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第一章  始めに 
 

１．テーマ名 
住宅業界における e-ビジネスの活用 
 

２．研究の狙い 
現在住宅業界で行われている IT を使った技術を把握し、今後どの様に IT が活用さ
れ、顧客に納得いく情報を提供していくことができるかを考えていく。 
 

３．背景 
今まで一軒の家を建てるときには、常に顧客側が素人で、事業者が玄人であるとい

う明確な区分があった。しかし、インターネットや雑誌から得られる膨大な情報によ

り施主の設備への要望がますます高まっている。そしてますます｢設備通｣な※施主が増

殖中である。つまりインターネットの普及により施主側のネット化・プロ化が進んで

いるのである。これらネット化した施主に負けないためには ITを活用する事、しかも
それを全員が顧客より高度に使いこなすことが必要となる。 
 
  

※施主（せしゅ）－建築主。家を建てようと考えている人。 
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第二章  施主のプロ化 
インターネットや雑誌から得られる膨大な情報により施主の設備への要望がますま

す高まっている。そしてますます「設備通」な施主が増殖中だ。実際、施主側のネッ

ト化・プロ化は、劇的なまでに進んでいる。 
「我が家の建築日記」的なホームページの急増は、その象徴ともいえる。男性女性を

問わず、また、インターネットやパソコンの技術レベルにかかわらず、多くの人々（施

主）たちが自らの経験をリアルタイムで発信し始めている。その数およそ７００。さ

らに年々２００以上増えておりネット上での一大コミュニティ群となっている。 
第二章・三章では、どの様な背景で施主のプロ化・が進んでいるのかを考える。 

 
１．施主のプロ化１ 情報収集レベルの高度化 

ネット上には、現在様々な情報源があるが、その中でも関連メーカーのサイトの充

実には目を見張るものがある。それを活用しない手はない。ある個人が挙げた「情報

源サイト」の数がなんと１７１ヶ所。建材で４社、空調で３社、キッチン・水周りで

３社、等々と続く。これら住宅関連メーカーは自らのコスト低減・販促支援もかねて、

商品のＣＡＤデータ等、専門化向けの情報をもネット化し、オープンにしている。も

ちろん個人であっても入手可能である。また、日経住宅サーチ、イサイズ住宅情報な

ど、家づくりに関する情報を扱うサイトも数多く存在し、そこへの登録者数は年々倍々

の勢いで増えつつある。情報源としては相当強力なものとなっている。 
 
家づくりに関する情報を扱うサイト例 
・日経住宅サーチ（http://sumai.nikkei.co.jp/） 

住宅メーカーから、建築工法・坪単価から、収納を工夫した家に住みたいなどの

こだわりなどから住宅メーカーを検索できる。 
・イサイズ住宅情報（http://www.isize.jutakujoho.jp/） 
外観デザインにこだわりたいなどのテーマ・興味から、住宅メーカー一覧から、

地元の工務店一覧などから住宅メーカー・工務店探しができる。 
・家づくりドットコム（http://www.iezukuri.com/） 
注文住宅の設計から建売住宅や中古住宅の購入、リフォームなどさまざまな家づ

くりの場面で役立つノウハウを、建築士が提供している。 
・いい家ネット（http://www.ii-ie2.net/） 
新築・建て替え・増改築などのための工務店探しや、完成見学会や構造見学会な

どの情報探しができる。また、注文住宅の家づくりの実例紹介や、暮らしを快適

にするグッズ紹介。住宅ローンのシミュレーションなど、家づくりのお金と法律

に関する情報を提供している。 
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２．施主のプロ化２ 相談相手の高度化 

従来、施主にとって相談ができる相手は、かなり限られていた。知識も判断力もあ

るが自社商品に偏りがちな営業担当者か、そこから紹介された（当然満足している）

愛顧者か、たまたま最近家を建てた知人か、といったレベルだ。いろいろ住宅展示場

や営業所を回ってみても、聞けるのは一方的な話か、逆に敵のあら捜し情報のみ。し

かし、ネット化された世界では、違う。多くのセミプロ級の経験者やホントのプロか

ら、様々な客観的なアドバイスが貰える。ネット上での会話の例は枚挙にいとまいが

ない。十数名のプロたちがボランティアで開設している「住宅ネット相談室」や、設

備メーカーから直接的なアドバイスが提供されている「ＮＡiＳあかりプラン」などネ
ットを通して施主は、ハウスメーカーに依頼するのと同じレベルのサービスを、個人

として容易に受けることができる。 
 
「住宅ねっと相談室」 
「住宅ねっと相談室」では、会員登録をおこなえば、誰でも無料で利用できる。 
街づくりから住まいや土地活用に関するライフスタイルなど、今までになかったソフ

ト面でのカウンセリング機関の必要性から、消費者に向けた公平中立なサイトとして

開設している。 
カウンセラーは、建築家や、一級建築士。建築企画設計コンサルタント・雑誌編集長・

大工・弁護士など様々な分野の人たちが、ボランティアとして参加している。 
この「住宅ねっと相談室」は、正解としての「回答」を提供するのではなく、「考える

時」を迎えた人たちに対し、「ヒント」と「きっかけ」を提供できる事を最大の目的と

している。 
そんな「住宅ねっと相談室」に寄せられた質問・回答例を付録で紹介する。 
 
 

３．施主のプロ化３ 分析・検討の高度化 
住宅のプランニングで最も重要なポイントは間取りと外見のデザイン決定だ。住宅

の住み心地は、８割方、間取りで決まる。間取り決めを乗り切るには、情報収集や相

談で乗り切ることができるが、問題は本当にその間取りでよいかの検討だ。間取り図

だけでは、間取りが本当には実感・理解・納得できないからだ。どころが、一部の専

門家の特殊技能であった内観図やパース作成などもＰＣを使って極めて簡単にできる

ようになってきた。こういった支援により、旧来、施主が事業者にどうしても勝てな

かった、情報整理能力、生活想像力、コミュニケーション力での逆転がおきつつある。

知識においても、また、顧客が事業者側を凌駕する時代が訪れつつあるのだ。 
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第三章  施主のネット化 
 

１．施主のネット化１ 週次から毎時へ 
どの業界にも、固有のクロックがある。住宅産業でいえばそれは、一週間だ。一般

の住宅営業活動は「週次での打ち合わせ」を基本的な刻みとしている。今週打ち合わ

せて、次はまた来週。ちょっと検討内容が多いと、翌々週となる。明日までにとか二

時間内にとか言う話はあまりない｡ところが、電子メールでのコミュニケーションが主

体になると、事業者側もそうは言っていられない。ある例では、最初の申し込みから

現地調査、間取り・デザイン検討、設備・インテリア検討、外構検討、見積もり、契

約をほぼ電子メールでのやり取りだけで済ませている。わずか１ヶ月でのスピード契

約だが、その間に施主側が発信した電子メール数は４３通。約１７時間に１回のコミ

ュニケーションとなった。「週次」ではなく、「日次」「毎時」といったスピード感とネ

ット化された情報を顧客は待っているのだ。 
 

２．施主のネット化２ 正確性の追及 
電子メールの多用は、正確性、という特性を引き出す事になる。電子メールは文字

情報であるゆえに、曖昧さが少なく、記録性が高い。ネット化され、電子メールを多

用する顧客は、自然とこれまでより格段に高い正確性を求めるようになる。特に業務

上、メールを多用するビジネスマンほどこの傾向は強い。自分の要望を整理してメー

ルで送り、「返事は項目別にメールを分けて送ってくれ」と頼む顧客もいるという。情

報整理という面で大変賢いやり方だろう。同時にここまできたらコミュニケーション

ミスは営業担当者としては許されないのだ。 
 

３．施主のネット化３ ネット※知己への大きな信頼 
これまでは顧客は営業担当者を信頼して事業者を選択した。信頼のできる営業担当

者を見極めて、その人を信じて、どの会社に頼むかを決定していたわけだ。その基本

は変わらないが、ネット化された顧客は、ネット上で知り合った知己にも大きく信を

おく。なにせ相手はリアルにはなかなか知り合えない「自分と同じ悩みを持っている

人」「同じ悩みを乗り越えてある商品を選択した人」「自分と同じ選択をした人」たち

なのだ。その人たちの言葉が、意思決定に大きく影響を与える事は自然である。その

為、ネットでの特定少数者が、大きな影響力を持つようになってきている。そのイン

パクトは、これまでのマス媒体やリアル世界でのそれよりも、むしろ大きいかもしれ

ない。セレブリティでも先生でもない、消費者の側に立った、真のオピニオンリーダ

ーの誕生である。 
※知己（ちき）－自分のことをよく理解してくれている人。人知り合い。知人。 Yahoo!辞書 より 



卒業研究                          a1p21088 齊藤まさの 

7 

 

この様なプロ化・ネット化した施主に向けて、市販のシミュレーションツールやサイ

トがある。 
 

・施主向けのシミュレーションツール 
石川県のロジックが運営するアスカネット（http://www.askanet.ne.jp/）では、簡易間
取り・デザイン設計ソフトである「イエスマイハウス」の無料版を提供している。無

料版といってもかなりのレベルの機能を備えている。操作が簡単であり、初心者でも

十分に使いこなせるものとなっている。間取り案の作成、パースの作成、共に小一時

間ほどでだいたいのものを作ることができる。様々な間取りやデザインを試すのも簡

単だし、延べ床面積等々を計算してもくれる。このソフトにはウォークスルー機能（家

の内部を歩いたときにどう見えるかを表示する機能）がサポートされていないが、ウ

ォークスルー機能を搭載した MADRIC・CG2000（株式会社シーピーユー）ウォーク
スループレーヤーLT版などもある。 
 
アスカネットの「イエスマイハウス」 

  

 

     

                                               

    MADRIC・CG2000 
           （http://www.cpu-net.co.jp/download/wt_lt/walk_down.htm） 
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第四章  住宅業界の BtoC ユーザー参加型の住宅設計システム 
第二章・三章で述べた様な動向から、企業もプロ化・ネット化した施主に対して動

きを見せている。大手住宅メーカーはメールによる直接相談。ホームページ上で間取

り・外観・内観を提供など行っている。 
この様に、プロ化・ネット化した施主に対抗するには、やはりＩＴの活用が要となる。

情報武装した顧客に対して情報なしでは戦えない。しかもそれを全員が施主より高度

に使いこなすことが必要となる。そこで、ＩＴを活用としたツールとしてユーザー参

加型の住宅設計システムを紹介する。 
 
１．システム概要 

住宅会社における業務支援全般をサポートする。見込み客の登録から施主との会話

の中で家族構成や建築時期などを聞きながら、繰り返しプラン提案を確認、金額的な

条件も合意して契約し、確認申請図面を作る。その後工事担当者が発注、工程計画、

現場管理などをしながら引渡までを実施し、その後アフター、リフォーム対策までを

一貫処理支援する行支援システムである。 
特にインターネットを使って、施主が住宅作りにおいて一番楽しいプラン作りを会

話できるツールを提供する。施主から以来のあったプランを住宅会社で作成し、その

３次元プランデータをメール送付ファイルで送付する。施主は自分のＰＣでビューワ

を無償ダウンロードして３次元プランを鳥瞰や外観、内観確認のためのプランの中を

自由に角度を変えながら家族みんなで議論できる環境を提供できる。 
さらにユーザー参加型の住宅設計としては、コラボレーションツールを利用した住

宅設計機能を持つ。施主はインターネット接続のＰＣ環境だけで住宅設計を体験する

ことができるが、ＣＡＤ（コンピュータ及びその周辺機器を用いた設計行為。）の導入

や操作を施主すべて操作させるのは現状無理である。したがって煩雑な操作は共有画

面を見ている住宅会社ＣＡＤ担当者に任せる。住宅会社設計者がプランを作り、その

過程を施主のＰＣで同時に確認してもらう。住宅設計で一番楽しい①部資材の選定②

床、壁、天井の素材選定③間取り作成を施主が行い、自分で設計したという「充実感」

を共有できる。 
インターネットがブロードバンドレベルで普及が進むことにより、一般の施主が自

分の好きな時間に、好きな場所でプラン設計が確認できる時代が到来した。世の中の

ニーズにマッチしたツールを提供することにより、住宅業界の相互コミュニケーショ

ンを支援することができるのである。 
本機能実現のために施主ＰＣはインターネットに接続できる環境でブラウザがあれ

ばよく、ＣＡＤソフトのインストールは不要である。 
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【住宅会社の業務の流れ】 
 
 
 
 
 
 
・住宅会社が施主に３次元プランデータをメール送付ファイルで送付 
・住宅会社設計者がプランを作り、その過程を施主のＰＣで同時に確認 

 
２．ユーザー（施主）にとってのメリット 

施主が住宅作りにおいて一番楽しいプラン作りを自宅にて実体験できる。 
従来の住宅設計は図面やプレゼンボード、見積、カタログなど、成果物を静的な成果

物として見せて施主の意見をもらって繰り返すのが従来のやり方だった。今回のやり

方は、関係者全員でプランの検討やノウハウをその場で会話しながら進めていく。設

計コラボレーション作業である。住宅作りのノウハウを建築士の助言を聞きながらプ

ラン作成に生かし、自分のこだわりは、コーディネータの助言でリラックスできる空

間色でコーディネートし、家族の楽しい住宅作りを支援できる環境として今回の仕組

みが生きる。 
従来にも※リモートアクセスに代表されるような共有システムはあったが、画面情報

のフルスクリーン転送のため、ＡＤＳＬの環境では上りのキャパシティと下りのキャ

パシティが異なるため伝送遅延が起こりやすい。ネットワーク全体で複数メンバが別

の物件で同時に※アプリケーションを共有してもネットワークがダメージを受けるほ

どの負荷にはならない。 
施主は自分のＰＣで鳥瞰や外観、内容などを３次元で自由に角度を変え、視点を変

えながら家族みんなで議論し確認できる。 
アプリケーション共有機能により、アプリケーション共有画面の動作と、電話での

会話により、住宅設計を自分で決定したという「充実感」を住宅会社の営業担当者と

共有でき、お互いの信頼感が増す。 
 

※リモートアクセス－電話回線などを通じて、ネットワークやコンピュータに外から接続すること。遠隔

地のコンピュータにリモートアクセスすることによって、そのコンピュータを、目

の前にある時と同じように直接操作する事ができる。 IT用語辞典 e-Wordsより 
※アプリケーション－ワープロソフトやデータベースソフトなど、特定の仕事を行なうためのソフトウェ

アを指す。 アスキー デジタル用語辞典より 

見
込
み
の
発
掘 

提
案 

契
約 

確
定 

発
注 

施
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完
工 
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フ
タ
ー 

確認申請 

色合わせ 

原価積算 
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３．住宅会社にとってのメリット 

住宅会社の営業担当はこの仕組みを使うことにより、施主との会話を進めることが

できる。施主に対して設計士、プランナーなどがその場で助言することにより多くの

会話を引き出すのに役立っている。施主は、自分のイメージは持っているが、表現で

きない場合が多い。そこで見識を持った多くの人が同時に参加して、施主の意見を聞

くことで矛盾も明らかになる。たとえば、施主の好みだけで色などを決めると、落ち

着かない配色になってしまうこともあるが、本システムを使うことにより、その場で

改善策を具体的に示すことで、手戻りが激減する。 
決定までのプロセスが早くなることにより、従来は、契約まで約３ヶ月位かかって

いた契約までのプロセスが、本システムを利用することにより、約１．５ヶ月に短縮

された。住宅会社としては人件費削減や処理棟数を増やすことにより売り上げの増加

につながる。 
 
これまでの問題点 

住宅会社側 施主側 
家づくりに関する相談相手が限られる 施主とコミュニケーションをとりにくい 

・週次での打ち合わせのため 
・施主がイメージをうまく伝えられな

いため 

外見イメージなどの外観図を専門家に何

枚も描いてもらえない 

申込みから契約までで２ヶ月かかる 間取り図だけでは間取りが本当に実感・理

解・納得できない 
 

 
 
 
 
 
メリット 

住宅会社側 施主側 
施主とコミュニケーションをとりやすく

なる 
専門家の助言を聞きながらこだわりを伝

える事ができる 
プラン作りを自宅にて実体験できる 契約プロセスが短縮 

→人件費削減・売上増加 ３次元のためイメージしやすい 
住宅設計をしたという「充実感」を共有する事で、お互いの信頼感が増す 

 

ユーザー参加型の住宅設計システム

を使用する事で・・・ 
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第五章 まとめ 
 

１．課題 
これらの機能は、すべてネットワークの活用なしでは実現できない。しかし、施主

のＰＣ利用環境は高速のブロードバンドが完備しているところは増えてはいるが、ほ

とんどがＡＤＳＬの環境が多い。特にアプリケーション共有では、実行速度４～５Ｍ

Ｂの速度が望ましい。 
現在の日本では光ケーブルが施設できる場所に制限があり、専用線を引けば別だが

気軽にネットワークスピードを上げるのは難しいこともあり得る。情報インフラの整

備は今後の大きな課題である。 
部材データベースが共通的に管理され多くのＣＡＤ※ベンダで共通的に利用できる

ようになれば、建材メーカーもデータ提供が楽になり、利用者にとっても新製品がす

ぐ使える環境が整う。現実問題としてはＣＡＤベンタの利用するデータ形式が異なり、

建材メーカーとしても求められるデータ形式を複数用意しなければならず、手間と費

用が大きな負担になっている。 
（財）日本住宅・木材技術センターでは、※意匠ＣＡＤと※プレカットＣＡＤのデータ

連携時の個別対応の煩雑さ解消のため、業界標準データ形式の実証実験を実施してい

る。これにより意匠ＣＡＤメーカーもプレカット連動するときのデータ形式を標準化

でき、データの精密度でプレカットＣＡＤ側の作業負荷に多少のばらつきはあるが、

業界での標準化は一本化、開発コスト削減、プレカットコスト削減につながる。 
ＣＡＤデータの各社共通フォーマットの検討やデータ形式の※コンバージョンツー

ルの整備など住宅にかかわる人たちの協力体制も重要になってきている。この問題の

解決のためには、強いリーダーシップと業界横断的な協力体制が必要不可欠である。 
 

※ベンダ（vendor）－製品を販売する会社。製品のメーカーや販売代理店のこと。 コンピュータ用語辞

典より 

※意匠（いしょう）－1.絵画・詩文や催し物などで、工夫をめぐらすこと。趣向。 

2.美術・工芸・工業製品などで、その形・色・模様・配置などについて加える装飾

上の工夫。デザイン。 Yahoo!辞書より 

※プレカット－主として木造住宅の木工事における構造材及び造作材を含めた部品の加工や製造を工場生

産によって行うシステム。一般には機械での加工によることが多い。ＣＡＤ・ＣＡＭによ

る全自動の加工も可能になっている。しかし設置される機械の種類や生産ラインの規模、

手作業の付加など、その利用者の条件や規模が多様で形態はさまざまである。  

                         （http://www.e-pretec.co.jp/sub2.htm より） 

※コンバージョン－建物を壊さずに用途変更して再び利用すること 
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２．感想 

第二章から第四章で述べてきた様に、今後住宅業界ではＩＴ活用が必然となり、施

主とのコミュニケーションを今まで以上に頻繁にとることとなる。住宅会社は、そん

な施主からの問いかけ、相談などに迅速丁寧な対応が問われる。施主からの電子メー

ルに何週間も返事がないでは意味がないのだ。つまり、住宅会社は、これらＩＴを活

用したシステムを使いこなす事ができる人材育成に力を入れる必要がある。 

また、３次元ＣＡＤシステムは、１００万円前後から数百万円にもなるため、購入

するにあたって決して安い買い物ではない。この値段がネックになり、システム導入

を躊躇している中小企業も多い。しかし、無料の３次元ＣＡＤが存在する。米 Alibre

社の「Alibre Design」がそれだ。その他にも、建築ＣＡＤデータを無料でダウンロー

ドできるデータライブラリ、ＣＡＤＢＯＸというサイトもある。技術がある程度成熟

してくると、ソフトの価格が安くなる。これら無料提供されているシステムを活用し、

３次元ＣＡＤシステムを導入した住宅会社は益々増える事であろう。 

これから、住宅購入をすると考えられる２０歳代～４０歳代のインターネット利用

率は高いことから、住宅業界でのＩＴ活用は有効的であると考える。 
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付録 

 
「住宅ねっと相談室」での相談例 
・ 施主側からの質問 

Q-87481 色の決め方 
キッチンの扉の色を悩んでいます。 
北面にＬ型のシステムキッチンで、シンク前に大きな出窓をつけました。 
オープンキッチンで、ダイニングテーブルがすぐあります。一直線にキッチン、ダ

イニング、リビングがあり、まさしく丸見えオープン。 
壁紙は白。フローリングの色はナチュラル。壁の色に合わせて白か、個性的で綺麗

な色のイエローにしようか迷っています。個人の好みだとは思いますが、一般的に

広く見えたり、全体的に綺麗に見える色ってありますか？ 
他にもこれから壁紙など決める際の色の決め方など、ありましたらお願いします。 
こんなこと、と思われるかもしれませんが、良きアドバイスお願いします。 

 
・ カウンセラーからの回答 

A-87842 楽しみながら感性に合う色を決めてください 
内装材の色･柄を決定するのは､本当に悩んで骨が折れますね｡ でも､それは家族
の個性が発揮できる一番楽しい時間でもあります｡ 
最近の住宅は､床はフローリング､壁は白っぽいクロスというのが定番となってお

りますが､その常識を覆す様な発想をしてみるのも一興です｡ 
さて､色の道は深いとか申しまして､人からこの色がいいからこれにしなさいと言

われても､ピンとこない事がよくあります｡ それは感性の問題で人それぞれ違う
ものです｡ 自分の感性に合った色は必ずあるはずです｡ 一番難しい問題は､色と
色の組み合わせにあります｡ それによって落ち着いて感じたり､イライラしたり､
冷たい感じや暖かい感じがします｡ 一般的に赤を中心にした暖色系は､明るく進
出膨張を感じさせ､青を中心とした寒色系は､冷たく後退収縮を感じさせます｡ ま
た､明度･彩度の高い色は､目に強烈で注意を引きつけますが､イライラを感じさせ

ます｡ 逆に中間色系の明度･彩度のやや低い色は､くすんだイメージがしますが長
く見ていても疲れない色です｡ 
住宅はくつろげるスペースであるはずなので､くつろげる色の配色を研究してみ

て下さい｡ 色は､日光や照明によっても違って見えるので出きるだけ自然光で見
て下さい｡ また､小さな色見本で見るのと現物の大きさで見るのとでは異なって
見えるので出きるだけ現物で確認できればいいと思います｡ クロスも同じで､小
さなサンプルで見るのと実際に壁に施工されたのとではかなりイメージが変わり
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ます｡  
できるだけ大きなサンプルを遠くから様々な光線を当てて見る事をお勧めします｡

長々と取り留めのないアドバイスになりましたが､私はこの色にしなさいとは言

えません｡ ショールームを歩いて現物をよくチェックして楽しみながら決めて下
さい｡ 
 

この後も、更に施主が疑問と思っていることをカウンセラーに質問し、カウンセラー

は回答している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


