MP - C A D８の３D編集画面

ト環境が必要だったことと、コロナショックでユー

ネットイーグル㈱

ザーが対面でのサポートを避ける傾向が高まったこと
もあり、同社では T e a m V ie w e r のライセンス取得

木造住宅の C AD/ C A M システム大手のネット

を進め、新たなサポート体制をこの５月からスタート

イーグル㈱（福岡県福岡市、祖父江久好社長）では、

させている。このリモートによるユーザーサポートで

プレカット工場の CAD オペレーターが在宅テレワー

は CA D 入力や計算系ソフトの指導などが行われて

クに対応できるよう、プレカット CAD のソフトウェ

いる。また、リモート環境下で顧客との打ち合わせを

ア・プロテクトをインターネットを介したセキュリ

円滑に行えるよう、３D データの表示機能の開発を進

ティキー（暗号化キーなど）で行う「ネットキー」の

めている。これは、C A D 入力した３D データを任意

対応を７月１日から開始した。

の顧客と共有できるシステムで、プレゼンツールとし

同社はかねてから、働き方改革で在宅テレワークの

ての使用を想定している。３D データを確認しながら、

必要性を感じ、ネットキー開発を急ピッチで進めてい

顧客からの要望やレスポンスをリアルタイムで書き込

た。そこにコロナショックが起こり、一気に在宅テレ

める機能も次回のバージョンアップで実装される予定

ワークの要求が高まったため、タイミング良く７月１

となっている。

日にリリースすることができた。

MP - CA D ８の今後の展開については、10 月に小

従来までの物理キー（マスターパック）でプロテク

規模のアップデートを予定しており、非住宅向けの特

トを行うプレカット CAD は、稼働機が１台に限定

殊材対応を強化する方向で新機能の開発が進められて

されるためコピー機を作ることはできないが、ネット

いる。また、前回のアップデートで実装された図面上

キーを用いることで、コピー機を何台でも作れるよう

の注釈などを自動的に表示させる機能を更に進化さ

になり、本機を会社用に、コピー機を在宅用とするこ

せ、羽子板ボルトや引きボルトなどの通常と異なる型

とで、
在宅テレワークを簡単に実現することができる。

番、特殊な柱のレベルや樹種・等級などの情報を自動

ただし、１つのネットキーで動かせる CAD はあく

的に引き出し文字による表示させたり、自動的に変更

までも１機であり、また本機とコピー機の CAD マ

させるなど、C A D オペレーターが再入力する手間を

スター等は完全に一致させておくことが必要となる。

削減するなど、効率化を図るための機能も実装される

ネットキーの受け渡しは、C AD を使い始めるとき

予定となっている。

（カギを取りに行くとき）
と、
CAD を終了するとき
（カ
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ネットキーで稼働する３つのソフトを組み合わせて最適化された在宅テレワークの作業環境を実現

ギを返しに行くとき）にだけインターネット接続して

ダーや工務店）へ訪問できない場合や、メール・電話

やり取りが行われるため、常時接続を必要としていな

での確認を強いられる在宅テレワークにおいて、伏図

い。オフラインの環境下で稼働させることができるの

のチェックや各部の納まり確認などを円滑に行うこと

で、ネットワークが混雑していてもレスポンスの遅延

ができる。

が起こり得ないので、安心して C A D を使うことが

文字言語を使わない視覚による検品システムであ

できる。なお、ネットキー対応が可能となるのはバー

るペーパーレス・ネットワーク・パースシステムは、

ジョン 21 以降となっている。

CAD で作成した加工図を実体パースで表現し、共有

ネットキーのリリース開始により、工場や事務所の

サーバーで自由に閲覧が可能となっているため、在宅

作業環境をリモート環境下でも再現することが可能と

テレワークの環境下でも加工図に工場検品者への指示

なったが、人間同士のコミュニケーション環境や図面

を書き込んでおけば、工場側に情報を伝えることがで

等のアナログツールまでは再現することができない。

きる。

そこで、
既にリリースされている同社の
「クラウドパー

構造プレカットＣＡＤ「Xs t a r」のオプションソ

スチェッカー」と「ペーパーレス・ネットワーク・パー

フトである背景画像表示オプションは、パソコン画面

スシステム」
、
「背景画像表示オプション」を組み合せ

に表示できる画像データ（JPG、BMP、PDF、DXF

ることで、リモート環境下であっても効率を落とすこ

など）であれば何でも C A D 入力画面に背景表示が

となく作業を行うことができる。

可能（各レイヤー毎に５つの画像が登録可能）
。通常

コミュニケーションツールとして高い効果を発揮す

であれば出力した紙の図面を見ながら入力作業が行わ

るクラウドパースチェッカーは、ネット上でプレカッ

れるが、在宅テレワークの環境下においては、自宅に

ト工場が作成した C A D データを誰でも無料で閲覧

Ａ３プリンターがない、画面の小さいモバイルパソコ

できるため、コロナショックの影響で取引先（ビル

ンでは図面が確認しづらいなどの問題が発生する。
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このオプションを用いることで背景画像に取り込ん
だ図面を見ながら入力することができ、工場や事務所
に近い環境下での入力作業となるため、リモート環境
下でも高い効果を発揮することができる。
今回、ネットキーのリリースが開始されたことによ
り、ネットキーに対応した同社のソフト郡がプレカッ
ト C A D としては初めて IT 導入補助金の特別枠（C
類型）に登録された。この特別枠は新型コロナウイル
スの感染拡大対策として、テレワーク環境の整備など
に取り組む事業者を優先的に支援するために創設され
たものである。
特別枠（C 類型）で補助金を申請するには、
「甲：
サプライチェーンの毀損への対応」
、
「乙：非対面型ビ
ジネスモデルへの転換」
、
「丙：テレワーク環境の整備」
のいずれかの目的に資する IT ツールが１つ以上含ま
れることが要件となっている。また、乙か丙のいずれ

登録されたネットイーグル㈱の製品一覧

かの要件を満たすことで、より高率な補助となる「C
類型−２」に分類され、最大で 450 万円（費用の 3/4

与支払総額の年 1.5％以上の増加などを盛り込んだ３

が上限）の補助を受けることができる。また、特別枠

年間の事業計画を策定することなどが要件となる。

（C 類型）
の申請には、
労働生産性を１年後に３％以上、
３年後に９％以上伸ばす数値目標を作成するほか、給

今回、同社の製品で登録されたのは、在来軸組 /
金物工法プレカット CAD「X star」
、
非住宅プレカッ
ト CAD「XF15」
、
２×４プレカット CAD「XF 24」
、
サイディングプレカット CAD のほか、羽柄や合板、

交付申請の手引き

２－５

CLT、構造計算、ペーパーレス・ネットワーク・パー

交付申請の流れ

交付申請は以下の流れで行います。

申請の手続きは、
申請の手続きは、A,B,C類型ともに同じです。

申請マイページ、IT事業者ポータルのご利用はWindows環境でのMicrosoft® Edge®、Google Chrome™の各最新
版を推奨しています。推奨環境以外でご利用された場合は、表示や動作が正しく行われない可能性があり、正しい申請情報を提
出いただけず、審査が行えません。必ず上記推奨ブラウザをご利用ください。

IT導入支援事業者

申請マイページへの招待

IIT導入支援事業者は、IT事業者ポータルから申請マイ
ページへの招待を行います。

②

申請マイページ開設

申請者は、申請マイページ招待メールに記載のURLのか
ら、申請マイページ開設を行います。

③

gBizIDログイン

①
申請者

④

⑦

交付申請の作成開始

交付申請情報の入力

申請者が入力した情報の確認、IT導入支援事業者担当
者情報、計画数値、導入するIT入力ツール情報の入力を
します。

交付申請情報の入力

IT導入支援事業者の入力が完了したら、申請者は申請マ
イページにログインし、申請要件の確認、賃金情報、第三
者情報の入力、申請内容の確認をします。

SMS認証・提出

SMS認証による本人確認を行い交付申請を事務局へ提
出をします。

IT 導入支援事業者として補助事業を円滑に実施する
ためのサポートを行うこととしている。

新たな 常識 になってくる。ひと昔前では、羽柄材
のプレカットは非常識とされていたが、現在は常識と
なっている。これと同じことが在宅テレワークにも言
える。こうした新しい常識が社会に浸透していくこと
で、C AD オペレーターのワークライフバランスが改
善されるだけでなく、働き方そのものが大きく変わっ
ていく。その一方で、生産性アップや業務効率に対す

事務局

⑧

助を受けることができる。申請はネットイーグル㈱が

これからは C A D オペレーターの在宅テレワークが

申請マイページから交付申請の作成を開始します。
基本情報、財務情報、経営情報の入力、必要書類の添付、
申請類型の選択をします。

申請者

⑥

しているものは「丙」に分類されているため高率の補

同社の祖父江社長は
「新型コロナウイルスの影響で、
gBizIDにてログインを行います。

IT導入支援事業者

⑤

スシステムなどのオプション類で、ネットキーに対応

事務局での審査、外部審査委員会においての審査を
経て事務局は採否を決定し交付決定となります。

審査

る要求はなおも高まっているので、使命感を持ってソ
フトウェアのイノベーションを進めていきたい」と今

採択・交付決定

IT導入支援事業者登録の手引き

16

目次に戻る

後の抱負を述べている。
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木構造
最前線

構造設計者の不足を補い非住宅の市場拡大を目指す

非住宅木造の設計サポートを無償で提供

㈱木構造デザイン

㈱ 木 構 造 デ ザ イ ンのサポートフロー
㈱木構造デザイン（東京都港区、
福田浩史社長）は、

で提案したい工法に沿った構造上のアドバイスや構造

プレカット CA D トップメーカーであるネットイー

計画の提案・サポートを費用をかけずに木構造デザイ

グル㈱（福岡県福岡市、祖父江久好社長）と、耐震構

ンから受けることができる。

法建築「SE 構法」を展開する㈱エヌ・シー・エヌ（東

一方、ゼネコンや設計事務所、工務店向けのサービ

京都港区、田鎖郁男社長）との合弁会社で、非住宅木

スとしては、構造相談、構造計画、構造設計、確認申

造建築物の構造設計を専門で行う会社として、今年の

請などの構造計算の分野をメインとしており、木造で

２月に設立された。

計画された物件に対して、どのような構造が適切か構

同社では、軸組工法（在来工法）
、集成材構造（製

造上のアドバイス・構造計画の提案・サポートを無償

作金物を含む金物工法、トラス等）
、２×４工法、

で行っている。また、物件ごとに費用が発生するが、

C L T 工法など、工法を問わずに構造とプレカット工

安全証明書や構造計算書、構造図などの設計図書の作

場での加工を考慮した設計を行い、C A D データや積

成に加え、BIM（Building Information Modeling）

算用データの作成までを実施。基本的な事業スキーム

データの作成や確認申請の対応も行っている。

は、プレカット工場に向けたものと、ゼネコンや設計
事務所、工務店に向けたものに分かれている。

非住宅木造に対応できる設計者の不足

プレカット工場向けのサービスとしては、プレカッ
ト C A D データや積算用データの作成など、生産設

同社がこうした取組みをスタートさせた背景には、

計の分野をメインとしている。特徴的なのは無償で設

住宅以外の木造建築物に対応できる構造設計者の不足

計支援サポートを行っている点で、プレカット工場は

が影響している。

客先からの木構造に関する問合せを受けた際、工場側

プレカットユーザー 2020 vol.41

26

2010 年の「公共建築物等木材利用促進法」が施行

されて以来、公共から民間まで非住宅木造の市場は急

CAD ソフトだ。非住宅プレカット CAD「XF-15」

速に拡大しており、国交省の建築着工統計によると、

は、豊富なオプションシステムで機能が拡張されてお

非住宅木造の市場規模は金額ベースで、2010 年の

り、
特殊材や製作金物を用いた物件はもちろんのこと、

4,792 億円から 2017 年には 1.5 倍の 7,251 億円まで拡

C LT やログハウスにも対応が可能となっている。ま

大している。

た、A TA ハイブリッドトラス構法や PC2 T ビーム

しかしながら、林野庁によれば 2017 年の非住宅の

（パクトビーム）などの一般流通材を使用した非住宅

「木造率」は、構造計算を必要とする 500㎡〜 3,000㎡

物件にも対応している。プレカット工場への設計支援

未満が 12％、構造計算に加え防耐火設計を必要とす

サポートを行う際にはネットイーグル㈱を通じてコン

る 3,000㎡以上が１％という低さに留まっている。そ

タクトを取り、各プレカット工場の加工設備や人材、

のため、同社では非住宅市場の参入障壁となっている

材料調達などを考慮した構造提案を行っている。

構造計算を強力にサポートし、
かつ適正化された資材・

ゼネコンや設計者、工務店への構造・工法相談サ

工法を提案することでコスト面で無理のない木造建築

ポートでは、設計図書の作成のほかに BIM データの

物の増加と非住宅木造の需要喚起を促し、成長分野で

作成も行っている。B IM は設計・加工・施工などの

ある非住宅木造の市場拡大を目指している。

管理を共通のデータで行うことができるため、ゼネコ

同社に寄せられる相談は、全国のプレカット工場や

ンを中心に活用が進んでいる。国も今年３月に「建築

設計事務所、ゼネコンなどによるもので、現在、10

分野における B I M の標準ワークフローとその活用方

件以上の具体的な案件が進行している。設計事務所な

策に関するガイドライン」を策定するなど、B I M の

どからは工法を限定せずに、事務所や店舗、スポーツ

活用を推進し、建築物の生産プロセスや維持管理にお

施設などを木造や C L T 造で建てたいという相談が来

ける生産性向上を図るための取組みが官民が一体で進

ているほか、鉄骨造から木造への置換なども引き合い

められている。こうした動向に対応するため、同社で

が多い。

も作成した設計図書やプレカットの加工データなどを

プレカット工場への設計支援サポートを支えている
のは、出資者でもあるネットイーグル㈱のプレカット

B I M と連携するための仕組みづくりをグループ会社
と共に取組むこととしている。
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問われる「総合力」、差別化へ
令和元年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
新型コロナウイルス対策
テレワーク

ＩＴ導入補助金２０２０

特別枠「Ｃ類型-２」
認定/登録
ネットイーグルＣＡＤはネットキー対応により、「ＩＴ導入補助金」の指定ツールとして
認定/登録されました。

補助額：最大４５０万円
補助率：総額 の ３／４
▼
▼
▼

さらにネットイーグルＣＡＤは、「中小企業経営強化税制」の対象にもなっているので、
この税制と「ＩＴ導入補助金」は併用して申請でき、ＣＡＤ代金を即時償却できる優遇
措置も使えます。

認定/登録ＣＡＤ
在来軸組

非住宅

２×４

サイディング

Xstar XF１５ XF２４ SD-Ｍｅｉｓｔｅｒ

■ネットキー
今までの物理キー(マスターパック)では、ＣＡＤのコピー機は
つくれませんでした。ネットキーになるとコピー機は何台でもつ
くれるようになります。
クラウド
サーバー

本機を会社⽤に、コピー機を⾃宅⽤にしておけば、新型コロナ
ウイルス対策で求められる在宅テレワークが簡単に⾏えるように

工務店

なります。

施主

ただしひとつのネットキーで動かせるＣＡＤはひとつです。ま
クラウド
パース チェッカー

た当然ですが、本機とコピー機のＣＡＤマスター等は完全⼀致さ
せておく細⼼の注意が必要となります。
ネットキーの受け渡しは、ＣＡＤを使い始める時（カギを取り
に⾏く時）と終了する時（カギを返す時）だけインターネット接
続してやりとりを⾏います。常時接続ではないのでインターネッ
トの混雑などで反応が遅くなっても何も問題ありません。安⼼し
てＣＡＤをお使い頂けます。

設計事務所

施工業者

■クラウド パース チェッカー （ＣＰＣ）
ペーパーレス
ネットワーク
パースシステム

ＣＰＣはプレカット⼯場が作成したCADデータをインターネットを介
して取引先（⼯務店、設計事務所、施⼯業者など）の誰でもが無料で閲
覧・操作できるソフトウェアです。

タブレット

Microsoft

新型コロナウイルスの影響で、取引先へ訪問できない、メールと電話

Surface Go

での確認を強いられる在宅テレワーク、緊急事態だからこそＣＰＣは取
引先とのコミュニケーションツールとして最⼤の効果を発揮します。

■ペーパーレス・ネットワーク・パースシステム（PNPS）
ＰＮＰＳはＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）上で動くペーパー

取引先はＣＰＣを使えば、インターネット上のクラウドサーバーから

レスの検品システムです。検品は加⼯図と実体パース画像で⾏うため誰

プレカット⼯場が作成したＣＡＤ伏図、ＣＧ全体パース図、ＣＧ部分パ

でも外国⼈でも分かります。

ース図、ＣＧリアル加⼯パース図を無料で閲覧・操作することができる
ようになり、伏図のチェックや各部の納まり確認などが円滑に⾏えるよ
うになります。

ＰＮＰＳデータがあれば、⼯場側でアップロードするだけなので、Ｃ
ＡＤオペレーターは在宅テレワークでＣＡＤデータおよびＰＮＰＳデー
タの作成を⾏うことができます。
また、加⼯図に⼯場検品者への指⽰を書き込んで
おけば、在宅テレワークをしながら⼯場に情報を伝
えることができます。

■背景画像表⽰オプション
在宅テレワークだと、⾃宅にＡ３プリンターが
ない、ノートブックだと画⾯が⼩さく図⾯確認に
とても困る、など問題が発⽣しています。
画像データさえあれば、簡単に背景表⽰できる「
背景画像表⽰オプション」は、そんな在宅テレワ

プレカット工場 ＣＡＤ室

ークに最⼤の効果を発揮します。

■本

社

050-3536-5961 福岡県福岡市西区小戸3-54-50

●中部テクノセンター 050-3538-0221 愛知県江南市古知野町朝日165 ナガタニビル3F
●東京ＣＡＤセンター

050-3533-2894 東京都港区芝浦2ｰ14ｰ4 オアーゼネクサス芝浦5F

