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1. はじめに 

 不動産は私たちの生活の基盤として欠かせない存在ですが、それだけではなく利回

りが高い投資対象としても認識されています。ただ一方で、投資に適した時期を逸脱

しているのではないかといった意見や、金利上昇、市場の競争環境の激化、経済・政

治的な不安定さなど、懸念事項も少なくありません。 

 そういった状況下でも、不動産投資のプロフェッショナルが満足な結果を出すため

には、業務効率の改善と、回避できるリスクの制御が必要条件なのではないでしょう

か。事実、不動産業界では人の手による事務作業が多く、投資のための大切な意思決

定に割く時間が必然的に減少してしまっています。またそれらの業務を毎回担当者が

手作業で行っており業務に時間がかかるため、人的ミスや、最新の情報を入手するの

に時間がかかる、という事態がよくあります。 

 このため、不動産業界の業務の人的ミスの多さや非効率さがもたらすリスクに気付

いている世界中の先進的な企業達は、テクノロジーの力を駆使して、リスク低減を試

みています。不確実性が多く、競争が激しくなるこれからの不動産投資業界では、業

務に特化したソリューションソフトウェアを駆使して、リスクを制御し、テクノロジ

ーから新たな価値を見出せる企業たちが勝ち残ることができるのでしょう。 
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2. 不動産投資業界の課題とは 

ⅰ前時代的なツール 

 不動産投資に携わっている人々は非常に優秀であるのに比べ、業務のために利用し

ているツールは優れているとは言い難いものがあります。例えば、金融業界では、

Fintech 企業のテクノロジーやツールを活用が進んでおります。一方、不動産業界で

は 20 年以上前から使われているツールが多く、最新の業界に特化したソフトウェアは

あまり使用されていません。 

 今なお、電話やメールといったコミュニケーションツールが混在して管理が煩雑で

ある、オンプレミスの自社サーバーによって効率的な情報の共有が妨げられている、

PowerPoint や Word といった決して不動産業務向けとは言えないソフトウェアの利用

が多く、そういったソフトウェアでは直感的に情報を探し出すことや、処理すること

が難しいという課題があります。 

 先進的な不動産会社では、セールスフォースなどの CRM（顧客関係管理ソフトウェ

ア）を使っていますが、それらも不動産業界に特化したものではありません。業界/業

務特化ではないサービスは、その業界特有な業務フローに対応しているわけではない

ので、効率化にも限界があり、もたらす恩恵はあまり無いのが事実です。各業界、業

務ゆえの細かいニーズに応えられるサービスこそが、業務効率の改善やリスクの削減

の大きな役割を担うことができるのです。 

ⅱデータの活用 

 「不動産投資の成功は、往々にして情報の質に左右される」ということは不動産投

資チームの人々なら身に染みて感じているのではないでしょうか。実際、案件を評価

する際には、周辺の取引事例、賃貸事例、物件の収益性の分析、人口統計情報、市場

のデータ等が非常に重要になってきます。ただこれらの情報の収集や活用は、相変わ

らず人の手によって行われ時間がかかり、とても非効率なものです。 

 また性質の異なる様々な情報を 1 つの Excel に落とし込む手法は、それぞれ評価軸

が異なる情報を 1 つにまとめて処理しようとしているといった点で非合理といっても

過言ではありません。そして最終的には、情報が必要な不動産投資チームの意思決定
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のタイミングに、情報整理/分析が間に合わないといったことも多いでしょう。競争的

な環境下で、最新の情報に基づいて投資の意思決定をすることが不可欠な不動産投資

業界では、効率的に最新の情報を取得し、適切に処理するという一連の動作を迅速に

行うことが要求されます。 

ⅲ業界の変革 

 不動産投資業界はパラダイムシフトの時期にあり、（a）グローバルな都市間競争、

（b）各主要都市におけるエリア間競争の激化、（c）Airbnb や WeWork 等の新興企

業による市場の侵食が相まって、非常に競争的なフェーズに突入しています。正確か

つ最新な情報が意思決定の重要な要素となる不動産投資では、情報の収集や、作業の

小さなミスや一連の業務の遅さが命取りになりかねません。 

 先進的な企業は、データに関わるリスクをテクノロジーの力によって制御し、排除

することで、投資効率を上げようと既に目論んでいます。そういったことから分かる

ように、不動産業界に特化したクラウドや人工知能等の最新技術を駆使したソフトウ

ェアというのは、企業の収益の維持・向上に必要不可欠なものになりつつあります。 

 

図 1：市場の競争を激化させている要因  
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3. 不動産業界特化型のソフトウェアサービスの眺望 

ⅰ不動産業界特化型のソフトウェアサービスの現状 

 不動産業界では電話やメール、PowerPoint や Word など 20 年以上同じツールが使

われていますが、実際のところ、昨今のテクノロジー業界の盛況ゆえに、それらのツ

ールの代替オプション自体は豊富に存在しています。しかし、まだ萌芽な業界なので

企業が乱立しており、高いシェアを誇るサービスが存在していない状況にあるといえ

るでしょう。 

 そういった現状で、新たにテクノロジーの力を利用しようとする不動産投資チーム

の課題は、新しいソリューションへの適応ではなく、最良の結果を出すためにはどの

ソリューションを適用したらいいかという判断の難しさにあります。実際、ソフトウ

ェアはそれぞれサービス内容が被っていたりもしますし、導入するべきソフトウェア

の判断を間違えてしまえば、意味のないソフトウェアへの適応に無駄に時間を費やし

てしまったりすることもあるのが事実です。 

 このような失敗をしないためには、チームが、不動産業界特化型のソフトウェアサ

ービスの業界を正しく分類し、俯瞰で見定め、それぞれの課題に適したソリューショ

ンを採用するという過程を踏むことが、重要になってくるのです。実際に海外では、

課題に適したソフトウェアの選別、導入が進んでいます。 

図 2：不動産投資用ツールの国内と海外の比較 
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ⅱ業界を分ける 3 つの段階 

 効果的な不動産向けテクノロジー業界の分類の仕方は、サービスを内容によって”マ

ッチング”、”取引実行”、”運営管理”の 3 段階に分けることです。以下では、各段階の

サービスが提供している主な内容と、対象となる顧客層を紹介していきます。 

 ”マッチング”とは買い手と売りに出ている不動産を結び付けるものです。個人投資

家、仲介会社、 機関投資家等、様々なプレーヤーがそれぞれの使い方で、マッチング

段階のソフトウェアを活用しています。 

次に”取引実行”のサービスは、取得、 開発プロジェクトの価値評価、そしてファイ

ナンスと不動産の販売/売却といった一連の業務を効率化させることを目的としま

す。”取引実行”ソフトウェアは、主に不動産投資に関わるプロフェッショナルを対象

とします。こういった案件管理プラットフォームは業界のシェア、販売数ともに伸び

ていて、弊社サービスである REMETIS も案件管理プラットフォームの一種と位置付

けられています。 

 最後に”運営管理”サービスについてですが、所有者と管理会社が、不動産運営・管

理の効率化を図るサービスです。具体的にはこのサービスは大きく 2 つの分野に分け

られ、主に収益の最大化とコストの管理ですが、サービスが多岐にわたるためこの中

でも細分化が可能です。サービス内容としては、賃貸借契約や募集状況の管理・修繕

履歴管理・会計/税務等様々で、サービスの利用者層も投資家、管理会社、建設会社、

会計士、仲介会社と多岐にわたります。 

図 3：不動産向けテクノロジー業界の分類 
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ⅲ業界のこれから 

 サービス及び企業の数がこれからも増えていくと予想されるため、それに伴いシェ

ア拡大やサービスの利便性向上のために、サービス間の連携や業界内の M&A も発生

していきます。サービスの連携が増えることで、複数のサービスを使ってもスムーズ

に一連の業務を遂行することができます。 

 将来的には、快適にサービスを利用できるように、先述の 3 つの段階のサービス間

でも、自動的に情報を連携できることが理想といえるでしょう。そのようなサービス

の連携性を完成されるために最も有望視されているのが案件管理プラットフォームで

す。案件管理プラットフォームはマーケットシェア、販売数ともに昨今存在感を示し

ているため、これらがマッチングと運営管理段階のソフトウェアの内容や仕様ギャッ

プを埋め、業務の効率化を促進することで、利益を最大化することができます。 

 つまりは、不動産業務フローを 3 つに分けた中間にあたる取引実行段階にある案件

管理プラットフォームがハブとして、前後の業務フローをカバーする案件マッチング

段階や運営管理段階の架け橋となり、結果、様々な不動産業界特化型ソフトウェアが

繋がるようになる可能性が高いということです。 

図 4：案件管理プラットフォームのハブとしての役割 
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4. 案件管理プラットフォームとは 

ⅰ案件管理プラットフォームの機能 

 案件管理プラットフォームは投資機会の評価や、案件実行を合理化することができ

ます。具体的には、クラウドを使い、案件情報・タスク管理・業務連絡を集約してい

ます。それにより案件管理プラットフォームを通して、チームや外部の関係者が、い

つでも、どこからでも案件を進めることができるようになります。つまり、案件管理

プラットフォームは、不動産投資チームが複雑な案件を効率的に進める司令塔として

機能しています。 

 業務過程を標準化され再現性あるものにできること、マッチングから不動産管理チ

ームへの引継ぎにいたるまでの一連の業務を正確に追えること、質の高い案件の分析

や報告資料作成ができること、投資の意思決定のための最新かつ豊富な情報を得られ

ること、が案件を効率的に完遂し、最良の投資の意思決定を下すには必要になりま

す。そして以上の要素を、案件管理プラットフォームは提供することができます。 

ⅱ案件管理プラットフォームの 6 つの構成要素 

 案件管理プラットフォームは以下の 6 つのコアの要素から成り立っています。 

図 5：案件管理プラットフォームを構成する 6 要素 
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a. 自動のデータ収集とデータ成型 

 情報は不動産取引の命とも言えるため、正確で質の高い情報を利用できるのが

最重要です。案件管理プラットフォームは必要な情報を、簡単に収集して直感的

なインターフェースで扱えるようにします。これにより、社内の情報の管理状況

の改善、他チームとの連携の促進、ひいてはより深い洞察の発見や分析結果を得

ることができます。 

b. 高度な可視性 

 不動産投資チームが高い質と正確さをもって、投資のリスクを把握・管理し、

収益を得るためには、膨大な量の情報が必要となります。従来の情報の管理や共

有方法では、案件の現状を逐一確認するのが難しく、案件の報告を常に最新のも

のにするのが常々難題でした。 

 案件管理プラットフォームは多くの案件に関わる有用な情報の保管庫として機

能します。案件管理プラットフォームによって関連性のあるすべての情報が 1 つ

の場所に集約されます。 

 不動産投資チームはそれを利用して、人口統計データや、財務分析、キャップ

レート、取引事例、賃貸事例、物件情報等を複合的に分析することが可能です。

そのような集約システムが過去のデータや現時点での案件の分析を取りまとめる

ことで、最良の投資の意思決定を行うことができます。 

c. 協働ワークフロー 

 複雑な業務フローの現状を、チーム内で簡単に共有することで、各自の進行状

況を確認できるので業務の分担が無駄なく行うことができます。また業務内容を

チームで共有することで、迅速なミスの修正も図ることができます。クラウドベ

ースで業務を管理することで、案件の進行状況、内容の共有が促され複雑な業務

を確実に進めることが可能になります。 
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d. 強力な資料作成 

 資料作成は最も時間を使う仕事ですが、それと同時に最も価値のある仕事でも

あります。投資の意思決定を行う際には、現状の案件の分析と正確な資料作成が

とても大事なものとなります。 

 最新の情報を反映した資料作成という機能は、案件管理プラットフォームを構

成する肝要な要素です。案件管理プラットフォームが常に、最新で正確な資料作

成機能を提供することで、不動産投資チームが客観的なデータに基づいた投資の

意思決定を下すことができます。 

 さらには、手間のかかる情報収集や、最新の情報が手に入るまで待つといっ

た、無駄なことに大切な時間を費やす必要がなくなります。つまり、不動産投資

チームが必要な情報をいつでも得ることができ、同時に時間を節約し、ミスを最

小化できるのです。結果的に、時間をより有意義なことに費やすことができま

す。 

e. 高度な検索 

 不動産投資チームは情報を遡って探すことや、書類を探すことに多くの時間を

ついやしています。案件管理プラットフォームは直感的に使える検索機能を搭載

しているので、様々なファイルや、案件、物件といった必要な情報を簡単に誰で

も探し出すことができます。さらに案件管理プラットフォームでは、案件の進行

確認、タスク管理に加え、情報を関連性に基づき整理する機能があり、それによ

って情報の検索がより容易になります。 

f.  企業のセキュリティ対策 

 漏洩したとしても他者には解読不可能なかたちでクラウドに保存することやア

クセス権限の制限などを徹底できるので、案件管理プラットフォームを利用した

方が、自社内で全てデータ管理を行うよりも、セキュリティを高く保つことがで

きます。 
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 機密情報の漏洩は、企業の評判や収益に打撃を加えてしまうので最大限の対策

を講じなければいけません。案件管理プラットフォームでは、データにアクセス

できる人間を管理することが可能なので、意図しない人物からの情報閲覧、操作

を防ぐことができ、またデータを企業内のローカルサーバーからクラウドに移動

する過程で、他者が閲覧しても内容が分からないようにデータを暗号化すること

で、万が一外部からデータに干渉があった際にも機密性を保て、非常に安心でき

るデータ管理が可能となります。 
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5.1. 導入事例: 住友商事株式会社 

圧倒的スピードの情報収集で、不動産投資開発を加速 

情報がビジネス成功の鍵を握る不動産事業において、REMETIS によるイノベーション

が進んでいます。住友商事の不動産事業を最前線でリードするお 2 人にインタビュー

し、ご自身やチームと体感された REMETIS の力とその可能性について語っていただ

きました。 

住友商事株式会社 様 

2019 年に創業 100 周年を迎えた、日本を代表する総合商社です。その不動産事業は国

内商社トップクラスのアセットを保有し、オフィスビル、マンションから商業施設、

物流倉庫、不動産ファンド運営まで幅広いビジネスを展開。物件開発から運用までを

グループで一貫して手掛けるノウハウ、他の事業部との連携によるシナジーを生かし

ながら、グローバルなスケールで不動産の新しい価値を創出し続けています。 

【お話を伺った方】 

物流施設事業部長 生活資材・不動産本部 戦略事業投資チームリーダー 

中本昭人様（写真左） 

不動産投資開発事業部 企画開発第１チーム 戦略事業投資チーム部長付 

後藤卓様（写真右） 
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▶課題 

・土地情報、関連情報の収集に膨大な時間がかかる。 

・膨大な数の物件概要書の整理が追いつかない。 

 

▶効果 

・情報収集スピードのアップによる業務改善 

・物件データベース構築による情報共有のスムーズ化 

・会議効率、ディスカッションの品質アップ 

・データ見える化による新規事業創出基盤の整備 

 

住友商事様の不動産事業と、お二人が所属されている事業部の特徴を教えてください 

中本 総合商社として多くの人に認知されている当社ですが、大阪北港地帯の造成と

隣接地域の開発行う会社として設立されたことはあまり知られていません。不動産事

業全体で保有するアセットは、国内外で約 6,000 億円。商社の中でも断トツの莫大な

アセットは、創業以来 100 年にわたり受け継いできた「不動産業」としてのモノづく

りの精神の結果であると考えています。私が所属する物流施設事業部では、土地取得

と開発、テナント誘致から私募リートおよび上場リートの売却まで、長年培ったノウ

ハウを活かしたトータルな物流ビジネスを展開しています。 

後藤 不動産投資開発事業部では、商業施設やホテルといった収益不動産の開発を行

っています。取得する新規物件数は物流施設事業部と合わせて、年間にして 5〜6 件に

上ります。もちろん投資案件を決めるにあたっては、数百件もの物件を精査すること

になります。担当者が入手した情報を元に、チームや専門家と情報を共有しながら徹

底した議論を重ね、最終的な投資物件を確定していきます。 
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REMETIS 導入以前の業務課題について教えてください 

後藤 大きく２つの課題がありました。1 つ目は「情報収集に時間がかかる」点で

す。投資案件を絞り込むにあたり、案件会議が週次で開催されます。担当者は現地調

査やインターネットなどから土地に関する情報を集め、そのポテンシャルを分析し、

事業化が可能かどうかを検討した上で、会議に提案します。この情報収集にものすご

く時間がかかり、担当者の大きな負担になっていました。 

 

中本 しかも苦労して集めた情報を案件会議で共有する際は、「ブルーマップ」とい

う地図に手書きで書き込むこともありました。住宅地図を綺麗にコピーして切り貼り

して地図を作り、例えばマンション用地が出たらその部分に色を塗り、周辺のマンシ

ョンの過去の取引価格やキャップレート、公示地価などを 1 つずつ書き込んでいくん

です。プロジェクトの本質ではない、こうした作業に多くの時間を割かれるのは非常

に歯がゆかった。 
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後藤 2 つ目が「膨大な物件を整理し切れない」という課題です。我々のもとには仲

介業者様から PDF 形式の物件概要報告書が週に十数件送られてきます。これら全てを

PC に入力してデータベース化できればいいのですが、情報収集に追われて、なかなか

時間を捻出できません。こうした環境下で、情報が整理されていないがために、潜在

力ある物件が数年間眠ったまま見逃されていた、というケースが多々ありました。 

REMETIS では、PDF の物件概要書をドラッグ＆ドロップするだけで簡単に登録 

 

課題解決に向けて、REMETIS 導入を決めた理由を教えてください 

後藤 まず多様な情報の収集時間を短縮したいというニーズに対して、REMETIS は収

益不動産の取得、仕入れに必要な情報が全て網羅されている点が魅力的でした。欲し

い情報が一元化されており、検索も容易なため、情報収集の手間を劇的に減らするこ

とができる強い手応えを感じたわけです。膨大な物件整理という課題に対しては、

PDF の物件概要書をドラッグ＆ドロップするだけで簡単に登録できる点に惹かれまし

た。登録後も見たい情報をすばやく検索でき、閲覧もしやすいので、待望の物件デー

タベースが構築できると考えました。 
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REMETIS を実際に使っていただいて、従来の業務にどのような変化がありました

か。 

後藤 感覚的には、物件を探したり情報を取りに行く手間は、半分ぐらいになったか

なと思います。その結果、これまでデータ収集に使っていた時間を、ディスカッショ

ンやその他の時間にあてられるようになりました。 

 

中本 REMETIS を使って浮いた時間を、より創造的な仕事に割り当てられるようにな

ったのは大きいですね。現在、私と後藤は開発業務と並行して、不動産部隊横断で新

規ビジネスを創出する戦略事業投資チームのメンバーとして活動していますが、

REMETIS を利用することでさらに多くの時間をこの業務に振り分けられるようになっ

ています。 

 

後藤 情報収集だけではなく共有が楽になったことで、案件会議がスマートになり、

その質が上がったことも見逃せません。以前は PC や紙など、各自バラバラの方法で

提案していた資料が、今では PC 上で REMETIS を開けば全て見える化されていま

す。さらに膨大な数の物件がデータベースとして整理され、会議中でもすばやく、し

かも地図と一緒に参照できるようになりました。その結果、1 つの土地について議論

する際も、前面の交通量を重視したり、人口動態や取引事例から検たりするなど、

REMETIS で見える化された物件情報をベースに、多角的な視点からのより深い議論が

可能になりました。 

 

中本 データの見える化は、さらに副産物も生み出しました。新人や異動して間もな

い人でも進行中の業務を素早くキャッチアップできるようになったのです。議論が活

発になると「あそこのあの物件」など指示語が飛び交うこともありますが、経験の浅

い人が戸惑うようなこともなく、コミュニケーションがとても円滑になりました。 
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住友商事様ではデジタルトランスフォーメーション（DX）による情報活用を積極的に

進められています。今後の REMETIS に対する期待を教えてください。 

中本 情報共有とデータ活用が非常に重要な不動産事業において、DX の実現は今後の

競争力拡大の鍵を握るテーマです。しかし、商社の中で先駆けて DX を推進すると表

明している住友商事において、これまで不動産部門の DX 化が遅れをとってきたのも

事実です。REMETIS は我々の DX 化の軸となり、業務効率や生産性の向上とともに新

規事業の創出を加速する起爆材になってくれるのではと期待しています。 

 

後藤 これまでご紹介したように、REMETIS の機能と使い勝手には大変満足してお

り、今後もフル活用していきたいと考えています。リクエストがあるとすれば、ディ

ベロッパーが持っている情報と運営者が持っている情報は分野によって濃淡があるの

で、その差を埋めるサポートをしてくれると嬉しいです。エリア人口や推定される売

上規模など、これまで運営側が強かった情報を REMETIS がある程度見える化してく

れるようになれば、より確度の高い物件選定や交渉ができるようになると考えていま

す。 
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5.2. 導入事例: 清水建設株式会社 

迅速で精度の高い、事業性判断を実現 

価値ある情報をスピーディーに取得し、活用するために。不動産事業において、

REMETIS によるイノベーションが進んでいます。日本を代表する総合建設会社、清水

建設株式会社様においても、そのポテンシャルは存分に発揮されているようです。今

回は同社投資開発部門を支える３名の方々にインタビュー。REMETIS の効果について

語っていただきました。 

清水建設株式会社 様 

清水建設株式会社は 200 年余の歴史を持つ大手総合建設会社です。越中富山の大工で

あった初代清水喜助が江戸・神田鍛冶町で創業して以来、歴史と伝統を重んじながら

も常に時代の先駆者として日本の建設業界をリードしてきました。コーポレートメッ

セージは「子どもたちに誇れるしごとを。」。高度なエンジニアリング技術と商品開

発力を武器に、次世代まで視野に入れたスケールの大きな事業展開を国内外で進めて

います。 

【お話を伺った方】 

投資開発本部 企画部 副部長 勝海貴浩 様（写真中央） 

投資開発本部 プロジェクト開発部 大森亮 様（写真左） 

投資開発本部 企画部 石井邦彦 様（写真右） 
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▶課題 

・物件概要書を手入力で、統一感なくリスト化 

・公示情報の収集に膨大な時間がかかり、情報自体も属人化している 

 

▶効果 

・物件概要書の情報を、統一の項目でスムーズに登録 

・客観的な公示情報をスピーディーに取得し、精度の高い収益性検討を実現 

・会議活性化、業務標準化、ペーパーレス化を推進 

 

清水建設様の不動産事業と投資開発本部の概要をご紹介ください 

勝海 バブル崩壊以降、長く続いていた不動産不況に対して、不動産証券化の動きが

再び活発になり始めたのが 21 世紀の初頭でした。この潮流をチャンスと捉え、2002

年に改めて立ち上がったのが投資開発本部になります。総合建設業として清水建設が

培ってきた技術力、商品企画力や各部門の連携による総合力を強みに、開発、建設の

一気通貫のプロジェクトを中心に展開しています。 

 

石井 当本部の業務としては、当社の設計施工を前提に土地の取得検討を進め、設計

部門が図面を作成した上で工事部門による見積書をもとに収支検討を行っていきま

す。そこで事業性がありそうだと判断した場合は、具体的に土地を購入し、若しくは

借りた上でグループ総合力をバックボーンにした付加価値の高い開発と運営を進めて

いきます。 

 

勝海 今後は BCP や省エネといった当社の技術力やエンジニアリング力を最大限に駆

使しながら、オフィスを中心に、物流施設、ホテル、住宅といった幅広い不動産開発

を積極的に推進していく予定です。  
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情報収集や管理について、REMETIS 導入以前似合った課題を教えてください 

勝海 土地を検討するための情報をどのように取得していくか。会社によって様々な

スタイルがあると思いますが、当本部の場合、仲介会社等を経由した外部情報の取得

に加えて、200 年間にわたり本業で培った営業のネットワークを活用した情報取得と

それに基づく案件創出が主要なモデルケースとなります。また、土地区画整理事業の

造成工事に携わる土木部門からの情報が、物流施設開発の起点となる場合もありま

す。我々も社内ネットワークを重要視し、営業担当者と常にコミュニケーションをと

りながら、上流段階における密な情報共有を日頃からはかっています。しかし、ここ

に大きな課題がありました。 

 

石井 「結局、そうして集めた膨大なデータをどうやって共有し、管理するのか」と

いう問題ですね。従来は、営業ルートなどから得た情報を元に入手した物件概要書

を、情報管理を行う企画部の担当者が一件一件 Excel で手入力してリスト化。週 1 回

の定例会議で紙にプリントアウトして共有していました。しかし、この方法だと担当

者によって入力する情報の内容や量にばらつきが出てしまう。土地の所有者まで記入

されたシートもあれば、表面的な情報に終始しているシートもある状態です。案件名

の記入方法が統一されていないため、どのエリアの物件なのか資料をよくよく紐解か
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ないとパッとわからないケースも多かった。また物件概要書の管理も原本 1 週間分を

１つの PDF ファイルにして保存していたため、閲覧したい情報をパッと参照するのが

難しいという不便さもありました。さらに事業性の検討段階に入ってから悩まされて

きたのが、公示情報の収集です。これらは利回りや開発事例など、物件が潜在的に持

っている収益力の判断材料として必須ですが、中には Web 上では集めきれない情報も

あり、その収集には大変な手間とコストがかかっていました。 

 

大森 Web 上に欲しい情報が見当たらない場合、情報を持っていると思われる不動産

屋さんや仲介会社を探したり、コンサルタントに費用を払って情報を提供してもらう

ことになります。しかし結局、詳しい人が見つからなかったり、コンサルタントにか

かるコストの高さの問題から、情報の収集自体を途中で諦めてしまうこともありまし

た。 

 

課題解決に向けて、RMETIS 導入を決めた理由を教えてください 

石井 当初は Excel ベースの管理を地図ベースでの管理に移行することを考えていま

した。そのために様々なシステムの検討をしていたタイミングで、当社のベンチャー

投資部門がある「次世代リサーチセンター」から REMETIS というサービスがあるこ

とを教えてもらったのが、検討のきっかけです。最初に直感的に便利そうだと思った
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のは、物件概要書の PDF を自動的に読み込んで、データ化してくれる点です。これな

ら Excel 管理の手間や情報の担当者の入力によるばらつきといった問題を解決するこ

とができます。 

 また、他社のサービスと比較してみても、機能も登録項目も絞り込まれていて非常

に使いやすそうな印象を受けました。詳細な情報を 1 から 10 まで網羅的に管理する

ようなシステムよりも、我々の業務の実際にフィットしているなと。さらに、

REMETIS は一つのサービスで、公示情報の収集までサポートしてくれる点も魅力でし

た。情報管理とともに情報収集の課題解決が一挙に図れる、我々にとってまさに一石

二鳥のサービスでした。 

 

REMETIS を実際に使っていただいて、従来の業務にどのような変化がありましたか 

大森 事業性判断を左右する初期検討のスピードと精度が劇的に上がった点が、大き

な成果だと考えています。事業性判断には、要は事業収支を組むということなのです

が、まず初期投資をにらむ中で情報がしっかりあると、土地代は適正なのか、売主が

言っている価格は取引事例も鑑みた時に適正なのかといった見極めが大切です。そん

な時に REMETIS で調べれば、すぐに確かな情報を確認できる。賃料の他にも、利回

りや地価、開発事例など、これまで収集に苦慮し、属人性が高かった情報に頼る必要

もない。売却の段階のシナリオを描くときにも、取引事例を見れば、その辺のストラ
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テジーも組みやすい。こういったところまで、最初の段階で正確に素早く描くことが

できるのは非常にありがたいと感じています。 

 

石井 週 1 回の定例会の質も高くなりましたね。物件概要書からの情報登録が随時簡

単に行え、さらに PC やタブレットから会議前の段階で見ることができるので、参加

者は事前準備を行い、余裕を持って会議に臨み、より内容の濃いディスカッションが

行えるようになりました。 

 

大森 私が所属するプロジェクト開発部は、REMETIS 導入以降は基本的にペーパーレ

スになりました。メンバーは日頃から REMETIS でデータ一覧を見ながら、会話をし

ている。これまでアナログなやり方にこだわっていた人たちを、デジタルに近づける

効果があったと思います。 

 

今後の REMETIS に対する期待を教えてください。 

石井 今の話にも関連するのですが、不動産はこれまでデジタル化が遅れていて、情

報も属人的で、なんとなく紙を多用するという風土をなかなか払拭できませんでし

た。私はデジタル化推進の鍵を握るキーワードは「標準化」だと捉えていて、報告書

といった書類のフォーマットだけではなく、業務の水準や流れまでを含めて統一する
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ことが重要だと考えています。そういった意味でいうと REMETIS は、当本部ばかり

か当社全体においても業務標準化の入り口を切り拓いてくれるツールになるのではと

期待しています。しかも、主観的ではない、客観的な情報に基づく確度の高い投資を

支援してくれるツールとして、今後は我々のビジネスを一層サポートしてくれると考

えています。 

 

大森 事業推進にあたっては、我々はやはり商品企画の優位性をきちんと確保してい

きたい。物件に対してエリアに相応しい特徴を備えるために役立つような情報を、

REMETIS で取得できるようになると嬉しいですね。一方、私なりに REMETIS の利用

方法を工夫し、より便利な使い方を試行錯誤している最中でもあります。オススメ

は、航空写真との連動です。データ一覧の住所をコピーして、航空写真にのせてぐる

ぐる回しながら道路状況や日当たりなどを確認し、スタッフ同士で物件の評価につい

て語り合う。ちょっとした仕事の雑談も弾みやすく、これからもいろいろな使い方を

工夫しながら REMETIS の潜在能力を引き出していきたいですね。 

 

 

REMETIS では、航空写真も簡単に確認可能  
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6. 案件管理プラットフォームの効果と本記事のまとめ 

案件管理プラットフォームに対する利用者の満足度は、実際のアンケート1でも非常に

高いものがあります。具体的には、以下の効果が得られるとの調査結果もあります。 

● 以前よりも、25%多くの案件の評価が可能 

● 既存業務について、平均 22.5%の作業時間を削減 

● チームの生産性が 50%上昇 

● 案件の検討から決済までにかかる期間を平均 9.5 日（13%）短縮化 

● 調査・資料作成におけるミスを 18.1%減 

 

 この結果からも、案件管理プラットフォームの活用により、高い生産性を生み出す

ことでより多くの案件に取り組むことができ、同時にエラーも減らすことがわかりま

す。また、実際、不動産業界や金融業界の業界トップの多くの企業から信頼され利用

いただいております。 

 総じて言えることとしては、案件管理プラットフォームが投資の意思決定をより良

いものとできます。そして投資家の人々にとって大切なことは、ニーズに合ったサー

ビスを探し出し、それをチーム全体の意見で採用することです。ニーズに合わなけれ

ば、どんなに優れたサービスでも意味はありませんし、採用に関して何らかのチーム

内での意見の不一致があれば、いずれ必ず問題が生じます。 

 企業のニーズに合ったサービスを選び、それを利用する従業員の人々がサービスに

対して前向きな気持ちさえ持っていれば、案件管理プラットフォームはしっかりと業

務効率改善、そして収益増加の手助けとなることができるでしょう。 

 

1 Dealpath The Rise Of Deal Management Platforms In Real Estate 


