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パソコン上で建物を３次元モデル化し、様々な地震
動を与え、木造住宅の地震による揺れを可視化する
ことができる耐震シミュレーションソフト「wallstat

（ウォールスタット）」 。このソフトは建物が完全に倒
壊するまで再現でき、建物のダメージや力の流れを可
視化することで専門家でなくてもその住宅の耐震性能
を理解することができる。

木造住宅のプレカット CAD/CAM 大手のネッ
トイーグル㈱（福岡県福岡市、祖父江久好社長）は、
2020 年にリリースした「wallstat 解析データ直結
インターフェイス（以下、直結 I/F）」に新たな機
能を追加し、本年 11 月バージョンアップ版のリリー
スを開始した。直結 I/F は同社プレカット CAD

「Xstar」で入力した CAD データを直接 wallstat
の解析データに出力するシステムで、再入力の手間な
く倒壊解析シミュレーションが行える。

直結 I/F で出力される接合部強度は正確性を期す

今回のバージョンアップで「GO-TA」や「EQ GUARD」など制震装置への対応が可能になった

ウイルス

宅 レ ー

■本 社 050-3536-5961 福岡県福岡市⻄区⼩⼾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2‐14‐4 オアーゼネクサス芝浦5F

https://www.neteagle.co.jp

ｗａｌｌｓｔａｔ解析データ直結インターフェイスｗａｌｌｓｔａｔ解析データ直結インターフェイス
倒壊解析シミュレーション

（ウォールスタット）

ースース

ットイー ル軸組プレカットＣＡＤ

ｗａｌｌｓｔａｔ

解析データ直結インターフェイス
ＭＡ

住宅 法（タ ミ ッ ン）

（ ）

Product
Topics wallstat解析データ直結インターフェイス

バージョンアップ版を 11 月にリリース ネットイーグル㈱

るため（一社）耐震性能見える化協会（中川貴文代表
理事）で認証された強度データ（在来工法については
仕口・継手・羽子板ボルト・ホールダウン金物等の認
証強度データ、金物工法については各種金物メーカー
の認証強度データ）を使用している。

プレカット CAD と wallstat の連動については、
CEDXM（シーデクセマ）で受け渡す方法があった
が、同社がプレカット業界初となる直結 I/F を開発
したことで、より信頼性の高い倒壊解析シミュレー
ションが行えるようになった。

ネットイーグル㈱によると、さらにソフトの完成度
を高めるため、リリース後も（一社）耐震性能見える
化協会の中川代表理事に継続してヒアリングを実施。
その結果、当初の想定よりも多くの項目が wallstat
へ変換できることが判明した。開発期間には約１ヶ年
を要しているが、これらを反映させることで、より正
確（信頼性が高い）な倒壊解析シミュレーションが行
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えるようなり、今年 11 月２日にバージョンアップ版
をリリースした。

主なバージョンアップが行われたのは変換内容の項
目で、以下の通りとなっている。

　物の種類に「樹種/対梁/対柱（柱頭）/対柱（途

　中）/接合⽅向材厚み（平柱）」の条件を追加

◇「接合部（金物工法）」の柱・束で柱金物の種類に

　①対梁、対柱（継⼿）、対⼟台、対基礎を追加

　②柱位置：中間、出隅、半島（袖壁の先端）を追加

　③スリット⽅向：東⻄、南北を追加

また、今回のバージョンアップにより、㈱タツミの
制振ブレース「GO-TA（ゴータ）」と、ＢＸカネシ
ン㈱の制震装置「EQ GUARD（イーキューガード）」
にも対応。ネットイーグル㈱の HP（https://www.
neteagle.co.jp/wallstat/#wallstat）で制震装置の倒
壊解析シミュレーション（動画）を公開している。

本件ソフトウェアは、軸組プレカットCAD「 Xstar 」から⽊造住宅倒壊解析ソフトウェア
「 wallstat（ウォールスタット）」へ直結連動するインターフェイスシステムです。プレカッ
トCADデータから wallstat の解析データを直接つくる⽅式なので、正確な倒壊解析シミュ
レーションを⾏うことができます。また強度マスターは「⼀般社団法⼈ 耐震性能⾒える化協
会」で認証された強度データを使⽤しています。

軸組（在来）⼯法と⾦物⼯法で設計した建物を、並べて倒壊解析シミュレーションを⾏い、
両者の揺れ⽅の違いを動画（⼀⽬瞭然）で⽐較することができます。また「胴差だけ⾦物接
合」あるいは「⾦物⼯法だけど⼟台と⼩屋組は在来」という混在設計にも対応しました。

⾮住宅⽊造では、構造計算上はOK（耐震／耐⾵）の建物でも、実際に神⼾の地震波で揺らし
てみると「ここはもう少し補強を施したほうがよいのでは？」とか「この部分は組み⽅を変え
た⽅がよいのでは？」というような、より安全を重視した構造検討が⾏えるようになりました。
wallstat 倒壊解析シミュレーション サンプル動画を、弊社ホームページにて紹介しております。
是⾮ご覧ください。
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■部材 横架材：⼟台／⼤引／桁・梁／登り梁／斜め梁／⺟屋／棟⽊／隅⾕⽊
柱・束：通し柱／管柱／平柱／階段柱／ポーチ柱／⼩屋束／地束
⽻柄材：筋違い／窓台／窓まぐさ

■構⾯ 鉛直構⾯：耐⼒壁／準耐⼒壁／制震壁
⽔平構⾯：床構⾯／⽕打ち構⾯／屋根構⾯

■接合部（在来軸組⼯法）
横架材：仕⼝／継⼿／端部カット／⽻⼦板ボルト（１本引）同（２本引）

引きボルト（１本引）同（２本引）／短冊⾦物
柱・束：柱頭／柱脚／端部カット／端部カット（ポーチ柱）／ホールダウン⾦物

■接合部（⾦物⼯法）
横架材：仕⼝⾦物の種類＋下記の条件

（条件）樹種／対梁／対柱（柱頭）／対柱（途中）／接合⽅向材厚み（平柱）
柱・束：端部カット（勝柱の柱頭）

柱⾦物の種類＋下記の条件（１）〜（３）
条件（１）対梁、対柱（継⼿）、対⼟台、対基礎

（２）柱位置：中間、出隅、半島（袖壁の先端）
（３）スリット⽅向：東⻄、南北

変換内容 ⼀覧表 ※これだけ多くの内容をwallstatへ変換します。
（ ⾚字：バージョンアップ項⽬ ）
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バージョンアップにより多くの項目がwallstatへ変換できるようになった

◇「部材」カテゴリに「平柱」を追加

◇「構面」カテゴリの鉛直構面に「制震壁」を追加

◇「構面」カテゴリの⽔平構面に「床構面」「⽕打ち

　 構面」「屋根構面」を追加

◇「接合部（在来工法）」カテゴリの横架材で「⽻⼦

　 板ボルト（２本引）」「引きボルト（２本引）」を

　 追加

◇「接合部（金物工法）」カテゴリの横架材で仕⼝金




