
［ユーザ紹介］

持続可能で安全・快適な交通システムの構築／高度研究用DS に各種機能を連携し先進の模擬運転実験を実現

「グローバルな都市のサスティナブルな駅前空間」

［新連載］

［3D・VRエンジニアリングニュース］

TAROの海外建築教育レポート Vol.2
［連載］

イエイリ・ラボ 体験レポート Vol.15 他
土石流解析・VRシミュレーション体験セミナー

［新製品紹介］
Engineer's Studio® Ver.2.01／トンネル断面算定／橋脚の設計Ver.11

［イベントレポート］
第17回 震災対策技術展／計測自動制御学会大会  他

「ご存知ですか？あなたの街の補助金・助成金」

「ロボティック・ファブリケーション」

京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻
ロジスティクスシステム工学研究室／交通情報工学研究室

第3回 Virtual Design World Cup テーマ決定！

フォーラム―総務 Vol.1

  VR-Cloud　運転シミュレーションにかかる
「バイナリデバイスによるVR空間での操作」
  についての基本特許を取得
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Up&Comingは、本号「創刊100号記念号」をもちまして創刊第100号を迎えました。
これもひとえに読者であるユーザの皆様の暖かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。 

Up&Comingは、弊社がソフトウェア企業として情報発信に力を入れることを決定し、取り組
みを始めた企画の一つでした。創刊号は、1991年2月1日発行の「‘91春の号」で、ISC
（Information Service Center）が編集発行した僅か８ページの小冊子でした。以来、季刊あ
るいは隔月間にて休むことなく、13年間に及び毎号ほとんどのユーザ様へご送付し、本号で
は、104ページと情報量も豊富になりました。Up&Coming記事の目玉であるユーザ紹介で
は、創刊号より、毎回、最低1社はご紹介し、本号まででご紹介したユーザ数は、116社に及び
ます。当初は、建設会社、建設コンサルタントのユーザ様を多くご紹介し、その後、官公庁、大
学・学校の紹介も増えました。UC-win/Roadリリース後は、VRの先進活用するユーザ様を数
多く取り上げ、近年は自動車関係企業、大学ユーザ様が増えています。

今まで多くの外部の専門家の方々やライター、写真家、漫画家など連載、企画記事に参画い
ただきました。また、特別インタービューも企画し、震災直後の「東北特集」と「新春対談」に
東北大学今村文彦教授に快くお引き受けいただきました。弊社のソフトウェア製品も順調に
開発を進めることができ、現在、登録ユーザ様は、15,605社に及びます。（本号Ｐ.91より）

本号では、札幌事務所を開設するにあたり、開設記念セミナーを紹介しております。また、新
しいクラウド指向のUC-1統合製品「UC-1エンジニアスイート」の発表セミナーもご案内してお
ります。今後は、金沢事務所開設に向けて次号にて北陸特集を組む予定です。そして、9月号よ
り隔月間に戻し、誌面を刷新する予定です。Up&Comingは、「フォーラムエイト・パブリッシ
ング」が編集発行しています。同グループでは、ホームページを担当するとともに書籍の出版
にも取り組んでいます。

今後は、これまで以上に読者の皆様の重要な情報源となれるよう、Up&Comingにて鋭意提
供、発信を続けていきたいと思います。これからも、「将来有望な」、「ますます向上する」
Up&Comingをどうぞよろしくお願いいたします。

おかげさまで100号を迎えました！

2013年4月1日 

株式会社フォーラムエイト　代表取締役社長　

Up and Coming 創刊号（1991年）

フォーラムエイト オリジナルフォーラムエイト オリジナル

USBメモリプレゼント！
4GB

特別会員の皆様へ
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● ［新製品紹介］ OHPASS 2012／UC-win/Road OHPASS 

プラグイン・オプション／Engineer's Studio® Ver 

2.01／鋼断面の計算 Ver.3／ラーメン橋脚の設計計

算 Ver.11，RC下部工の設計計算 Ver.11／橋脚の設計 

Ver.11／橋台の設計 Ver.12／橋台の設計(中国基準版) 

Ver.2／杭基礎の設計 Ver.11／BOXカルバートの設計 

Ver.12／擁壁の設計 Ver.13／斜面の安定計算 Ver.10／

土留め工の性能設計計算(弾塑性解析Ⅱ+)／トンネル断面

算定／防潮堤・護岸の設計計算 Ver.2／配水池の耐震設

計計算 Ver.4／かごマットの設計計算／地盤改良の設計

計算 Ver.3／BCP策定・BCMS構築支援サービス／3Dコ

ンテンツサービス／スパコンクラウド® 3ds Max・CG

レンダリングサービス／UC-1 for SaaS クラウドデータ

バックアップサービス，ファイル共有サービス .............30
● ［USER INFORMATION］ Maxsurf ／Multiframe／ xpswmm ....60
● ［サポートトピックス］ UC-win/Road ／ Engineer's Studio®／

UC-1シリーズ ...............................................................................70

● ［ディーラネットワーク・コラボレーションニュース］GTA（ドイツ）／株式

会社ニュージェック、東京農業大学 山崎教授 .......................78
● ［国内イベントレポート］関西大学カイザー・プロジェクト 特別

セミナー フローズ教授講演レポート／第 17回 関西大学

先端科学技術シンポジウム／第５回 国際カーエレクトロニ

クス技術展／リクナビ企業研究★ LIVE ／第 17 回 震災対

策技術展／東北 / 防災・減災ソリューションフェア／リテー

ルテックJAPAN 2013 ／計測自動制御学会大会／情報処

理学会 第 75 回全国大会 ..........................................................79
● ［セミナーレポート］ＶＲまちづくりシステム体験セミナー .........85
● ［セミナープレビュー］ 札幌事務所 開設記念セミナー .......................86
● ［イベントプレビュー］ NAB SHOW／AIAC 国際建築設計スタジ

オ2013 ／第 22回 ソフトウェア開発環境展 他 ......................87
● 営業窓口からのお知らせ／ FPBからのご案内 ..................90
● 新製品・新バージョン情報／開発中製品情報....................93
● フェア･セミナー情報  ..............................................................100

ユーザー紹介  京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 ロジスティクスシステム工学研究室／交通情報工学研究室 .........4

TAROの海外建築教育レポート Vol.2「ロボティック・ファブリケーション」 ..............................................................8
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Up&Coming100号 Topics4

Users Report
ユーザー紹介／第 100 回

都市社会工学専攻をめぐる
変遷と体制

京都大学大学院  
工学研究科 都市社会工学専攻
ロジスティクスシステム工学研究室／
交通情報工学研究室 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 

ロジスティクスシステム工学研究室／交通情報工学研究室

URL● http://www.um.t.kyoto-u.ac.jp/ja

所在地●京都市西京区

研究内容●効率的で環境に優しい都市物流システム／

　　　　　交通現象の分析、交通対策の評価・立案

User
 Information

京都大学桂キャンパス　校門（左）／ CクラスターC1棟内の模擬運転実験室には高度研究用DSが設置されている（右）
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ロジスティクスシステム工学研究室
都市物流システムに関する研究、
安寧の都市ユニットも並走

交通情報工学研究室　交通システム
のより賢い利用へ、ICT 活用が根幹

京都大学大学院  工学研究科 都市社会工学専攻 ロジスティクスシステム工学研究室　谷口栄一教授

京都大学大学院  工学研究科 都市社会工学専攻 
交通情報工学研究室　 中村俊之助教

京都大学大学院  工学研究科 都市社会工学専攻 
交通情報工学研究室　 宇野伸宏准教授
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Users Report
ユーザー紹介／第 100 回

実車ベースの実験の限界と
DSへのニーズ

京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻　ロジスティ
クスシステム工学研究室・交通情報工学研究室の皆さん

運転時の行動に応じた脳の活動を近赤外分光法（NIRS）を使い、脳の活動とドラ
イバーの運転行動、道路構造、交通状況との関連性について研究している

配車配送計画の最適化計算の結果（左）、マルチエージェントシミュレーションの結果（右）（画像提供：谷口栄一教授）
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DS 導入を受けた両研究室の取り組み

更なる展開と今後への期待

阪神高速道路株式会社との共同研究の様子（右上：合流線走行合流時、右下：本線走行合流時）（画像提供：中村俊之助教）



Up&Coming100号 Topics8

TAROの 海外建築教育レポート
～日本人プロフェッサーが見たアメリカ大学事情～

教員採用バトル

■著者プロフィール

楢原太郎氏は、米国マサチューセッ

ツ工科大学、ハーバード大学で学

び、現在はニュージャージー工科大

学で教鞭を執られています。大学教

育の現状やコンピュータ、デザイン

などの専門分野の動向などを現地

からレポートいただく企画です。

Vol. 2
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TAROの海外建
築教育レポート

ロボティック・ファブリケーション

http://www.dfab.arch.ethz.ch/



Up&Coming100号 Topics10

http://research.gsd.harvard.edu/drg/
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企業における情報の取扱いは年々重要になるとともに、その方法の適切性も厳しく要求されるよう
になってきています。このような中、ISOにおいても情報管理に関する規格が ISO27001として定
められています。フォーラムエイトでは、今期内の本認証獲得を目指して活動を進めています。

ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）

ISMS の
適用範囲、
境界定義

ISMS の
基本方針定義

リスクアセス
メントの取り
組み方法定義

情報資産、脅威、ぜい弱性、影響

リスクマネジメント実
施基準（組織の取り組
み方法、分析手法、要
求する保証レベル）

・管理目的と管理策の候補
　リスク
・ISMS 基準にない追加の
　管理策のリスク

リスクの特定 リスクの分析、
評価

リスク対応 管理目的と管
理策の選択

残集リスク
承認

ISMSの導入、
運用許可

適用宣言書
作成

計画（Plan）

実行（Do） 処置（Act）

点検（Check）

ISMSの確率

ISMSの
監視およびレビュー

ISMSの
維持および改善

ISMSの
導入および運用



Up&Coming100号 Topics12

土木建築エンジニアのためのプログラミング入門講座

誌上セミナー

Vol.

 シミュレータとシステムの概要

 シミュレータのシナリオ機能

 CarSimとの連携

Delphiによる応用開発事例12

 ■写真 01 体験シミュレー
　　　　　 タ３画面

操作の流れ

シナリオの流れ

走行開始
A地点通過 B地点通過

走行終了

START ENDイベント［１］発生：
モデル動作　結果処理 
など　＋メッセージ
　＋音声、効果音

イベント［２］発生：
モデル動作　結果処理 
など
　＋メッセージ
　＋音声、効果音　終了

■図 02 シナリオとイベントの関係

UC-win/Road → CarSim　　 　　　CarSim→ UC-win/Road

車体情報

車体の位置

車体の状態（ロール、ピッチ、ヨー）

タイヤ位置の情報（全タイヤ数分）

タイヤ接地面位置

タイヤ接地面の路面の傾き

タイヤ接地面の摩擦係数

運転情報

ハンドル舵角

アクセル

ブレーキ

車体情報

車体の位置

車体の状態（ロール、ピッチ、ヨー）

速度情報

加速度情報

角加速度情報

速度情報

角速度情報

運転状態の情報

エンジン回転数

ギア状態

ステアリングホイールトルク

ハンドル舵角

 CarSimとのデータの連携

■図 03 CarSimとシミュレータと
　　　　の連携画面
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土木建築エンジニアのためのプログラミング入門講座

Vol..1212
 シミュレータハードとの連携

 運転情報の反映

 鉄道シミュレータの開発

 運転席シミュレータの開発

 UC-win/Roadとシミュレータ間の入出力データ

インタフェース データ

RS-232C
ハンドル情報＆制御

６軸モーション制御

アナログ（CONTEC）

アクセルペダル

ブレーキペダル

スピードメーター

タコメーター

デジタル（CONTEC）

割り当てボタン５個

シートベルト着用

シートベルト制御

if Supports(ApplicationServices, 

IF8ApplicationServices, winRoadApplication) then

  begin

  // ステアリングのセット

  winRoadApplication.mainForm.driver.SetSteering

( Max(-1, Min(1,p_Param.CarState.Stear) ) );

  // アクセルのセット

  winRoadApplication.mainForm.driver.SetThrottle

( Max(0, Min(1,Throttle) ) );

  // ブレーキのセット

  winRoadApplication.mainForm.driver.SetBrake

( Max(0, Min(1,Brake) ) );

  end;

■図 04 運転席視点

位置、速度　→　　　　　　　　　　　　　　　　
画面表示

パラメータを取得

情報プール／受信時刻

距離／速度

不定期

→　

←

一定周期でループ

■注 01 車両ダイナミクスを決める要素は、運転席の情報以外に、路面
　　　　の勾配や摩擦、車両重量、路面状況などもあります。



Up&Coming100号 Topics14

誌上セミナー

 列車運行シミュレータとの連携（VR表現）

Train ID
出発地
目的地
出発時刻
到着時刻

車両重量
車両性能

搭載人員・貨物

風、地震
ラッシュ時
事故・災害

祭典等による運行

列車位置を参考に
　・閉塞区間内列車の有無
　・手動操作（事故、行事）
などにより、信号を制御

Visualization
UC-win/Road Customize

画面出力
視点切り替え

■図 06 鉄道運行シミュレータからの連携イメージ

■図 07 列車の通過時はカントに応
　　　　じて車両が傾く

■図 09 駅カメラからの映像模擬

■図 05 対向車両

■図 08 複数車両のすれ違いを確
　　　　認できる

ダイヤから、列車の目標位置を計算し、目標位置に向け
て列車を制御
　・車両性能（加速度・ブレーキ性能）
　・車両重量（加速度・ブレーキ性能に影響）
　・線路勾配（加速度・ブレーキ性能に影響）
　・速度標識（最高速度に影響）
　・信号標識（速度制限、侵入の不可）
などから、列車の位置をリアルタイムに解析

  



NEW

「VRプレゼンテーションと
　　　　　新しい街づくり」

エンジニアのためのITリテラシーとして、無料オフィスソフトウェアLibreOf-
ficeの活用方法と関連情報知識を速習できる入門書です。特別付録DVDに
は本書の電子書籍版、LibreOffice、100点以上のテンプレートや便利なフ
リーソフトなどが含まれています。

2012年9月発売 本体1，500円 ＋税定価

2011年11月発売 本体3，480円 ＋税定価

2009年11月発売

本体2，800円 ＋税定価 本体3，800円 ＋税定価

2008年11月発売

2010年11月発売 本体2，800円 ＋税定価

プログラミング経験の少ない土木建築エンジニア
向けの、Delphiによるプログラミング入門書。付
属DVD-ROMに収録のサンプルプログラムや豊
富な実例により、SDK（開発キット）を活用したプ
ログラミングの方法をわかりやすく丁寧に解説！

プログラミングの経験のある土木建築エンジニアが、グ
ラフィックス・プログラミング、並列プログラミングを学
ぶ入門書。UC-win/RoadのSDK（開発キット）を活用
したVRのOpenGLプログラミングから、先端の並列グ
ラフィック言語CUDAの応用まで、わかりやすく解説！

本体3，790円 ＋税定価本体 　88元 ＋税定価

「先端グラフィックス言語入門
　～ Open GL Ver.4 & CUDA ～」

「エンジニアのためのLibreOffice入門」

「数値シミュレーションで
　　　　考える構造解析」

「道路景観規劃設計軟件
  UC-win/Road実用教程」

「できる！使える！
　バーチャルリアリティ」

「土木建築エンジニアの
　　　　　プログラミング入門」

BOOK

出版･販売書籍

「Androidプログラミング入門」
Linux環境におけるスマートフォンアプリ開発の基礎と
3DVRアプリプログラミング
Android OS 対応アプリケーション開発の基礎と併せて、VR-Cloud® クライアントのAndroidア
プリ構築プログラミングを、豊富な実例をもとに学ぶ入門書です。スマートホンの基礎知識から
Android開発環境の構築、基本的なアプリケーションのプログラミング方法までを網羅しています。

2012年11月発売 本体1，500円 ＋税定価

にて販売中！

「都市の地震防災」
～ 地震・耐震・津波・減災を学ぶ ～
著者：吉川弘道（東京都市大学）  他
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　   PDF(逆 )変換ツール

■はじめに

■データ変換の方法

■  データの再現性

■  代表的な変換ツール

APPLICATION
便利ソフト情報

APPLICATION&HARDWARE
INFORMATION

2013-No.2

便利ソフト＆
　　　最新デバイス情報
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■  タッチパネルについて

■  タッチパネルの価格

■  タッチパネルの方式

絶縁体 フィルム

ガラスドットスペーサー 透明電極膜

■  フォーラムエイトでの
　  タッチパネルディスプレイへの対応

　   最新タッチパネル事情HARDWARE
最新デバイス

保護カバー
電極パターン層電界

ガラス基盤
透明電極層（X）
透明電極層（Y）

再帰反射テープ

三角測量

赤外線 LED/ イメージセンサー
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「第20回ITS世界会議東京2013」プレビュー
自動運転、環境・災害対策などの議論に力
ITSの過去・現在・未来、アジアの ITSもカバー
4月1日、会議登録始まる

会議の概要、各イベントも次第に具体化

“ITS世界会議東京2013”に向けて
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FORUM8：ITS理解にDSとVR-Cloud®で演出

®

®

Ⓡ
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VOL.22 ［宮城県］

青葉山と指呼の間にある経ケ峰は藩祖・伊達政宗が自ら
墓所と定め、二代忠宗、三代綱宗が眠る伊達家の霊廟の地
に架かる霊屋橋は、明治 41年に霊屋下の元三文渡しに長
さ約 100mの木造列柱橋が架けられたのが起源である。
現在の橋は、1935 年に建造された鉄筋コンクリトアー

チ橋 2連で、架橋地点の広瀬川の瀬や淵にまつわる伝説
が数多く残されている。

慶長 5 年（1600 年）、伊達政宗が仙台開府の際に広瀬川の西岸丘
陵部に築城（青葉城）を開始した。広瀬川が大きく蛇行して流れ、西
側の青葉山や竜ノ口渓谷は天然の要害となり、一方、両岸に形成され
た河岸段丘の上には城下町の開発に最適な平野が広がっていた。その
青葉城と広瀬川の対岸に形成された城下町を結ぶ主要な連絡路として
の橋が大橋である。現在の大橋は、1938 年に鉄筋コンクリー卜アーチ
橋 3連に架替えられ、急速に大都市化した仙台市の母なる川・清流広
瀬川の自然の伶まいにマッチした美しい姿を写し出している。

丸森大橋

大橋

7

1

橋長 ● 116ｍ

福島県境に接する丸森町を流れる阿武隈川に架かる橋で、旧丸森橋（1929
年竣工）の下流約1km地点に国道113号のバイパス道路の一環として、ま
た旧丸森橋の老朽化と交通混雑の解消を目的に平成 23年11月に完成。

橋長 ● 556 ｍ（アーチ橋384m） 幅員 ● 13.5 ｍ

霊屋橋2

橋長 ● 60.6 ｍ 幅員 ● 10.1 ｍ

仙台湾岸地域の幹線道路として機能する仙台東部道路の内、空港
IC-- 仙台東 IC聞のほぼ中央に位置する一級河川名取川に架かる単
弦ローゼ橋で、桁高3m，桁幅 8mの3室箱桁の補剛桁を有する。

幅員 ● 11ｍ

橋長 ● 523.8 ｍ（単弦口ーゼ桁150m) 幅員 ● 18.5 ｍ

新名取川橋6
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ＮＰＯ法人 シビルまちづくりステーション
http://www.itstation.jp/

橋は、栗駒固定
公園内に位置し、
奥州三名湯の一っ
として知られる鳴
子温泉郷にある。
全長約 3km、深さ
100mのV字渓谷
が続き、新緑と紅
葉の名所でもある

通称・鳴子峡の最大の見せ場となるのが大深沢橋
である。固定公園切手でも紹介されている絶好の
ビュースポットとなっている。

広瀬川の上流で国道 48号を渡河するアー
チ橋。1954 年の架橋時は、アーチ橋として西
海橋（長崎県〉に次ぐわが国第2位の規模を
持つ歴史ある橋である。近年の交通量の増加
や車両の大型化、幅員の狭少、また老朽化で
損傷も著しく2006 年に拡幅や補強工事を完
成させた。

大深沢橋10

橋長 ● 99.7 ｍ 幅員 ● 6ｍ

宮城県第2の都市石巻市を二分する旧北上川の河口に架
かる橋梁で、慢性的に渋滞にあえぐ県道石巻女川線のバイ
パス的役割を果たす。また石巻工業港と石巻新漁港を直結
する産業基幹道路の役割を担っている。1979 年に開通し
た本橋は、当初有料橋であったが、開通から20 年後に無
料開放された。本橋の特色は、架橋地点を考慮、上部工に
耐候性鋼材を用いた無塗装橋梁としたもので、メンテナンス
フリーの大型橋梁として注目を浴びた。東日本大震災では
周辺の構造物や工場、家屋など壊滅的な被害を受けたが、
日和大橋だけはほとんど無傷で残り、復興や復旧には欠か
すこと出来ない重要な橋梁として活躍している。

橋長 ● 716.6 ｍ

JR東北本線・南仙台~ 長町駅間の名取
川を横断する橋梁で、平成 8年の完成時に
は宮城県初の本格的な斜張橋タイプの橋梁
であった。旧国道4号名取橋の上流に隣接
して架かる。

JR仙石線・野蒜 ~陸前小野駅間の鳴瀬川
河口を横断するPRCフィンパック橋梁で、わ
が国では最も珍しい橋梁形式である。フィン
バックとは “背びれ"を意味し、桁中央部では
桁高さを低く、支点上で尖った形をしている事
からこの名が付いたと言われる。

幅員 ● 10ｍ

日和大橋5

鳴瀬川橋梁8

橋長 ● 512.2 ｍ 幅員 ● 複線軌道橋長 ● 488.92 ｍ 幅員 ● 5ｍ

名取川橋梁9

小滝沢橋は通称・眼鏡橋と呼ばれ、宮城県
唯一の石造アーチ橋である。橋は、1939 年
に秋保町馬場の四ツ釜山を水源とする芋生川
が小滝沢となって名取川に流入、この沢に架け
られたもので、工法は半円の部分を台形の切
り石で積み上げたもので、1983 年仙台市有形
文化財に指定されている。

小滝沢橋

20.8 ｍ

橋長 ● 138ｍ

幅員 ● 4.5 ｍ

幅員 ● 10ｍ

3

熊ヶ根橋4
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®

®

スパコンならではの
高い演算性能を活用した

新しいソリューションサービス

®

®

おにいさん
設計エンジニアの
ユーザさん

おにいさん
設計エンジニアの
ユーザさん

おねえさん
「倉人冴子」（くらうどさえこ）
どうもフォーラムエイトの
社員らしい

おねえさん
「倉人冴子」（くらうどさえこ）
どうもフォーラムエイトの
社員らしい

NEW



３D・VRをクラウドで！
（登録商標 第 5445551号）
2012 年 9月10日リリース

®

®

®

®

◆経産省クラウド研究事業採択！
◆第８回CSAJ アライアンス大賞 特別賞受賞！
◆a3S：クラウド伝送ライブラリ特許出願中

®
™

™

NEW

®

® 各営業所のナビゲーションサンプルを公開中！
http://www.forum8.co.jp/forum8/showroom.htm 

® http://www.forum8.co.jp/product/ucwin/VC/VC-taiken.htm
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®

®

FORUM8 HOT NEWS 2013.01-03

３D・VRクラウドの運転シミュレーションにかかる基本特許取得
経産省委託事業で研究開発のVR-Cloud®機能

HOT NEWS
No. 1

HOT NEWS
No. 2

フォーラムエイト本社 2013年7月 品川インターシティへ移転
駅前で交通至便、セミナールーム・ショールーム拡張

®
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HOT NEWS

UC-win/Roadドライブシミュレータによる調査研究
         近畿大学工学部 広島キャンパスのブログにて紹介！

HOT NEWS
No. 4

HOT NEWS
No. 3

®

フォーラムエイトパブリッシングの書籍シリーズ
4月刊行『都市の地震防災』に続く出版企画のご案内
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HOT NEWS

Up&Comingは 2013年9月号より隔月刊に
　　　次号以降も新連載などさらに充実した内容でお届け！

HOT NEWS
No. 6

HOT NEWS
No. 5

3次元動的非線形解析Engineer's Studio®が
公共ネットワーク機構の「危機管理デザイン賞」を受賞

®

®

®

Up&Coming100号 Up&Coming100号Topics Topics8 9

①交付申請書（様式第 1号）
②建物緑化計画説明書（別記様式　第 4条関係）
③手続き代行者選任届（様式第５号）
（④建物の所有者がわかる書類）
⑤案内図・位置図
⑥緑化計画平面図
⑦緑化面積求積図
⑧断面図
（⑨敷地全体の緑化計画平面図等）
⑩助成対象事業着手前の写真
⑪緑化工事見積書及び内枠明細書の写し

審査結果通知書（様式第２号）を通知

※工事着手の３０日前までに申請

交付申請書（様式第１号）［計画変更・廃止］提出
図面は申請時に準じます

審査結果通知書（様式第２号）を通知

※工事完成後３０日以内に提出

※請求書は交付確定通知書決定日から
　30 日以内に提出

①完了報告書・完了検査願（様式第３号）
②案内図・位置図
③緑化完成平面図
④断面図
⑤助成対象事業完了後の写真
⑥緑化工事に係る収支精算書・内枠明細書及び領収書（写し）

屋上緑化、壁面緑化については現地確認検査及び書類検査、緑
化のカーテンについては書類検査を実施

検査の結果、合格の場合、交付確定通知書（様式第 4号）を通知

①請求書（様式第 7号）

指定口座に、助成金を振り込みます

でに申請

Up&Coming99 号Topics 8

例えばこんな補助金・助成金も

新連載

ご存知ですか？あなたの街の補助金・助成金

申請時の注意点

今号より新連載「フォーラム―総務」がスタートします。ユー

ザーの皆様に役立つような税務、会計、労務、法務などの総務

情報を中心に取り上げて、わかりやすく紹介していきます。

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/koen/page100111.shtml

Up&Coming100号 Up&Coming100号Topics Topics8 9

TAROの海外建
築教育レポート

TAROの 海外建築教育レポート
～日本人プロフェッサーが見たアメリカ大学事情～

Up&Coming99 号Topics 8

教員採用バトル

■著者プロフィール

楢原太郎氏は、米国マサチューセッ

ツ工科大学、ハーバード大学で学

び、現在はニュージャージー工科大

学で教鞭を執られています。大学教

育の現状やコンピュータ、デザイン

などの専門分野の動向などを現地

からレポートいただく企画です。

Vol. 2
ロボティック・ファブリケーション

http://www.dfab.arch.ethz.ch/
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大阪大学大学院准教授   福田 知弘

Vol.20
チェンナイ：南インド

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学が
専門。国内外のプロジェクトに関わる。CAADRIA（Computer Aided Architectural Design Research 
In Asia）学会 会長、日本建築学会 近畿支部常議員、NPO法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大阪旅め
がねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーションと
新しい街づくり」「はじめての環境デザイン学」など。
ふくだぶろーぐは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/

●昔はマドラス、今はチェンナイ。
CAADRIA2012の開催地、チェンナイ。

かつてイギリス東インド会社の拠点として

栄え、1996年までマドラスと呼ばれてい

た、南インド最大の都市。タミル・ナドゥ州

の州都。かつての統治国イギリスの影響が

色濃く残る一方で、古くから南インドのタ

ミル・ヒンズー文化の中心地でもある。訪

問したのは4月下旬だが、現地は、最高気

温37℃，最低気温27℃、平均湿度76%。

関空からシンガポール・チャンギ空港に

着く。ここからチェンナイ行の飛行機に乗

換えるが、インド人と聞いて想像するよう

なターバンを頭に巻いた人たちは見当たら

ない。以前、デリー行きの飛行機に乗り込

んだ時には、ほぼ全員がターバンを巻いて

おられ「これぞ、インド行の飛行機」という

感じがしたのだが。調べてみると、シク教

徒の男性がターバンを着用するそうで、彼

らは北インドに多いそうだ。

チェンナイ空港からホテルへ向かう（図1）。

交通手段は、バス、タクシーに加え、オート

リクシャー、サイクルリクシャーなど様々。

道中は20kmあるのでタクシーを利用し

たが、以前のデリー（都市と建築のブログ

No.4）より、かなり安心ドライブ。まず、タ

クシーにはサイドミラーがきちんと付いて

いる。デリーのタクシーは、サイドミラーが

付いていなかった。前も後ろも右も左も車

間距離が狭いのはデリーと余り変わらな

いのだが、サイドミラーの分だけちょっと

安心。乗車の際にエアコンをONにするか

OFFにするか、事前に料金の説明があった

こともデリーとは違う。ただ、車道上には

ウシ、ゾウ、イヌ、ニワトリなど多様な動物

が悠 と々横断しているので出会う度にヒヤ

ヒヤするのはデリーと同じ。

●CAADRIA2012
ホテルからCAADRIA2012学会会場

へ。バスは朝8時にホテル出発と聞いてロ

ビーに全員集合したものの8時24分になっ

ても現れず。会場に着くとオープニングセ

レモニーは45分遅れて開始（図2）。ティー

ブレイクでは、ティーが中々到着せず、

ティーブレイク時間の終了間際にようやく

ティーが到着。皆さんお待ちかねなので自

然と延長戦に入る。初日は、インドモード

にシフトチェンジしきれておらず、定刻を

気にしてしまう。ホスト大学のHindustan 

Universityはチェンナイ郊外に位置する私

立大学。キャンパスでは、牛やニワトリたち

が、学生たちに交じって

歩いていた。

小生の論文発

表は2つ。一つ

目の発表は、ス

マートフォンによ

る景観ARシミュ

レータについて。

そして二つ目の発表は、クラウド型VRを

用いた同期分散型会議の可能性につ

いて（図3）。プレゼンでは、チェン

ナイ－大阪間をSkypeとcloudVRを

使用して同期分散型会議デモを実

施。不安定なネット環境でWiFi接続

に苦労したが、接続状況を聴衆に見て

 福田知弘氏による「都市と
建築のブログ」の好評連載の第20回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介す
る都市や建築。今回は南インド チェン
ナイの3Dデジタルシティ・モデリングに
フォーラムエイトVRサポートグループの
スタッフがチャレンジします。どうぞお楽
しみください。

魅力的な都市や
建築の紹介と

その3Dデジタルシティへの
挑戦

図3　CAADRIA2012論文発表風景図1　チェンナイ空港からの道程 図2　CAADRIA2012
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もらえて良かった。今年のCAADRIA2013 

@ 国立シンガポール大学では、この、クラ

ウドVRを用いた同期分散型会議システム

を更に拡張した内容を発表する。

2日目の夜はConference Dinner。これ

がホスト大学の腕の見せ所。CAADRIAに

初参加したメンバーはConference Dinner

を通じて仲間と打ち解け、翌年も参加しよ

うと思えてくるアットホームな雰囲気。そ

のため、ホストはCAADRIAに参加しなけ

れば体験できないようなイベントを入念に

準備される。今年は特に素晴らしかった。

Dinnerの前座として、まず、Hindustan-U

の建築学科の学生自らが企画したダンス

ショー。その後、ファッション学科の学生

がファッションショー（図4）。プロと見間

違うほどのレベルの高さに本当に驚いた！

●チェンナイ市内
CAADRIA2012学会のPost Conference 

Tourに参加。ツアーはCAADRIA2012のホ

ストとゲストがオフタイムに打ち解ける貴

重な機会。Hindustan-Uの学生さんは本当

に親切でノリの良いメンバー達。学会が終

わってからもフェイスブックを中心に交流

は続いている。セント・ジョージ砦は東イン

ド会社により1640年ごろに築かれた星形

の要塞。現代のチェンナイはここを中心と

して発展した。花壇では現地の人々が作業

中（図5）。駐車場の脇では男の子たちがク

リケットをしていた。カパーレシュワラ寺

院はチェンナイ最大の寺院。高さ40m近い

ゴープラム（塔門）には繊細な彫刻多数。

寺院の外で靴を預けて裸足になり、中庭は

自由に見て回れるが、本堂はヒンドゥー教

徒しか入れない（図6）。マリーナ・ビーチは

ベンガル湾に面した長大なビーチ（図7）。

日中は、漁師たちが木舟や漁具の手入れ、

陸揚げした魚介類を産地販売していた。

●マハーバリプラム
マハーバリプラム（Mahabalipuram）は

チェンナイの南約60kmに位置する町。6世

紀以降、パッラヴァ朝の港湾都市として栄

えた。ここに点在する建造物群は7世紀頃

に建てられたものであり、世界遺産に登録

されている。岩の塊から彫出した岩石寺院

（ラタ、図8）は、パンチャ・ラタ（五つの山

車の意味）の他、ゾウやウシをかたどった

彫像が点在するが、ナントこれらは一つの

巨大な岩から掘り出した彫刻。建造物の占

める面積からすれば、巨大な石からかなり

の年月をかけて掘り出したと思われる。海

岸寺院（図9）は切石を積んで建立した石

造寺院。元々は7つの寺院があったが、現

存する2つ以外 は海に沈んで

しまったそう

だ。ヒンズー

の寺院とき

くと派手

な色遣い

の 建 物

を想像す

るが海岸

図4　Conference Dinner でのショー

図7　マリーナ・ビーチ

図5　セント・ジョージ砦で作業中の人々

図9　海岸寺院

図8　パンチャ・ラタ

図6　カパーレシュワラ寺院
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寺院はそうではなく素朴な感じ。回廊の中

にいると涼しい海風が舞い込み気持ちが

良い。

●ポンデシェリとオーロビル
ポンデシェリ（Pondicherry）は、英領

インドの時代にフランス領だった都市。整

然とした街並みは他のインドの都市とは

違う。海岸沿いには洒落たカフェあり（図

10）。オーロビル（Auroville）は、ポンデ

シェリから約12km。経済的、文化的、環境

的に自立した持続可能なシステムを創造

することを目指している実験型エコビレッ

ジ。ポンデシェリにアシュラムを開いた哲

学者オーロビンドとフランス人のマザーと

呼ばれる女性の提唱で1968年に設立され

た。現在は、欧米からの移住者を主とした

約1800人が生活する。オーロビルの面積

は20km2。マトリマンディル（図11）を中心

として直径約3kmに都市エリアが広がり、

その外縁部に緑地帯が広がる。施設や構

造物はマトリマンディルを中心にらせん状

に平面配置されている。マトリマンディル

の金色の球形は直径36m、高さ29mもあ

る。エコビレッジの運営は必ずしも理想通

りには進んでいないと聞くが、実際に足を

運んでみる価値あり。

「スパコンクラウド® CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成し

た高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシティ・ニューカッ

スルのレンダリングにも使用されており、スパコンの利用により高精細な動

画ファイルの提供が可能です。また、POV-Rayを利用しているため、UC-

win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

®

今回は南インドのチェンナイ（Chennai）にあるヒンズー教寺

院であるカパーレシュワラ寺院（Kapaleeshwarar Temple）を

再現。寺院の向かいにある池からの景観は、池の中央にある

祠と水面に映る様子の落ち着いた雰囲気を、VRで表現しまし

た。その他にはインド各地の都市と結ばれている地域最大の

終着駅チェンナイ中央駅や、海のそばの古代遺跡マハーバリ

プラム（Mahabalipuram）、イギリスを宗主国としたインドの中

で珍しい旧フランス領のポンデシェリ（Pondicherry）にある

ガンジーの彫像、そして持続可能都市オーロビル（Auroville）

の景観など、南インドのみどころを紹介するデータとなってい

ます。

■VR-Cloud® 閲覧URL：http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-

blog20.htm#city

「チェンナイ」の3Dデジタルシティ・モデリングにチャレンジ
3Dデジタルシティ・南インド チェンナイ by UC-win/Road

®

図10　ポンデシェリのカフェ 図11　オーロビル

“Source: WorldView-2 Satellite Imagery (0.5m resolution) ; Image acquired: September’ 2012”
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New Products

●OHPASS体験セミナー
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New Products

 UC-win/Road エキスパート・トレーニングセミナー
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New Products

®

®
● Engineer's Studio® 活用セミナー

●『都市の地震防災』出版記念セミナー
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New Products

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
®
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New Products
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New Products

半円中央
端部に配置しない

半円全体
円弧端部まで配置

●橋脚･ラーメン橋脚の設計セミナー
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New Products

●橋脚･ラーメン橋脚の設計セミナー
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New Products

P1 P2 P3 P4 P5

Bridge1 Bridge2

Bridge3

Bridge4

P6 P7 P8 P9

可働 ゴム 固定 剛結 Bridge1,2,4　コンクリート桁
Bridge3　　　鋼桁
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New Products

®

●橋台の設計セミナー
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New Products
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New Products

杭耐力を上げる
ことが可能か

NO

フーチング剛体照査

水平変位の照査
支持力の照査
杭体応力度の照査
杭頭接合部の照査

フーチング応力度の照査

安定計算

終了

レベル２照査を行うか レベル照査を満足
するか

杭体応力度照査のみ
NGか

杭の耐力を上げる

開始

杭の配置

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

●杭基礎の設計セミナー
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New Products
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New Products

●ボックスカルバートの設計セミナー
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New Products
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New Products

●擁壁の設計セミナー
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New Products
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New Products
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●斜面の安定計算セミナー
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New Products

Σ(c･l + {(Wｰu0b)･cos  - kh ･W･sin  }･tan )Fs
Σ(W’･sin )

Σ(c･l + {(Wｰu0bｰ ub)･cos  ･tan Fsd
Σ(W’･sin )



Up&Coming100 号 New Products & Service48

New Products

I II
I
I - 
II
III 
III

●弾塑性地盤解析セミナー
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New Products

®

®

®

®

●土留め工の性能設計計算セミナー   NEW
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New Products

●UC-1 港湾シリーズ体験セミナー
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New Products

®
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●配水池・揚排水機場の設計セミナー



Up&Coming100 号 New Products & Service52

New Products
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●ウェルポイント､地盤改良の設計計算体験セミナー
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New Products
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●ウェルポイント､地盤改良の設計計算体験セミナー
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New Products

●BCP策定・BCMS構築支援サービス体験セミナー
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New Products



Up&Coming100 号 New Products & Service56

New Products

  NEW

約
２
ヶ
月

http://www.youtube.com/watch?v=JFqSbTxqxE4

©

●プロジェクションマッピングセミナー
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New Products

©
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New Products

～

®
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New Products
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User Information

MaxsurfMaxsurf
総合情報 
Vol.29

INFORMATION

for USERS  Maxsurfユーザセミナー
■バリシップ（今治）で開催！
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User Information

テクスポート今冶
旧今冶コンピュータ

カレッジ

美須賀中

美須賀小

今冶国際H

城東小

今冶城

今冶市公設
地方卸売市場

今冶市下水
浄化センター

今冶港
蒼社川 頓田川

今冶城

ワールドプラザ

市役所 大丸 ハリソン

片山交差点

至 玉川 至 朝倉

今冶北
IC

今冶
IC

今冶
湯ノ道
IC

湯の浦道の駅

松山自動車道へ接続

桜井漆器会館

JR 今冶駅 JR 伊予桜井駅

ホテル
アジュール

セミナー会場
KEIO HOTELバリシップ会場

テクスポート今治

http://www.keiohotel.co.jp/
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User Information

Multiframe
総合情報 
Vol.29

 INFORMATION

for USERS

Multiframe 3次元構造解析セミナー
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User Information

xpswmmxpswwm
総合情報 
Vol.30

INFORMATION

for USERS  浸水氾濫津波解析セミナー
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裸眼立体視

機器を使わない方式
（人の目で行う裸眼立体視）

交差法

平行法

裸眼 3Ｄディスプレイ

機器を使う方式 ホログラフィ（レーザー）

レンチキュラー（レンズ）

視差バリア（バリア）

その他の方式（ミラーなど）

メガネを使わない方式
ディスプレイによる裸眼立体視

立
体
視

最先端の3Dコンテンツ技術を紹介

３Ｄ映像の仕組み (2)  ～裸眼立体視～
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http://gl.ict.usc.edu/Research/3DDisplay/

レンチキュラー
レンズ

左目用映像
右目用映像

左目

右目

映像

バリア

左目

右目

映像
左目用映像
右目用映像



3D・VRエンジニアリングサービス 3D レーザスキャナ、3Dプリンタ、BIM対応CADを
活用した総合ソリューション

3D模型サービス
UC-win/RoadやUC-1シリーズ、Allplan
などから出力される3Dモデルを基に、
3Dプリンタで模型を作成するサービ
ス。Zprinter650を使用し、インクジェッ
トによるフルカラー３Dモデルを出力。
●3D模型サービス見積り例

Web見積サービス
https://www2.forum8.co.jp/3dmodel/

スパコンクラウド® 
Wind Simulator（風体感システム）

風流体解析結果を元に、模型で指し示さ
れた視点に合わせファンが実際に風を送り
ます。風力・風向きなども再現。

3D図面オプション／報告書・図面トータルサービス

▲配水池モデル

●3D配筋CADによる
　鉄筋の干渉チェック
　かぶり厚チェック

▲ 3D/2D配筋図

AllplanシリーズのBIM統合ソリューションを用い、3D図面および2D図面を作成。
Allplanビューワとともに色分けした鉄筋状態など標準設定を行ったデータを提供。最
終成果はデータ提出を基本とし、Allplan3次元データ（IFC対応）出力として提供可能。

主たる模型の制作範囲：
縦 45（cm）×横 45（cm）×高さ5（cm）
総作業工数（小計A）
工数（小計 B）

直接人件費（小計 C=A＊B）
一般管理費（小計 D）
材料費、間接費（小計 E ）

6.6（h）
￥27,960
￥184,536
￥92,268
￥233,888

合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） ￥510,692

３D表示による鉄筋の干渉
チェック
鉄筋から躯体面の距離を
測定するかぶり厚チェック

1

2

1 2

IM＆VR
 BIM/CIMによる建築土木設計ソリューション ®

3DS

OSCADY/
TRANSYT
交通解析

OHPASS
線形最適化システム

xpswmm
氾濫解析

UC-1 土石流
シミュレーション
土石流解析

スパコンクラウド®
大規模解析･シミュレー
ション･CGレンダリング

3D点群･出来形管理
点群モデリング

EXODUS
避難解析

SMARTFIRE
火災解析

DesignBuilder
エネルギー解析

UC-win/Road
VR-Cloud®

3D･VRシミュレーション

DXF

OpenMicroSim
OSCADY plugin

OHPASS plugin

Player plugin

EXODUS plugin
xpswmm plugin
sup / xpx / csv

2D DXF

LandXML

IFC

IFC

IFC

POV-Ray

3DS
IFC 3DS

3DSFBX

osc

vrs/vrg

2D DXF

3D DXF
構造解析

(3Dモデリング)
3ds Max

Engineer’s Studio®
構造解析

UC-1 設計シリーズ  
土木設計

UC-1 車両軌跡/
駐車場作図システム  
Parking Solution

UC-Draw
橋梁点検システム
3D配筋CAD
CADシステム

SDNF

SXF

LuxRender

3DS

3DS3DS

建築土木3DCAD
Allplan

3次元鋼構造CAD

AdvanceSteel
AdvanceConcrete

交通シミュレーション



■3Dスキャン出来形管理VRモデリングサービス
3Dレーザスキャニングと3DVRモデリングの組
み合せ比較による出来形管理サービス。お客
様の基本設計データと現場実測データを基に
3DVRモデルデータおよび出来形管理帳票を作
成して納品いたします。

3Dレーザスキャナによる点群の
計測とモデリングをサポート。計
画時に作成された3次元モデルや
VRモデルの完成後に高精度なデータ検証が可能。

設計データ（設計値）と点群データ（実測値）か
ら差分を計測し各種出来形管理帳票を作成。
LandXML等の設計デー
タがすでにある場合は、
出来形を3Dレーザス
キャンで取得すること
で、容易に帳票を作成。

UC-win/Road 3D点群・出来形管理プラグイン

3Dレーザスキャン・モデリングサービス
3Dレーザスキャナ等により計測された点群データの情報を
UC-win/Roadで活用するためのプラグイン。構造物モデリング、道
路作成、地形や建物の計測・測量などさまざまな目的で活用可能。

UC-win/Road 点群モデリング
プラグイン

BIM＆VR対応製品群

線形最適化システム 建物エネルギー解析・CFD解析・昼光率計算 クラウド型3DVRアプリケーション

火災解析

群集・避難解析

信号・交差点計画/交通流解析浸水氾濫津波解析

3D・VRシミュレーション 3次元土木建築CAD

建築・土木3次元構造解析土木設計計算プログラム 　3次元プレート動的非線形解析

IFC,DXF などのデータ形式利用で、各種解析ソフト、専用 CADとのスムーズな
連携が可能に。建築土木の新しい設計プロセスを実現します

IFCなどのさまざまなデータ形式との連携により、建築・土木設計をBIMのワークフローで実現。
耐震設計、配筋シミュレーション、各種解析結果の可視化など、建築・土木設計プロセスにおけるデータ活用可能性が広がります。

OHPASS DesignBuider

SMARTFIRE

EXODUS

OSCADY／TRANSYTxpswmm

UC-win/Road Allplan

UC-1  Series Engineer’s Studio®

VR-Cloud®
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第3回Virtual Design World Cupテーマ決定！
「グローバルな都市のサスティナブルな駅前空間」

The 2nd Student BIM & VR Design Contest
World Cup Award Noah's Ark -Tokyo 2050-

Shibaura Institute of Technology

http://vdwc.forum8.jp
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Support Topics
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Support Topics

®
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®

®
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Support Topics
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イエイリ・ラボ体験レポート

I

vol.

イエイリ・ラボ
体験レポート

16
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Ieiri Labo
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●次回の予定

2013年４月10日（水）
UC-1 エンジニアスイート
発表セミナー

2013年5月20日（火）-21日（水）
UC-win/Road エキスパート・
トレーニングセミナー
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海外イベントレポートディーラ・ネットワーク・ニュース ／コラボレーション・ニュース

NETWORK
 NEWS

GTA（ドイツ）

 NEWS 株式会社ニュージェック、東京農業大学 山崎教授
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海外イベントレポート

REPORT
関西大学カイザー・プロジェクト 特別セミナー

2012
18 DEC

フォーラムエイト製品

製品化への予定

®

株式会社フォーラムエイト

ISO9001
認証取得

（システム開発部門）
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海外イベントレポート
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国内イベントレポート

REPORT
第17回 関西大学先端科学技術シンポジウム

2013
29-30JAN

®

REPORT
第５回 国際カーエレクトロニクス技術展

2013
16-18JAN
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国内イベントレポート

REPORT
リクナビ企業研究★LIVE

2013
2 FEB

REPORT
第17回 震災対策技術展

2013
7- 8FEB

BCMS(ISO22301)
認証取得



Up&Coming100号News & Events 83

国内イベントレポート

®

®

REPORT
東北／防災・減災ソリューションフェア

2013
27-28FEB

REPORT
リテールテックJAPAN 2013

2013
5- 8MAR
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国内イベントレポート

REPORT
計測自動制御学会大会

2013
5- 8MAR

swaypitch

heave

Yaw

roll

surge

HILS

視線計測装置

交通流シミュレータ

車両運動シミュレータ

次世代型情報・制御系の研究用途向け
ドライビングシミュレータ

要素技術（ハードウェア） 要素技術（ソフトウェア）

研究事例・導入実績

www.forum8.co.jp
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国内イベントレポート

®

®

®

®

REPORT
情報処理学会 第 75回全国大会

2013
6- 8MAR

ＶＲまちづくりシステム体験セミナー
REPORT 2012

　7DEC

国内イベントレポート／セミナーレポート
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国内イベントレポートセミナーレポート／セミナープレビュー

項　目 改善方向

活かされて
いないこと

リアリティ ・パフォーマンス・グラフィックのさらなる向上
・映像と同様にリアル音な音
・色 な々種類（赤外線カメラ等）の代替として使え
るようにする

ツール充実 ・都市計画協議会などで使えるようなプロジェクト
説明用・ツールの充実

・初心者でも使えるようなマニュアル本の充実
・操作の一層の容易化

費用対効果 ・UC-win/Roadを使って収益のある仕事ができる
ように

活かしたい
こと

災害・事故 ・建設災害の分析、安全訓練の記録など
・交通事故の分析
・交通事故の危ないシーンの疑似体験
・災害時の住民避難のシミュレーション機能の向上
・災害発生時のシミュレーション

交通・物流 ・渋滞解消のシミュレーション
・交通規制時の渋滞予測
・道路工事等での道路占用許可において説明でき
るものに

・物流コストを低減させる方法をシミュレーション

学校 ・子どもへの交通ルールの説明や疑似体験に
・学校の教材として

建築設計 ・建築物の確認申請時の資料として
・店舗の内装を検討したり、確認したりするツール
として

・学校跡地の再利用のための検討ツールとして
・公園計画（植樹・施設等）のツールとして

ナビ ・観光地のPRに
・施設内のナビゲーション等に

広域利用 ・観光地のPRに
・施設内のナビゲーション等に

項　目 アイディア UC-win/Road の
課題

安心・安全 ・子どもへの交通ルールの説明（２）
・登下校の道の危険箇所を探す（２）
・最も安全な通学路を見つけることができる
・低学年への通学路の説明に使える
・バーチャル避難訓練

子どもの（が）
危険予測ができる
ようにする

まち学習 ・地域の歴史、街なみの経時変化を知る（３）
・まちづくり（道路・河川・橋梁等）の学習（４）
・地元商店街の活性化案の検討
・環境問題の学習

シムタウンのよう
な手軽さが必要

空間学習 ・ゲーム・映像作品の作成
・物理・化学実験の失敗ケースの再現
・物理の教材
・空間認識学習（数学、美術）
・色彩と心理学の教材
・職業の説明、疑似体験
・学校の説明（入学案内などで）

子ども向けゲーム
の開発・販売

体育教材 ・体の使い方の説明
・体の仕組みを動いている状態で知る
・登山のシミュレーションや疑似体験
・運動会のシミュレーション（人文字など）

人間の動きができ
るＶＲが必要

普及方法 ・モデル校をつくる
・学習や入力の容易さを追求する（２）
・家庭でも使える低スペックに
・パフォーマンスの向上
・VR-Cloud® の普及
・一般の人にVRを知ってもらう（２）
・有用性を認知してもらい予算化を（特に防
災・事故防止）

・スポンサー企業または助成金制度
・利用者参加型のフォーラムやコミュニティ
ツール

・日本全国ＶＲ計画

一層の作り込みの
簡易さ、操作性、
リアリティの向上
が必要

札幌事務所 開設記念セミナー・ユーザ懇親会
PREVIEW

®
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イベントプレビュー

PREVIEW
出展イベントのご案内

®

®

® ®

®

®

®®

®

®

®

The 2nd Student BIM & VR Design Contest
World Cup Award Noah's Ark -Tokyo 2050-

Shibaura Institute of Technology

The 2nd Student BIM & VR Design Contest
World Cup Award Noah's Ark -Tokyo 2050-

Shibaura Institute of Technology

第3回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド
■主 催：Virtual Design World Cup実行委員会　
■作品応募期間：2013年 10月1日（火）－10月10日（木）［必着］
■一次審査：2013年10月15日（月）～ 10月24日（木） 
■表彰式：2013年11月21日（木）  午後　会場：目黒雅叙園2階 舞扇

第1回 学生クラウドプログラミングワールドカップ
■主 催：Cloud Programming World Cup実行委員会　
■作品応募期間：2013年 10月1日（火）－10月6日（日）［必着］
■最終審査・結果発表：2013年11月21日（木） 
■表彰式：2013年11月21日（木）  午後
　会場：目黒雅叙園2階 舞扇

詳細・参加申し込み 　http://www.forum8.co.jp/fair/fair.htm

®

®

®

®

®

®

®

®
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例えばこんな補助金・助成金も

新連載

ご存知ですか？あなたの街の補助金・助成金

今号より新連載「フォーラム―総務」がスタートします。ユー

ザーの皆様に役立つような税務、会計、労務、法務などの総務

情報を中心に取り上げて、わかりやすく紹介していきます。
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http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/content/000295323.pdf

①交付申請書（様式第 1号）
②建物緑化計画説明書（別記様式　第 4条関係）
③手続き代行者選任届（様式第５号）
（④建物の所有者がわかる書類）
⑤案内図・位置図
⑥緑化計画平面図
⑦緑化面積求積図
⑧断面図
（⑨敷地全体の緑化計画平面図等）
⑩助成対象事業着手前の写真
⑪緑化工事見積書及び内訳明細書の写し

審査結果通知書（様式第２号）を通知

※工事着手の３０日前までに申請

交付申請書（様式第１号）［計画変更・廃止］提出
図面は申請時に準じます

審査結果通知書（様式第２号）を通知

※工事完成後３０日以内に提出

※請求書は交付確定通知書決定日から
　30 日以内に提出

①完了報告書・完了検査願（様式第３号）
②案内図・位置図
③緑化完成平面図
④断面図
⑤助成対象事業完了後の写真
⑥緑化工事に係る収支精算書・内訳明細書及び領収書（写し）

屋上緑化、壁面緑化については現地確認検査及び書類検査、緑
のカーテンについては書類検査を実施

検査の結果、合格の場合、交付確定通知書（様式第 4号）を通知

①請求書（様式第 7号）

指定口座に、助成金を振り込みます

申請時の注意点

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/koen/page100111.shtml
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INFORMATIONINFORMATION営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内

http://www.forum8.co.jp/product/hosyusupport.htm

http://www.forum8.co.jp/product/hosyusupport.htm

▶

（http://www.forum8.co.jp/fair/fair.htm）

NEW
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INFORMATIONINFORMATION営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内

453,140 128

Ⓡ

http://www.forum8.co.jp/product/pdf-download.htm

Ⓡ



3D3D V
R

V
R

第　　回12

All about FORUM8 ＆ Products.

7th

http://www.forum8.jp/fair/fair.htm#design-fes2013

第12回 3D･VRシミュレーションコンテスト･オン･クラウド審査会

第12回 3D･VRシミュレーションコンテスト･オン･クラウド表彰式
第14回 UC-win/Road協議会
　ジェネラルセッション ／ ドライビングシムセッション

第７回 デザインコンファレンス
　地盤セッション ／ 耐震・防災セッション

UC-1、ESテクニカルサポート

ネットワークパーティ ／ 書籍出版披露

第７回 デザインコンファレンス
　ジェネラルセッション ／ 土木・CIMセッション ／ 設計解析セッション

　建築・BIMセッション  ／ 水工セッション

UC-win/Roadテクニカルサポート  

会場  品川インターシティホール／会議室

会場  FORUM8 東京本社セミナールーム

会期
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NEW ARRIVAL 2012/10 - 2013/6

®

・マルチユーザシミュレーション
・ACC、自動運転機能、シナリオ拡張
・交通スナップショット、マイクロシミュレーションと運転シミュレーションの統合改良
・パラメートリックモデル拡張（階段、エスカレータ、 柵、サイン）
・FBXαチャンネルテクスチャ対応
・GUI 改良：新たなモデルリソース管理のGUI

【無償改訂】
・スクリプトのアニメーション（グルーピング）機能対応
・クラスタークライアントの2Dマルチメディア表示機能
・高度な照明とトンネル照明の効果の併用に対応
・FPS改善のためリアルタイムより遅い交通シミュレーションに対応

・3DモデルのLOD対応
・運転シミュレーションの改善
-トルクコンバータ対応／シフトスケジュール改善／ABS対応／マニュアルクラッチ操作性改善

・地形生成機能拡張
-大規模地形対応／対応フォーマット拡張／地形の解像度指定

・津波プラグイン（新規オプション）　　　  
・ログ出力プラグイン（新規オプション）
・FBX 2013 対応　　
・ヘッドライトの改善　　　　　
・ライト機能拡張　　  
・ミラー数拡張　　　
・交差点内の動作制御点対応　　
・鉄道縦線形の対応
・クラスターシナリオマルチメディア対応
・音響の改善　　
・シナリオ機能拡張

・クラス構造リファクタリング
・OpenGLリソースの共有
・動作制御点、交通生成等の拡張 

® ・GUIのカスタマイズ対応
・ビデオ再生に対応

® 【無償改訂】
・写真機能（PC、Android 両クライアント）対応
-3DVR空間内でのアイコン表示、写真の閲 覧・編集・削除に対応
- 撮影視点位置、Android 端末のGPSから配置選択

・景観の評価付きの3D掲示板機能、HTML出力に対応
・連携コンテンツリストの改善
・オフロード走行に対応
・UC-win/Road 8.0.1の各種機能に対応

大学や研究機関で開発された津波解析コードの結果や市販の津波解析プログラムの結果など、様々なシ
ミュレーションの結果の再生、可視化を可能にする汎用プラグイン。

運転車両の座標や向き、速度、ハンドル舵角などの情報をログ出力するプラグイン。交通流やキャラク
ターの出力もサポートしており、CSV形式で保存するだけでなく、ネットワークを通じたリアルタイ
ムUDP出力もサポート。

「土石流シミュレータ（Kanako）」をソルバーとした土石流シミュレーションと解析結果を可視化する
UC-win/Roadプラグイン。

・施工管理データ交換標準に対応
・造成に対応

道路最適線形探索システムOHPASSの計算結果について、UC-win/Roadと連携を行うことができます。
連携を行うことで、計算で得られた線形の結果を即座に可視化することが可能となります。

デジタル地形データ上に設計した道路線形をシミュレーション・評価し、事業コスト低減や土工量バラン
ス改善などを可能にする道路最適線形探索システム。

NEW ARRIVALNEW ARRIVAL新製品／新バージョン情報
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新製品／新バージョン情報

® 「モバイル対応３D/VRナビゲーションシステム」
特定エリアの施設・地点案内を行うクラウドNAVI システム。
・各種地点／施設検索、目的別検索、ルート検索　
・音声対応３Dナビゲーション、２D地図表示機能
・GPS、加速度＋地磁気 ”センサー対応自車検出　
・３D視点切り替え、自動リルート

® スマートフォンなどのインターネット端末から、空き駐車場の検索・予約とVRによるナビゲーショ
ンが行えるシステム。

Android™端末を活用したアプリケーション開発およびサービス提供。

® 【無償改訂】
・限界状態設計法による照査機能追加 
下記基準に準拠し、終局限界、使用限界、疲労限界、耐久性 ( 腐食 )、安全性 ( 断面破壊、疲労 )な
どを照査。 
- 平成８年制定コンクリート標準示方書［設計編］　　 
- 2002 年制定コンクリート標準示方書［構造性能照査］ 
- 2007年制定コンクリート標準示方書［設計編］　　 
- 鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造物（平成11年10月） 
- 鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造物（平成16 年 4月）

・NEXCO設計要領第二集（H24.7）のＭ－θモデルに対応。許容回転角θpa2の自動算出

®
3 次元構造解析ソフトウェアMultiframe のデータファイルを、3次元動的非線形解析プログラム
Engineer's Studio® のデータファイル形式に変換するプログラム。

・平成 24 年道路橋示方書改訂対応版 
- 平成 24 年道示改定対応（SystemA、C、D） 
- 平成14 年道示、新材質対応カスタマイズ版（SystemC、D）

限界状態設計法によるI桁、箱桁の主桁設計計算を行うプログラム。

・橋脚－震度算出－落橋防止連携（3製品連携） 
-「橋脚－落橋防止システム」のはり設計用荷重連携 
-「震度算出－橋脚」からの「落橋防止システム」全体モデル取込

・鋼製ブラケットアンカーボルト座標指定対応（縁端拡幅、PC連結）
・段差防止構造の設計（支圧応力度の照査）
・「耐震設計便覧（仮称）」への対応
・平成 24 年道示対応版オプションを統合

・橋梁の架設計算プログラム第１弾
・入力された打設順序に従い、養生期間を考慮したコンクリート打設日の決定を行うプログラム

・「耐震設計便覧（仮称）」への対応
・橋脚－震度算出－落橋防止システム連携（3製品連携） 
-「震度算出－橋脚」のはり設計用荷重連携 
-「橋脚－落橋防止システム」のはり設計用荷重連携 
-「震度算出－橋脚」からの「落橋防止システム」全体モデル生成

・平成 24 年道示対応版オプションを統合
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NEW ARRIVAL 2012/10 - 2013/6

・「耐震設計便覧（仮称）」への対応
・小判形柱への対応
・平成 24 年道示対応版オプションを統合

・重力式橋台段差フーチング
・段差フーチング土砂形状拡張
・竪壁 L1地震時の橋軸直角方向照査
・付属設計：側方移動の判定
・翼壁拡張オプション：機能拡張（メッシュ分割追加）
・平成 24 年道示対応版オプションを統合

・2008年 3月にリリースした中国基準対応版の有償改訂。最新の中国設計基準類の考え方に対応。

・「耐震設計便覧（仮称）」への対応
・橋脚－震度算出－落橋防止システム連携（3製品連携）
・平成 24 年道示対応版オプションを統合

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋材質にSD390,SD490を追加、表 -4.3.1の 5) の引張応力度追加 
- 地域区分 (A1,A2,B1,B2,C)と地域別補正係数を変更 
- 液状化の判定を、レベル1 地震時、レベル2 地震時タイプ I 、レベル2 地震時タイプ II で実行 
-レベル2 地震時の土質低減係数 DE を地震動タイプ別に設定 
- 流動化時には、液状化無視時、液状化考慮時、流動化時の最大 3 ケースの照査に対応 
- 押込み支持力算定時の周面摩擦力を1・D分控除

・平成 24 年道示対応版オプションで有効となる機能 
- 適用外の材質の選択　　 
- 接合方式の選択（プレートブラケット方式、差し筋方式） 
- 杭頭接合方式（方法Ａ）

・主な改訂内容：隔壁タイプの拡充

・平成14 年版道路橋示方書・同解説に準拠した３次元鋼管矢板基礎の設計計算 Ver.2 のカスタマイ
ズ版

・H24 年擁壁工指針に対応（『置換え土、置換えコンクリート』） 
・擁壁、橋台とのファイル連携に対応（*.XPRインポート、基礎寸法及び作用力）
・置換え土の盛り土形状、圧密時間（層厚換算法）に対応 
・置換え土、置換えコンクリートにおいて、任意荷重に対応 
・支持力照査において、上界法（速度揚法）、ケーソン基礎に対応

Ⅱ
・斜め切ばり対応（ラーメンモデル）
・支保工撤去順序の自由な設定に対応
・切ばり+アンカー併用工の場合で両壁一体解析
・形状バネの任意区間入力

「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルに準拠した、耐候性大型土のうを仮設土留め構造物、
仮護岸工、仮締切工に適用する場合の設計計算プログラム。

・斜角：任意荷重対応
・門形：多層盛土
・杭基礎：杭種追加（回転杭）
・配筋データ入力方法拡張（鉄筋本数入力）
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新製品／新バージョン情報

【無償改訂】
・道路土工 擁壁工指針（平成 24 年度版）に対応 
- 擁壁工指針選択時の滑動照査、せん断応力度照査の初期値を道示の方法に変更 
- せん断補強鉄筋比の照査に対応　　 
- 斜引張鉄筋の負担するせん断耐力の低減に対応 
- 無筋時許容せん断応力度の割り増し有無指定に対応　　 
- 擁壁工指針の壁面地盤反力簡便法に対応 
-もたれ式擁壁の転倒照査方法を拡張　　 
-ブロック積み擁壁の地盤反力度簡易式に対応 
- 仮想のり面傾斜角の算出基準の選択に対応 
- 切土土圧式変更に対応　　 
- 受働土圧の壁面摩擦角の初期設定値，内部計算値の変更 
- 鋼材の許容応力度基準値を変更　　 
- 地震規模の表記を変更　　 
- 最大鉄筋量の照査に対応　　 
- 地盤反力度と許容支持力度の比較方法変更　　 
- 後方偏心時に有効載荷幅＝底版幅とする計算に対応

・杭種追加 
- 鋼管ソイルセメント杭、SC 杭、SC+PHC 杭、回転杭に対応（Advanced 版のみ選択可）

・全体安定検討（円弧すべり）（Advanced）
・衝突荷重拡張
・「地盤改良の設計計算 Ver.3」へのファイル連携
・載荷荷重の傾斜を考慮したクーロン土圧

・道路土工擁壁工指針（平成 24 年版）対応　　
・杭基礎：道路橋示方書（平成 24 年 3月版）対応
・安定照査毎の浮力指定に対応

・「道路土工 -軟弱地盤対策工指針（平成24年度版）」の層別層厚換算法に対応
・沈下量の測定結果から将来の沈下挙動を予測する logt 法および t双曲線法に対応
・「土工指針 -軟弱地盤対策工指針」によるmv設定機能を追加

液状化の判定、液状化によ
る浮上り照査、縦断方向の耐震設計を行うプログラム。

「設計要領 第三集 トンネル編」を主たる適用基準としており、NATMトンネルの設計業務において幾何
学的要素で決定される項目の計算を支援するプログラム。
・建築限界各点の座標計算
・内空断面トライアルと決定断面の諸数値算出
・各掘削区分（岩種）に対する数量計算書
・GeoFEAS2Dへのエクスポート

・H24軟弱地盤対策工指針対応
・H19 鉄道基準対応
・対策工関連要望対応

・災害復旧工事の設計要領（平成 20 年度）に対応
・土圧強度の直接指定に対応
・地盤反力係数の自動算出に対応
・前面矢板の「上部コンクリートなし」の形状に対応
・地表面天端G.L.の設定に対応
・「土圧強度分布表」の確認、土圧強度のCSVファイル出力に対応 

・マンホール、円形側壁の円筒シェル解析に対応
・部材の剛比によるモーメントの分配を考慮した計算に対応
・地震時鉛直方向検討において、頂版上土砂重量の軸力考慮に対応
・中壁の開口寸法を追加
・中壁の作図に対応
・頂底版外面鉄筋の曲げなし形状（単純支持構造）の作図に対応
・頂版のないマンホールの作図に対応
・3D配筋ビューワ出力フォーマットを更新（Allplan 形式） 
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・固有周期の算出に対応
・常時の荷重組合せケースに対応
・フラットスラブ構造で、柱列帯、柱間帯の配筋データを別々に入力し、RC断面照査に対応
・安定計算に関する機能追加
・応答変位法で、任意の水平変位振幅入力に対応
・計算書出力において算定内訳が不十分な項目について計算根拠を出力

・RC 巻き立て断面寸法の拡張
・必要斜引張鉄筋量算出（常時，L1地震時）
・均しコンクリート設置モデル
・連動荷重入力拡張
・門柱：地震時＋温度変化の組合せケース
・翼壁Ｕ型張出し形状

・不等流の流路項目にサイホンによる損失水頭を追加
・満流水位を超えた閉断面の不等流計算に対応
・調表出力に不等流計算結果の出力形式を追加
・台形形状をレベル1a、2、3で計算する場合に、辺ごとの粗度係数指定に対応
・計算書出力に水位図付きの結果概要表を追加
・等流のみ、不等流のみなど、計算種類を選択できる機能を追加
・不等流の計算条件に、水位の検索方向を指定するオプションを追加

・落差工本体及び水叩き形状の自動決定に対応
・直壁型かつ一体式構造の落差工本体及び水叩き部配筋の自動決定に対応

・ため池の設計洪水流量計算，堤体の安定計算 
適用基準：土地改良事業設計指針「ため池整備」（（社）農業土木学会）

・揚排水機場本体の震度法・地震時保有水平耐力法および応答変位法に対応。これにより、レベル２照
査が可能

・終局曲げモーメント時の曲率、および、せん断耐力による部材照査を行う。
・部材非線形骨組解析は、弊社製品「Engineer's Studio®」の解析部を搭載して行う。

砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説および土石流・流木対策設計技術指針解説に準拠
した砂防堰堤の設計計算プログラム。
・堰堤タイプは不透過型、透過型、部分透過型に対応。
・堰堤高15m以上のハイダムの設計に対応。
・参考文献は国総研資料第 364 号、国総研資料第 365 号など

・橋梁、柱状構造物、ボックスカルバート等の抵抗を考慮した流況解析機能
・2D土地利用における浸透損失等

河川災害復旧護岸工法技術指針（案）及び鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準（案）に準拠したかごマッ
ト護岸の設計を行うプログラム

・Automesh 対応
・弾性解析における局所安全率対応
・解析条件の計算書作成機能
・浸透流解析結果のインポート機能

・オートメッシュ機能に対応
・特定箇所のみのコンタ図描画機能に対応
・モデル作成の機能および登録機能を拡張
・境界条件の一括編集機能に対応 

・「擁壁の設計 Ver.13」からのファイル連携
・建築基準：沈下の検討
・建築基準：円弧すべりの検討

道路橋の計画的管理に関する調査研究 (H21)、道路アセットマネジメントハンドブック (2008) に準拠
し、道路橋の長寿命化修繕計画の作成を行うプログラム。
・橋梁台帳に基づく橋梁ごとの情報管理
・補修時期・概算工事費の算出
・選択対象橋梁の中における優先順位を検討
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・交通流／車線ネットワークの表現に対応　　
・ブロッキング効果、最適化効果の同ネットワークモデリングに対応
・複雑なシグナルライトのモデルに対応　　
・信号コントローラ／フェーズに対応　　
・交通流を個別にコントロール可能　　・リンク（接続性）のない交通流にも対応　　
・常時赤、或いは常時青の信号もモデリングに対応　　
・フェーズ、段階ごとの最低／最高交通量を算定
・その他の最適化方法（山登り法、シミュレーテッドアニーリング）に対応
・GUI の改善、PDF、Word への出力対応

車一台一台の動きを計算し、都市部から高速道路まであらゆる交通状況を再現できるミクロシミュレー
タ。様々な交通問題の検討に活用が可能。

® スーパーコンピューティングとクラウドを連携させ、高度なソリューションを提供するサービス。
【提供サービス】
・Engineer's Studio®スパコンクラウドオプション　スパコンオプション解析支援サービス
・UC-win/Road・CG ムービーサービス　　
・風・熱流体スパコン解析、シミュレーションサービス
・騒音音響スパコン解析、シミュレーションサービス／騒音測定サービス（オプション）
【提供予定サービス】　
・3ds Max・CGレンダリングサービス　　
・海洋津波解析サービス
・3DVR クラウド“VR-Cloud®サービス”　　
・地盤エネルギーシミュレーション「GeoEnergy」
・3DVRクラウドサービス“VR-Cloud®サービス”　
・ウルトラマイクロデータセンター™

・UC-1 シリーズ配筋図製品および、UC-Draw ツールズにて標準実装
※対応済み製品：橋脚の設計 Ver.7～ ／橋台の設計Ver.8～／擁壁の設計Ver.10～
　　　　　　　　プラント基礎の設計／BOXカルバートの設計Ver9～／マンホールの設計Ver.2～
※出力形式：IFC（Industry Foundation Classes）形式、Allplan形式、3ds形式フォーマットへの出力

・数量算出計算書のサポート　
・ODF（OpenDocument Format）への対応

PCに常駐するクライアントプログラムにより、事前に登録したファイルをスケジュール登録すること
で、定期的にWEBサーバにアップロードを行い、重要なファイルの自動バックアップを行うサービス。

® VR-Cloud®に最適な高速度グラフィックサーバー「ウルトラマイクロデータセンター ®」 は、 高性能・
高コストパフォーマンスを目指すサーバーソリューション。

㈱ヒルベット・ソリューション社（http://www.hillvet.co.jp/）と提携し、事業継続計画（BCP）およ
び簡易BCP策定、事業継続マネジメントシステム（BCMS）構築をサポートします。

設計CAD ソフトウェアであるUC-1シリーズ各製品のセット版。
【リリース予定】
2013 年 4 月初：仮設土工スイート／建築プラントスイート
2013 年 5 月初：構造解析上部工スイート／下部工基礎スイート
2013 年 6 月初：水工スイート
2013 年 7 月初：港湾シリーズスイート／CALS CAD スイート／SaaSスイート

UNDER DEVELOPMENTUNDER DEVELOPMENT開発中製品情報
・経済産業省関東経済局より公募された「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」(中小ものづくり
高度化法 )に基づく特定研究開発等計画の認定を受けた開発事業。

・オフィス内の配送作業、情報伝達作業等のオフィスワーカーが必要とする軽作業を支援するサービスロボットの開
発。３Dレーザスキャンデータをベースとした３次元空間地図を実装し、自立走行、位置検出及びWebベースの
遠隔制御と管理を含むシステムを提供する。
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® ・節点への時刻歴荷重入力 
・加速度を多点入力/ 強制変位の時刻歴入力 
・DXF/DWGファイルからフレームモデル作成
・結果ファイルサイズ低減とポストプロセス改善

® ・3次元有限要素の静的解析、動的解析、固有値解析、影響線解析 ( １本棒 )
・材料非線形、幾何学的非線形（大変位）、複合非線形
・弾性梁要素 、剛体要素 、ばね要素 、Ｍ－φ要素 、ファイバー要素 、平板要素（積層Reissner-Mindlin 理論） 
・平板要素はRC非線形（前川構成則）考慮可

® ・UC-1 RC 断面計算と同じ断面形状入力
・一軸曲げの断面計算（道示、限界状態設計）
・一軸曲げに特化した入出力

® ・平成 24 年道示対応

・連続合成桁対応
・円環断面対応
・印刷書式追加
・形鋼対応

・電子納品印刷対応（ppf 印刷対応） 
・下部工設計用反力の算出機能 
・荷重の組合せ機能

・H.2～H.14 道示に準じた柱の保有水平耐力法照査

・段差フーチング
・付属設計：側方移動の判定
・翼壁拡張オプション：機能拡張（メッシュ分割追加）

・段差フーチング
・付属設計：側方移動の判定
・底版中央部，翼壁拡張オプション：機能追加（メッシュ分割追加）

・自動杭配置機能
・L2塑性化後の地盤定数での常時，暴風時及びＬ１地震時の照査
・圧密沈下が生じる地盤中での斜杭の照査

・適用マニュアル改訂対応
・多数アンカー工法

・津波作用時の対応
・「胸壁工としての設計」に対応
・土圧強度の直接指定
・波返し工の断面照査
・「基礎の設 計計算」ファイル連携　

・固有周期の算出に対応
・常時の荷重組合せケースに対応
・応答変位法で、任意の水平変位振幅入力に対応
・計算結果一覧表の計算書出力に対応
・M－φモデルによる非線形解析、M-φ関係の直接入力

・単鉄筋構造
・温度変化

・下水道管シリーズ４製品統合
・液状化判定

・貯留施設：オリフィス複数ケース
・貯留施設：正面越流，横越流の放流計算

・UC-win/FRAME(3D) エクスポート
・L1荷重ケースの水位条件を複数入力
・曲げ破壊型での終局変位算出オプション追加

・汎用パラメトリックシンボル機能
・UC-Drawのファイル I/O改善

・異種断面　　・拡底杭
・材質追加
・計算書出力改善

３D配筋ＣＡＤの全ての機能を継承したSaaS版。　
・モデリング機能（躯体生成機能、躯体配置機能）　　
・鉄筋生成機能　　・干渉チェック機能（UC-1、3D 配筋ビューアのインポートチェック対応）

TTNNEEMMPPOUNDER DEVELOPPDER DEVELOPMENTTNNEEMMMMUNDER DEVELOPMENTTNNNDER DEVELOPMMMMU TTNNEEMMPPUNDER DEVELOP開発中製品情報
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®

NEW

NEW

NEW

交通解析・VRシミュレーション体験セミナー

線形最適化OHPASS体験セミナー NEW

プロジェクションマッピングセミナー NEW

UC-win/Road・エキスパート・トレーニングセミナー  

NEW

®

NEW

NEW

NEW



VARIABLY SATURATED GROUNDWATER FLOW ANALYSIS

ROCKFALL SIMULATION

DYNAMIC EFFECTIVE STRESS ANALYSIS FOR GROUND

3-D SLOPE STABILITY ANALYSIS

ELASTO-PLASTIC GEOTECHNICAL ANALYSIS

GeoFEAS 2D

UWLC
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