・デバイスフリーのクラウドソフト。
「ウォークインホーム・プラス」で作成した 360
度パノラマ画像がシームレスに連動し、仕様変
更や画像・動画のリンクなどコンテンツの編集機能も豊富。
同じ画像を複数の利用者が同時に見ることができ、離れた場所
での打ち合わせなどを効率化する。
さらにリアルタイムに見込みの分析・追客ができ、フォロー効
率の向上にも貢献する。

▶ 詳細はこちら

住宅外観のCGパース
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３Dバーチャルツアー VR

動線計画

WEB プラウザ上で利用可能であるため、ア
プリなどは不要。「ウォークインホーム・プ
ラス」の３Dデータならではの特徴を活か
し、リアルな照明設定や色替えシミュレー
ション、移動・階段の昇り降りなどが可能。
様々なゴーグルにも対応しており、本格的
な VRシステムの臨場感を手軽に味わえる。

クインホーム・プラス」を販売しており、サポートを実施しています。まずは、
こうした住宅会社の方々に「安心 R計画」を理解してもらい、編集可能な状
態で住宅履歴情報、さらには VRのデータを管理していくサービスを提案して
いくつもりです。
　そして、そのデータを住宅会社の方々、さらにはお客様のために活用してい
きたいと考えています。
　その一方で、VRの有益性などを理解してもらいながら、ネット上にバーチャ
ル住宅展示場を開設することも検討しているところです。

「日本一の住宅プラットフォーマー」を目指して
バーチャル住宅展示場を衣食住に関する総合モールに

―バーチャル住宅展示場とは。

　住宅展示場にモデルハウスを開設するためには、数千万円ものコストが必要
です。開設した後も莫大な維持管理費用もかかる。
VR 技術を活用してネット上にバーチャル住宅展示場を開設すれば、そこまで
のコストはかかりません。しかも、24 時間、好きな時間に訪れることができ
ます。
　少し前であれば、通信速度などの問題がありましたが、５G時代になればス
マートフォンで好きな時間に展示場に訪問できる環境が整うでしょう。
　単に住宅に関する情報を得ることができるのではなく、住宅内にある家電や
家具、商品など、衣食住全ての情報が得られるようになると、さらに可能性は
広がっていきます。
　例えば、ある住宅会社のバーチャル展示場を訪問すると、好みの家具が展示
してあったので、その家具の情報を知りたいと思ったとします。その際に家具
の画像をクリックすると、詳細情報が確認できるページが開き、気に入れば購
入ができるようにするのです。テーブルの上にあるビンテージのワインも購入
できる。

　バーチャル展示場を運営する住宅会社は、家具メーカーやワインを販売する
企業から広告費を徴収してもいいかもしれません。
　話は少し変わりますが、米国ではショッピングモールの 3分の１がデッド
モール化しているそうです。ショッピングモールというビジネスモデルは、非
常によくできています。テナントを集めることで集客力が上がり、路面店より
も出店のリスクを抑制できる。オーナーも安定的にテナント収入を得られる。
しかし、最近ではモールで商品の説明だけ聞いて、家に帰ってネットで購入す
るため、リアル店舗の収入が減ってしまっているそうです。
　住宅展示場も同じような状況になる可能性はあります。逆に言うと、バー
チャル展示場で、住宅だけでなく衣食住に関する様々な情報が入手でき、購入
もできるようになると、色々な可能性が広がっていくはずです。
当社が目指しているのは、「日本一の住宅プラットフォーマー」です。住宅に
関する様々な情報を集約し、プラットフォーマーとして新たなビジネスチャン
スを拓いていきたいと考えています。

安心計画株式会社　https://www.anshin.co.jp/
福岡市博多区博多駅前 3-22-8　朝日生命博多駅前ビル 8階　☎  092-475-1751

住宅内観のCGパース


