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FORUM8 Co., Ltd.up-and-coming 「進取的な、向上している」─ ＵＣシリーズの名前の由来です
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今後の予定：
スイート建設会計/スイート法人会計
• 決算ロボットとの連携

(株)ROBON（豆蔵ホールディングスグループ）提供の、法人税

申告書自動作成「決算ロボット」に連携を予定。データ連携に

より法人税申告書を自動作成し、負荷の大きな決算の経理業

務を大幅に削減できるようになります。

スイート給与計算-出面管理-/スイート給与計算
• 銀行系APIとの連携による給与の自動振り込み機能への対応を

予定しています。

スイート固定資産
下記機能の追加を予定しています。

• 登録資産の使用予約・使用履歴を入力/管理機能

• 登録資産のメンテナンスの履歴を入力/管理機能

• 登録資産のQRコード出力(管理ラベルの出力)

• スマートフォンからのQRコードを読込、該当資産を参照機能

• 登録資産を減価償却費やリース料から、標準使用単価設定機能

• 標準単価・使用履歴から、工事台帳別に使用時間・使用金額

を集計する機能

• 上記工事原価の配賦を減価償却費の直接費として仕訳出力す

る機能

東京都杉並区に本社を置く株式会社qnote。
コンピュータソフトウェアの開発会社ですが、「猫のいる会社」として愛
猫家には抜群の知名度を誇る「知る人ぞ知る」著名な会社。代表の鶴
田さんも多くの技術書を執筆する「知る人ぞ知る」著名人。
自社ビルの本社にお邪魔すると、十数匹の猫社員がお出向えしてく
れる、何とも魅力あふれる会社で「スイート法人会計」の取材をさせ
ていただきました。
「新型コロナの影響で2020年3月から基本的に全スタッフ自宅勤
務に移行しています。会計データをみんなで分散して入力できれば
楽になるかな、と思い、スイート法人会計を導入しています。」
「全スタッフ（猫社員を除く）がスイート法人会計のIDを持っていま
す。自宅勤務でも、直行直帰の打ち合わせや、消耗品を購入する必
要があったりしますから、社員それぞれ自分で経費を入力してもらっ

ています。それを私が承認すれば、会社の実データになるので非常
に便利です。」
「入力する科目単位でファイルが添付できますから、これ便利です
よ！領収だけでなく、写真やpdfファイルもOKだから、簡単な業務
報告書も兼ねています。業務データのファイルストレージとして利
用できます。」
「クラウド系の会計はいくつも比較しましたが、総合的にスイート
法人会計がコストパフォーマンス抜群！」
「今は、スイート法人会計を利用しているのですが、開発プロジェク
ト別に原価把握をしたいので、スイート建設会計に移行しようかと
考えています。できますよね、フォーラムエイトさん！。」
「大丈夫です。できます（キリ！」

アプリケーション開発には、豊富な知識、高い技術力が必要です。
でも、ずっとコンピュータの画面とにらめっこして、プログラムのこと
ばかり考えていても、いいアイデアは浮かびません。

オフィスに猫がいたって、いいんです。
オフィスで楽器鳴らしたって、いいんです。
バイクや自転車で営業に行ったって、いいじゃないですか。

写真：株式会社qnote 代表取締役　鶴田 展之さん
URL：https://www.qnote.co.jp/

株式会社qnote
ユーザ
紹介

































関西医科大学卒業、京都大学大学院博士課程修了、医学博士。マウントシナイ医科大
学留学、東京慈恵会医科大学、帯津三敬三敬塾クリニック院長を経て現職。日本皮膚科学会
認定皮膚科専門医、日本心療内科学会上級登録医・評議員、日本心身医学会専門医、日本森
田療法学会認定医。日本統合医療学会認定医・理事。日本ホメオパシー医学会専門医・専務
理事。日本人初の英国Faculty of Homeopathy専門医（MFHom)。2014年度アリゾナ大
学統合医療プログラムAssociate Fellow修了。『国際ホメオパシー医学事典』『女性のため
のホメオパシー』訳。『妊娠力心と体の8つの習慣』監訳。『がんという病と生きる 森田療法に
よる不安からの回復』共著など多数。

　新型コロナウイルス感染拡大のなか、テレ
ワークが主体で、運動不足、体重も増え便秘
になってはいませんか。日本人の約 30％が
便秘であるといわれてます。便秘とは、排便
回数の減少、排便困難、硬い便、不完全な排
泄や腹痛などの症状がある状態です。便秘
の原因はいろいろありますが、最近では腸内
細菌とその代謝産物が原因の1 つとして考え
られています。今回、腸内細菌を考えること
で便秘にならないようにするための食生活を

紹介します。

腸内細菌とは
　ヒトの消化管には 多い人で1000 種類、合
計で 100 兆個以上の腸内細菌が生息して腸
内細菌叢（腸内フローラ）を構成しています。
その種類や数は生活環境などによって左右
されます。また腸内細菌叢を構成する菌種
や量は一人ひとり個人差があります。腸内細
菌は生後短い間に入った細菌叢でその個人
のパターンが固定されますが、加齢によって
その構成は少しずつ変化していきます。図1

に腸内細菌をあげています。2 割程度の善玉
菌、1 割程度の悪玉菌、7－8 割は日和見菌

が占めています。
　腸内細菌は摂取した食事の種類によって

その構成が変わっていきます。近年では食
事脂質や食物繊維などの栄養成分に対する

腸内細菌依存的な代謝経路が同定されて食

事の重要性がクローズアップされています。

便秘と腸内細菌
　日本内科学会では 「3日以上排便がない
状態、または毎日排便があっても残便感が 
ある状態」としています。また日本消化器病
学会では 「排便が数日に1回程度に減少し、
排便間隔不規則で便の水分含 有量が低下
している状態をさすが、明確な定義はない」
としています。図２に便秘の分類を示してい
ます。
　慢性便秘の人では、健康な人に比べ腸内
細菌の乱れ、明らかに逸脱して腸内細菌の
構成が異なった状態（dysbiosis）が報告され
ています。炎症や感染、食事などの様々な
原因でその状態になっていることが考えられ
ています。そのため慢性便秘の治療として、
腸内細菌叢の乱れを改善させることが重要
だとされています。この目的で、腸内細菌を
ターゲットとしたプロバイオティクスとプレバ
イオティクスがあります。プロバイオティクス
とは「腸内細菌のバランスを改善することに
より、宿主に有益な効果をもたらす生きた微
生物」でヨーグルト、乳酸飲料などの食品や
サプリメントととして摂取することが可能で
す。プレバイオティクスは「限られた数の腸内
細菌の増殖または活性を選択的に刺激する

ことによって宿主に有益な生理学的な効果
をもたらす非消化性物質」で、食物繊維やオ
リゴ糖など善玉菌のビフィズス菌の増殖促進

に働くものです。

食物繊維や乳酸菌、
発酵食品を摂りましょう
　海藻やキノコ類は1日1回食べる/緑・黄・
赤の野菜を毎食入れる/芋類・豆類は1日1品
摂るようにしましょう。ただし、便秘と下痢が
交互にくる痙攣性便秘の人は、ストレスや自
律神経の乱れが原因である可能性が高いの
で、食物繊維の過剰摂取は、大腸が働きす
ぎてしまうので避けてください。ヨーグルトな
どの乳製品を毎日摂る/納豆、みそ、しょうゆ
などの発酵食品を摂る/ぬか漬け、キムチな
どの発酵食品を摂るように心がけましょう。
水分の摂り方も気にしてください。朝起きた
時に一杯の水(飲み物)を飲む /食事中、10
時、15時、寝る少し前にコップ1杯の水分をと
るようにしましょう。
　気を抜いて乱れた生活を送っていると、腸
内フローラのバランスは崩れていきます。肉
食過多、油脂の取りすぎ、野菜不足、運動不
足の生活をしていると悪玉菌が増えます。規
則正しい生活、1日3回の食事を心がけ、便秘
にならないようこころがけましょう。

連載 【第12 回】
腸内細菌と便秘：食事に気をつけよう

図 1　腸内細菌 図 2　便秘の分類
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イベントプレビュー

総合技術研究会2021 東北大学　
開催日 2021年 3月3日（水）～5日（金）

会　場 オンライン

主　催 東北大学 事業支援機構 総合技術部

U R L https://web.tohoku.ac.jp/tech2021/

概　要 これまでの10年これからの10年教育と研究を支える技術の未来

出展内容 UC-win/Road、UC-1 インフラデジタルデータベース、自動運転、国土
強靭化ソリューション 他

オートモーティブワールド2021 自動運転EXPO
開催日 2021年 1月20日（水）～22日（金）

会　場 東京ビッグサイト

主　催 リード エグジビション ジャパン 株式会社

U R L https://www.automotiveworld.jp/ja-jp.html

概　要 クルマの先端技術分野 世界最大！

出展内容 UC-win/Road、安全運転シミュレータ、Shade3D、AUTOSAR／組込開発
サービス、ADAS・自動運転・AI関連ソリューション、ARシステム 他

建設技術展2020 関東
開催日 2021年 2月 16日（火）～17日（水）

会　場 サンシャインシティ展示ホールC+D

主　催 日刊建設工業新聞社

U R L https://www.decn.co.jp/kengi2020/

概　要 見せる、魅せる。匠のWAZA

出展内容 UC-win/Road、国土強靱化ソリューション、UAVプラグイン、
i-Construction・IM&VRソリューション

EVENT
PREVIEW 出展イベントのご案内

●出展情報：https://seminar.forum8.co.jp/

第3回 建設・測量生産性向上展CSPI-EXPO
開催日 2021年 5月12日（水）～14日（金）

会　場 幕張メッセ

主　催 建設・測量生産性向上展 実行委員会

U R L https://cspi-expo.com/

概　要 建設・測量業界の最新の製品・技術・サービスが一堂に集結する展示会

出展内容 UC-win/Road、Engineer's Studio®IM＆VRソリューション、Shade3D
Allplan、i-Construction関連ソリューション、スイート会計シリーズ

※新型コロナウイルス感染症予防対策に伴い、下記に掲載の展示会が中止・延期になる
場合がございます。詳細はHPにて順次公開いたしますのでご確認ください。

【テーマ1】”土木建設・建築・環境エンジニアリングの最前線”

【テーマ2】”自動運転、AI、クラウド研究の最前線”

FORUM8 MITスペシャルセミナー 2021
～FORUM8ユーザー向けMIT教授特別講演会オンライン～

FORUM8 Asiaオンラインセミナー2021

開催日時：2021年3月11日（木）9：00～11：00

場所：オンライン

開催日時：2021年9月9日（木）9：00～11：00

場所：オンライン

東京本社よりオンラインを通じて海外7拠点にてハイ
ブリッド開催。VR・CG、UC-1・FEMの分野ごとに、
フォーラムエイトの最新の製品・ソリューション提案
などを行います。安全運転シミュレータの体験やバー
チャルショールームの展示も行います。

人とくるまのテクノロジー展2021 横浜
開催日 2021年 5月26日（水）～28日（金）

会　場 パシフィコ横浜

主　催 公益社団法人自動車技術会

U R L https://expo.jsae.or.jp/

概　要 最新技術・製品を発信 自動車技術者のための国内最大の技術展

出展内容 UC-win/Road、安全運転シミュレータ、Shade3D、AUTOSAR／組込開発
サービス、ADAS・自動運転・AI関連ソリューション、ARシステム 他

人とくるまのテクノロジー展2021 名古屋
開催日 2021年 6月30日（水）～7月2日（金）

会　場 ポートメッセ名古屋

主　催 公益社団法人自動車技術会

U R L http://expo-nagoya.jsae.or.jp/

概　要 最新技術・製品を発信 自動車技術者のための国内最大の技術展

出展内容 UC-win/Road、安全運転シミュレータ、Shade3D、AUTOSAR／組込開発
サービス、ADAS・自動運転・AI関連ソリューション、ARシステム 他
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スケジュール

  9:00～  9:10
  9:20～  9:50
10:00～10:20
10:30～11:00

挨拶
スペシャルセミナー／特別講演
質疑応答
FORUM8プレゼン・テーマソリューション

日程 スケジュール

3月19日（金）
4月16日（金）
4月20日（火）
4月23日（金）
4月27日（火）
5月  7日（金）
5月11日（火）

ハノイ
韓国
上海
台北
青島
ヤンゴン
シドニー

14:00～14:20
14:20～15:20

15:20～16:00
16:00～16:15
16:15～16:50
16:50～17:25

挨拶
特別講演

UC-1・FEMセミナー
休憩
VR・CGセミナー
IM&VR・CGセミナー

マサチューセッツ工科大学（MIT）より講師をお招きして特別講演を実施いたします。土木や環境エンジニアリング、自動運転、AIなど、業界最前

線の情報をオンラインにてお届けいたします。

「VR Design StudioによるVR活用提案」
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