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東京本社移転、金沢事務所開設のお知らせ
3D・VRエンジニアリングニュース

第 3回 Virtual Design World Cup
第 1回 Cloud Programming World Cup 開催概要発表！

新連載

地盤 FEM 解析エンジニアリングのための入門講座 Vol.1
新版・地盤 FEM 解析入門

イベントレポート

第 21 回 3D& バーチャルリアリティ展（IVR）
札幌事務所 開設記念セミナー 他
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TARO の海外建築教育レポート Vol.3
テニュアートラックでバトルロワイアル／ ARDUINO!

イエイリ・ラボ 体験レポート Vol.15
UC-1 エンジニアスイート発表セミナー

都市と建築のブログ Vol.21　瀬戸内：直島

新製品紹介

VR-Cloud® Ver.5 ／ Engineer's Studio® Ver.3
UC-1 エンジニア・スイート 他

営業窓口からのお知らせ／ FPBからのご案内

ユーザ要望アンケート 2013 ／ FPB 景品の販売開始
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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
　設計解析セッション ／ 土木・CIMセッション

　建築・BIMセッション  ／ VDWC・CPWC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

プレミアム会員特別企画（ゴルフコンペ／東京スカイツリーツアー）
２０１３年９月２１日（土）開催
デザインフェスティバル2013の詳細はP110～P111へ
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Up&Coming101号 Topics6

Users Report
ユーザー紹介／第 101 回

戦略的研究を促す体制への進化

金沢大学  
理工研究域 環境デザイン学系 
構造研究室／都市計画研究室 金沢大学 理工研究域 環境デザイン学系 

構造研究室／都市計画研究室

URL●http://www.ce.t.kanazawa-u.ac.jp/env_home/

所在地●石川県金沢市

研究内容●橋梁構造における動的作用、構造部材の

動的挙動・破壊挙動／地域・都市計画支援システム

User
 Information

北陸ユーザー特集①

金沢市南東部の自然豊かな丘陵地に立地する、金沢大学 角間キャンパス

石川県 
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Up&Coming101号　ユーザー紹介／北陸ユーザー特集

環境デザイン学系の位置づけ
構造研究室と都市計画研究室の
取り組み

金沢大学 先端科学・イノベーション推進機構　
機構長を務める山崎光悦理事（研究国際担当）・
副学長

金沢大学    自然科学本館
金沢大学 理工研究域 環境デザイン学専攻 都市計画研究室 沈 振江 
教授（上）、理工研究域 機械工学系　坂本 二郎 教授（下左）、理工
研究域 環境デザイン学専攻構造研究室　深田 宰史 准教授（下右）
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Users Report
ユーザー紹介／第 101 回

構造研では動的非線形解析を
長く利用、新たな活用展開も
ESB/ERB 開発に加え、
独自プログラムで当社との連携期待

都市計画研では住民参加支援
システムの開発・適用に焦点
VR-Cloud®をベースに
新システムの構築目指す

北陸ユーザー特集①

左：「Seismic Response Analysis and Damage Verification of Notojima Bridge during Noto Peninsula Earthquake」
右：「Structural Behavior of Reinforced Concrete Slab Rigid Frame Bridge with H-Shaped Steels」（資料提供：深田 宰史 准教授）

論文：「求められる住民参加支援システム」（資料提供：沈 振江 教授）
論文：「高架橋周辺の環境振動問題に対する桁端ダンパーの適用」
（資料提供：深田 宰史 准教授）
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Up&Coming101号　ユーザー紹介／北陸ユーザー特集

日本機械学会 2012年度年次大会、
金沢大で成功裏に開催

システム都市計画研究室 沈研究室では、UC-win/Road、VR-Cloud®を用いた住民参加型の地域・都市計画支援システムの開発を行なっている

第1回　学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド

作品タイトル：「The Oasis」
チーム名：金沢大学　金大都市研（雷 震漢）

ワールドカップ賞
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Users Report
ユーザー紹介／第 101 回

技術開発研究所をベースに
専門技術者集団を展開

株式会社国土開発センター
株式会社国土開発センター

URL● http://www.kokudonet.co.jp

所在地●石川県白山市

事業内容●建設コンサルタント／測量／用地補償

User
 Information

株式会社国土開発センター 技術開発研究所
常務取締役　金子 慶一 氏

北陸ユーザー特集②

株式会社国土開発センター　設計事業部の皆さん

石川県 
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Up&Coming101号　ユーザー紹介／北陸ユーザー特集

セキュリティ考慮しつつ
ICTを積極的に活用

設計事業部の新体制と
多様な技術開発

「石川ソフトリサーチパーク」内に位置する株式会社国土開発センター 技術開発研究所      正面にて記念撮影
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Users Report
ユーザー紹介／第 101 回

当社製品利用の流れと評価、今後

北陸ユーザー特集②

UC-win/FRAME(3D) を用いた橋梁の耐震補強設計 UC-win/Roadを用いた 、交差点形状の変化によるミクロシミュレーション

「金沢都市美文化賞」が贈られた大乗寺丘陵公園でのボランティア活動風景
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Up&Coming101号　ユーザー紹介／北陸ユーザー特集

幅広い業務で実績、
ウェートは点検や補修、補強へ

GIS など ICT 駆使し
各種システムを開発

ジビル調査設計株式会社
ジビル調査設計株式会社

URL● http://www.zivil.co.jp/

所在地●福井県福井市

事業内容●設計／地質調査／補償／

　　　　　各種測量・管理支援システム

User
 Information

Users Report
ユーザー紹介／第 101 回

ジビル調査設計品質管理部長　宮川 清剛 氏　福井県福井市の本社外観

福井県 
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Users Report
ユーザー紹介／第 101 回

北陸ユーザー特集③

左から、技術部次長　宮下孝義氏、技術部リーダ　小西
由哲氏、技術部次長　南出重克氏

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 

910-0001 2 5 18 TEL 0776 23 7155 FAX 0776 27 7323 

Email minamide@zivil.co.jp URL http://www.zivil.co.jp 

「橋梁点検カメラシステム 観る・診る」（パンフレットより）
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Up&Coming101号　ユーザー紹介／北陸ユーザー特集

多様な当社製品の利用、
新たな展開も視野

電線地中化に伴う市街地の整備改善事業では、UC-win/Roadを用いて地元の人々との合意形成を図っている

事務所内にて記念撮影
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Users Report
ユーザー紹介／第 101 回

創業半世紀の概観と現在の体制

北建コンサル株式会社
北建コンサル株式会社

URL● http://www.kitaken.co.jp

所在地●富山県高岡市

事業内容●測量／設計／調査／補償

User
 Information

北建コンサル株式会社　社屋外観

北陸ユーザー特集④

北建コンサル株式会社　代表取締役社長
鷲北 慎一 氏

富山県 
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Up&Coming101号　ユーザー紹介／北陸ユーザー特集

深浅測量に先進技術を積極活用
ウェート増す構造物長寿命化
へのアプローチ

高度化する当社製品の利用、
新たなニーズや要望も

GPS受信機を搭載した観測船による調査の様子

同社パンフレット

UC-win/Roadを使った深浅測量のイメージ図
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Users Report
ユーザー紹介／第 101 回

北陸ユーザー特集③

データの重要性とセキュリティ
求められる技術者の意識

50周年祝賀パーティー 集合写真

左から、技術顧問　古村 崇 氏　設計部課長　清水 幹州 氏 　設計部次長　日南田 修市 氏、設計部
参与　木村 善一 氏、設計部係長　渕 匡宏 氏



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&Coming101号Topics 19

テニュアートラックでバトルロワイアル

■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. 3

■著
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Arduino（アルドゥイーノ）



Up&Coming101号Topics 21



Up&Coming101号 Topics22

VOL.23 ［広島県］

瀬戸内海にかかる、広島県生口島と愛媛県大三島を結ぶ斜張橋で、1999 年 5
月1日に完成。三径間連続複合箱桁橋。本四架橋ルートの一つである、しまな
み海道の一部として供用されている。鳥が羽を広げたような形をした橋で、完成
当時は世界最長の中央径間長（890 ｍ）をもつ斜張橋であった。歩行者、自転車、
バイク道が併設されており、風速が 25ｍ以上になると、橋全体が通行止めとなる。
計画当初は吊橋の予定であったが、費用的に有利と試算された斜張橋へと設計
が変更された。鳴き龍現象と呼ばれる、特殊な現象がおきることでも有名である。
これは、「多々羅鳴き龍」と言われ、塔の下の歩道で手を叩くと日光東照宮の鳴き
龍のように音が何回にもわたって反響する。塔の形状からくる現象である。

多々羅大橋1

橋長 ● 1480ｍ

神龍橋（旧紅葉橋）2

橋長 ● 83.8 ｍ 幅員 ● 2ｍ幅員 ● 31ｍ

広島県生口島～愛媛県大三嶋 庄原市～神石郡

相生橋

橋長 ● 129 ｍ 幅員 ● 33.9 ｍ

公共管理の現存する市内最古の橋梁。土木学会選
奨土木遺産。1926年架橋、5径間連続鉄筋コンクリー
ト桁橋として永久橋化。現存する被爆橋梁の一つ。
贅を尽くした美しい橋として知られ、親柱の上に地球
儀に乗り羽ばたく大きな鷲の像が、欄干には猿猴二
匹が向かい合って、１つの桃を掲げている銅製の飾
りがついていた。2008 年６月親柱上の鷲像の小型
模型が発見され復元模型が完成した。

猿猴橋5

橋長 ● 56.4 ｍ 幅員 ● 16ｍ橋長 ● 62.4 ｍ 幅員 ● 8.5 ｍ

元安橋6 7広島市 広島市 広島市

安土桃山時代に木橋として築造、1920 年鋼橋に
永久橋化。1945 年原爆被災の際、爆心地から最も
近い橋であった。点灯装置の笠石が左右反対方向に
ずれ、欄干も元安川に転落したが橋自体は爆心直下
のため落橋を免れた。その後、爆発点測定の重要な
資料となった。現在の橋は1992 年大正15 年架橋
時の姿に復元されたもの。2径間連続鈑桁橋。毎年
8月6日灯篭流しが行われる。

平和記念公園に架かる全国的にも珍しいＴ字型の
橋。1878 年、2つの橋が相合う形から、相合橋と
名がついた。明治末期から大正初期に現名に改名さ
れている。原爆投下の際、目印とされた。原爆で変
形した旧橋を架け替え1983 年10月竣工した。夜
にはライトアップされ、その上を路面電車が通る。
広電の架線柱が景観を配慮し、Ｔ字型のセンター
ポールに変更されている。5径間連続鋼鈑桁橋。

国の登録有形文化財で土木学会選奨土木遺産の橋である。帝
釈峡のダム湖の神龍湖に架かる、探勝歩道の橋の一つ。1924
年帝釈峡ダム完成に伴い1930 年、道路橋として現紅葉橋の位
置に架橋された。ペンシルべニアトラスと呼ばれる珍しいトラス
橋で、戦前の道路橋における単スパントラス橋としては、日本最
長だった。1963 年に比婆道後帝釈国定公園に指定されると、
戦前の狭幅員で造られた橋では交通対応できなくなったため、
鋼床版にして、幅員を狭めて歩道橋とし橋名を現在の神龍橋に改
めた。
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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/

参考文献：「日本百名橋」松村 博 著 鹿島出版会

因島大橋3

橋長 ● 1270ｍ

音戸大橋4

橋長 ● 172ｍ 幅員 ● 6ｍ幅員 ● 22ｍ

向島～因島

ひまわり大橋9
瀬野川に架かる歩行
者、自転車専用の橋。鼓
をモチーフとし、橋の高
欄側を自転車通行帯、中
央部を歩行者通行帯とし
て、交通動線を考慮した
Ｘ形の平面形状となって
いる。橋の右岸寄りには
原石により、町花のひま
わりを表現した方位盤を設けている。鼓は海田が鼓浦と言われていたこと
に由来している。夜間はライトアップされる。竹下内閣のふるさと創成事
業で1993 年 5月架橋。

75.6 ｍ 幅員 ● 13～ 40 ｍ

重要な祭事の際、勅使
がこの橋を渡って本社内に
入ったことから別名「勅使
橋」とも呼ばれた。現在の
橋は1557年に毛利元就・
隆元親子により再建された
もので、擬宝珠の一つに
刻銘が残っている。この時の道営を担当した大願寺の円海の名も刻ま
れている。北側回廊への取付部より、大きく弧を描いているが、橋の基
本構造は端部の張り出しを除いて10 径間よりなる桁橋である。擬宝珠
の形は、宝珠部が少し扁平で胴部に比べて小さく、弘治二年の古い形
式を伝えている。重要文化財。

橋長 ● 20.6 ｍ 幅員 ● 4ｍ

厳島神社の反橋8 廿日市市宮島町 安芸郡海田町

呉市本土と倉橋島を結ぶ道路橋。大型船舶も通る海峡で桁下制限があり、海
中に橋桁を建設できないため、平地取付口と橋桁との高低差 20ｍ以上のラン
プが、警固屋側は橋１つを含む変則二重ループ線、音戸側は日本初の三重螺旋
型の高架橋となった。塗装の朱色は、共に平清盛と関係の深い厳島神社の大鳥
居の色に合わせたもの。1961年12月3日開通。平安時代に、日宋貿易の航
路として1,167年、平清盛が沈む夕日を扇で招いて１日で開削したとの伝説が残
る海峡。功徳を称えた塚が橋の下の海中に築かれている。この橋の下を現在で
も1日あたり約 700 隻の船舶が行き交う。可航幅 60ｍの航路に1000トン級
の大型船舶も通る。この北約 350 ｍに2013 年３月27日に第二音戸大橋が開
通した。工期短縮のためアーチ部分はＩＨＩ呉新宮工場で造られ、大型クレーン
船「武蔵」で運ばれ日本初の空中ジョイント一括架設工法で連結された。

向島から布刈瀬戸をはさんで因島に架かる因島大橋は、1983
年に開通した吊橋で、ケーブルを吊る２本の塔の高さは海上から
145ｍにもなる。この巨大な吊橋は風速 55ｍの台風や、マグニ
チュード８程度の地震も想定して設計されている。その技術は大鳴
門橋や瀬戸大橋などの基礎となった。優雅な曲線と高いタワーが
特徴のこの橋は、海面から約 50ｍの高さにあり、しまなみ海道唯
一の２階建ての構造が特徴で、上が車道で下が自転車歩行者道に
なっている。世界で初めて素線数127本のストランドを使用し、日
本の大規模吊橋では初めて桁橋に鋼床版を採用したことでも知ら
れている。



NPO法人シビルまちづくりステーション 10周年記念

連載｢橋百選｣は､こんなNPOが

VOL.23

 2013.05.14
「橋百選」発行
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ソフトウェア製品の品質を証明することは利用者のためだけでなく、ソフトウェアメーカーにとっ
ても非常に大切です。PSQは、国際標準に準拠した第三者適合性評価制度であり、ソフトウェ
アの品質説明力を強化し、その証となるものです。フォーラムエイトではこの認証制度の取得
に向けて、いちはやく取り組みを進めています。

PSQ（パッケージソフト品質認証制度）

「ソフトウェアが重要な機能の実現に関わる製品・システムにおけるソフトウェア
の信頼性や安全性等に関する品質について、供給者が利用者に示す説明が適切で
あることを、第三者が基準に照らして確認し、利用者に分かりやすく提供するこ
とを基本的な考え方にする。」（ソフトウェア品質説明力強化ガイドラインより）
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地盤FEM解析エンジニアリングのための

誌上セミナー

入 門 講 座新連載

新版・地盤
FEM解析入門

 はじめに

 本書の目的

章 目次 主な講座内容

1 地盤工学におけるFEM解析 地盤 FEM解析の必要性（性能設計の照査手法として有効）、地盤 FEM解析の体系、適用範囲

2 地盤 FEM解析の基礎理論 力学の基礎、平面ひずみ問題と軸対称問題、有限要素法の基礎

3 地盤 FEM解析のためのモデリング 解析目的の明確化、解析手法の選定、解析領域の大きさ、境界条件

4
構成則 応力不変量、等方弾性則・積層弾性則、非線形弾性モデル、弾完全塑性モデル、

弾完全塑性モデルと非線形弾性モデルとの比較

5 材料パラメータの決め方 弾性モデル、弾完全塑性モデル、破壊接近度法、弾塑性構成則のパラメータの設定方法

6 土と構造物との相合作用 構造物のモデル化、ジョイント要素

7 非線形解析 増分法、Newton-Raphson 法、繰り返し計算における収束条件

8 せん断強度低減法 せん断強度低減法の説明と応用例紹介

9 液状化に伴う自重による変形解析 解析手法、液状化材料及び非液状化材料のパラメータについて、柔構造樋門の設計との連動機能

10 地盤 FEM解析事例 プログラム入力準備段階として入力条件設定方法、解析後の評価段階としての結果の見方について

11 GeoFEAS2Dの操作方法 近接施工解析、せん断強度低減法などのデータ作成手順

第
1
回

■図02 GeoFEASポスト表示

■表1　本書の目次と講座内容

■図01 GeoFEASメインウィンドウ
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地盤FEM解析エンジニアリングのための入門講座　Vol.1

 地盤FEM解析の現状

 地盤FEM解析の必要性

■図03  柔構造樋門の設計メイン画面

■図04  FEM解析による地盤変形解析（沈下・水平変位分布）
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誌上セミナー

 地盤解析ソフトウェア使用にひそむ危険性

 今後の講座

■図05 FEM解析による斜面安定問題

■図06  FEM解析による地盤変形解析（沈下・水平変位分布）
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　   Windows 8.1

■はじめに

■  「Windows 8」について

■  「Windows 8.1」の開発状況

■  「Windows 8.1」の仕様

　   Windows 8.1APPLICATION
最新ソフト情報

APPLICATION&HARDWARE
INFORMATION

2013-No.3

最新ソフト＆
　　　デバイス情報



Up&Coming101 号Topics 31

■  概要

■  接続方法等

■  操作感覚

■  描画について

　   インタラクティブ機能搭載プロジェクタ　   イインタラクティブ機能搭載プロジェクタHARDWARE
最新デバイス
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　迫る「第20回ITS世界会議東京2013」、概要が明らかに

プレリミナリープログラムを公開
「日本の ITS」2013 年版も発行

“ITS世界会議東京2013”に向けて
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®®

®

Database

®

ネットワーク・マルチドライバー対応

ACC・自動運転機能

車間距離による割込再現イメージ

FBX拡張、高精度モデル対応



Vol.12

®

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

土木設計支援UC-1シリーズのスイート版

クラウド機能
ファイル共有機能
ファイル転送機能
ファイルバックアップ機能
フローティングライセンス提供可能

1.

2DCAD機能
設計製品へのUC-Draw
機能を標準サポート
電子納品／
SXF・DWG対応

UC-Draw

SXF/AutoCAD/JW-CAD

2.

BIM
CIM
IFC

CIM機能
統合化によるBIM・
CIM機能の強化
IFC変換強化、
３次元CAD Allplan連携

4. サポート､チェック機能

プレミアムサポート対象製品
入力チェックリストの標準サポート
保守サポート契約1年標準
旧バージョン利用可能

5.

3D配筋機能
3D配筋製品の標準実装と
連携サポート
UC-1 橋脚、橋台、
擁壁、BOX 他対応

3.

スイート製品
共通５大機能

セミナーのご案内

2013年7月18日（木）13：30～ 参加費無料

※表示価格はすべて税別です。　※製品名、社名は一般に各社の商標または登録商標です。

・FRAMEマネージャ
・UC-BRIDGE（分割施工対応）

・RC断面計算
・任意形格子桁

構造解析上部工スイート

・Advanced構成 全製品
・設計成果チェック支援システム

・FRAME（面内）SDK
・PC単純桁

構造解析上部工スイート
・ポータルラーメン橋
・PC上部工

・落橋防止システム
・鋼断面 　

Advanced

Ultimate

・土留め工
・たて込み簡易土留め

・仮設構台
・二重締切工

仮設土工スイート

・Advanced構成 全製品
・切梁式二重締切工
・型枠支保工

・ライナープレート
・クライミングクレーン
・PCボックスカルバート

仮設土工スイート
・アーチカルバート
・控え壁式擁壁
・遮音壁

・BOXカルバート
・擁壁

Advanced

・プラント基礎　・建築杭基礎　・地盤改良　・地下車庫　・電子納品支援ツール（建築対応）
建築プラントスイート Advanced

Ultimate

・橋脚　　　・橋台　　　・震度算出（支承設計）　・フーチング
・基礎　　　・杭基礎　　・置換基礎

下部工基礎スイート

・Advanced構成 全製品
・PC橋脚

・RC下部工
・ラーメン橋脚

下部工基礎スイート
・箱式橋台
・ラーメン式橋台

Advanced

Ultimate
・深礎フレーム

・斜面安定
・圧密沈下

・ロックシェッド
・管の断面
・補強土壁

・BOXカルバート
（下水道耐震）

・マンホール
・調節池・調整池

水工スイート

・Advanced構成 全製品
・下水道管鉛直断面
・下水道管継手
・下水道管軸方向

・ハニカムボックス
・耐震性貯水槽
・配水池の耐震
・パイプライン

水工スイート
・管網
・水路橋
・ポンプ容量
・水門

・柔構造樋門
・等流・不等流

Advanced

Ultimate

・洪水吐

・落差工
・揚排水機場
・ウェルポイント・
　ディープウェル工法

Ver.UP

Ver.UP

Ver.UP Ver.UP

Ver.UP

Ver.UP
Ver.UP

発売中のスイート製品ラインナップ

▲3Ｄ配筋機能
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FORUM8 HOT NEWS 2013.04-06

HOT NEWS
No. 1

フォーラムエイト金沢事務所開設、駅至近リファーレ10階
開設記念セミナーを7月12日に実施

®

http://www.forum8.co.jp/fair/fair.htm#kanazawa ®

朝日エンヂニヤリング株式会社様が特許庁長官表彰を受賞
イージースラブ・ラーメン橋の設計を用いた構造・施工法

HOT NEWS
No. 2
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HOT NEWS

UMDC ウルトラマイクロデータセンター®を販売開始
フォーラムエイト独自制作の高速度グラフィックサーバー

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

2013年 4月 「フォーラムエイト社内技報」を創刊
社内での広報・情報発信・共有を促進

HOT NEWS
No. 5

ultramicrodatacenter.comccenterceenntteerrrr.co.c.ccommrrrr
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沙弥島

瀬戸内国際芸術祭
2013へ
　瀬戸内海は1府10県が海岸線を共有
する海域で、東西に450km、南北に15
～55kmにも及ぶ。4月、瀬戸内国際芸
術際2013が開催されている香川県沖
の島々を、もうひとつの旅クラブのメン
バーと訪問した。もうひとつの旅クラブ
は、大阪府各地域の魅力を旅人の目線
で発見し、「ご来光カフェ」「大阪まち
遊学」の企画実施、「北浜テラス」「大
阪旅めがね」への運営協力など、まち
歩きやイベントを通して大阪の魅力を
伝える活動を実施している。
　さて、瀬戸内海の島々には、伝統的
な文化や美しい自然が残されている。

一方で、過疎化や高齢化により活力を
失いつつある。瀬戸内国際芸術際は、
その開催を通じて、島の住人と世界
中からの来訪者とが交流し、島々の活
力を取り戻し、地球上のすべての地域
の「希望の海」となることを目指してい
る。

沙弥島
　沙弥島（しゃみじま）は、瀬戸大橋で
四国に渡るとすぐに出会える島。「島」
と名前が付いているが、実は、埋め立
てにより四国本土と陸続き。ゆっくり歩
いても1時間ほどで回れてしまう小さな
島だが、万葉ゆかりの地であり、遺跡
や歌碑が多く残る。東山魁夷せとうち
美術館のカフェは、東山画伯の叔父が

生まれた櫃石島を望むように設計され
ており、ここから眺める景色は、まさに
一枚の風景画のよう。
　小生は瀬戸芸初参加。アート作品に
は、絵画・造形・映像・家具・建築だ
けではなく、その土地ならではの料理
も登録されていることに驚いた。例え
ば、沙弥島では、島スープが大人気。
島スープが販売されている建物の屋上
に上がってみると、旅クラブ・泉さんの
まちづくり仲間と偶然の出会い！今回
のツアーは、サプライズな人めぐりツア
ーになりそうな予感がした。
　不思議なもので、アートを見ると、
我々参加者もアートを創ってみたくな
るもの。題して、「瀬戸大橋をカッポす
るノッポさん」。ターニャ・プレミンガー
「階層・地層・層」の頂上でジャンプし

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

 福田知弘氏による「都市と建
築のブログ」の好評連載の第21回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回は瀬戸内の島々の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。

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

Vol.21
瀬戸内の島々：国際芸術祭

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/
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女木島
男木島 小豆島

た羽田さんをタイミングよく撮影（写真
１）。瀬戸大橋を闊歩しているみたいで
しょ。そしてこの丘を上っていると、今
夜宿泊させて頂く女木島の川井さんと
偶然の出会い！
　その後、坂出、高松の市内をまち歩
きして、いよいよ女木島へ！

女木島
　女木島（めぎしま）は、高松市の沖合
い4kmにある島。フェリー「めおん」に
乗って20分。女木港に近づくと、「オー
テ」で囲まれた集落が目に入る。オーテ
は冬の強い潮風から家を守るために築
かれた石垣。
　女木島は、釣りバカ日誌の第1回ロ
ケ地、そして、女木島が桃太郎鬼ヶ島

伝説の島と呼ばれるようになった大洞
窟が有名。鬼は、洞窟の中に限らず、島
のあちこちにいるゾ（写真２）。2010年
に開催された瀬戸芸（第1回）では、人
口200人の女木島に約10万人が訪れ、
その後も島を訪れる若者や移住希望
者が増えているそうだ。
　旅クラブ一行は、女木島で一泊。宿
は龍宮。大将の川井さんは、女木島の
観光振興にご尽力されている。翌朝、
川井さんとアートめぐり（写真３）。丁
度、女木島の住民さんが天ぷらバザー
を企画されていた。休校中の小学校で
おばさん達が揚げた天ぷらを、おじさ
ん達がバザー会場へ運んでくる（写真
４）。女木島特産の南京豆の揚げたて
天ぷらは最高！
　さあ、次はフェリーに乗って男木島

（おぎじま）へ！とフェリーの到着を待
っていたら、女木島に到着したフェリー
からお笑いタレントが降りてきた。テレ
ビの取材だそう。サプライズな人めぐり
ツアーはまだまだ続きそう。

男木島
　男木島（おぎしま）は、女木島の隣
に位置する。男木島灯台は総御影石造
りであり、土木学会で選奨土木遺産に
登録されている。島は、坂道や石段が
多く階段状に集落が発達している（写
真５）。
　細い坂道を上り休校中の男木小中
学校へ。学校内部には数々のアート。
中でも、肉体塾と題された教室には無
数に張り巡らされたヒモの中央に卓球

１　瀬戸大橋をカッポするノッポさん ２　鬼ヶ島大洞窟の鬼

３　鷲ヶ峰展望台で川井さん（前列右）と

４　女木島天ぷらバザー
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台が（写真６）。こんな卓球は生まれて
このかた初めて。学校を出ると、路地
沿いのアートやカフェを覗きながら、
オンバ・ファクトリー＆カフェへ（写真
７）。オンバ・ファクトリー＆カフェで
は、おしゃれなオンバを作
り地域に提供されてい
るとのこと。オンバと
は、おばあちゃんが
買い物や日常生活
で使う手押し車（写
真８）。「おばあちゃ
んのベンツ」とかいわ
れるものかな。カフェから
は眼下に集落の家並み、そして
瀬戸内海が。心地よいひと時。

　くねくねと折れ曲がる細い路地、
石積みの風景、店の入り口から眼下に
海を眺める風景、時折現れるネコた
ち、、、男木島を歩くと、なんだかサント
リーニ島のようにも思えてきた。

　さあ、次はフェリーに乗
って高松経由で小豆島
へ！と船着き場へ行
ったが、フェリーが
来ない。どうやら、
時刻表を見間違え
ていたようだ。これ
は、ちょっとしたハプニ

ング。小豆島に辿りつける
のか？メンバーで模索した結果、

水上タクシーで小豆島へ行くことに。
　どんな水上タクシーがやってくるの
だろう？実は、ひなびた漁船をイメージ
していたが、やってきたのはカッコいい
クルーザー。風もなく、当初考えていた
高松港経由の航路よりも短時間で、気
持ち良い40分ほどのクルージング（写
真９）。おススメです！

小豆島
　20数年ぶりに訪問した小豆島（しょ
うどしま）は、その素敵な変化にただた
だ感嘆。小豆島では、醤油ソムリエール
のケリーちゃんこと黒島さんに案内し
て頂いた。題して、小豆島人めぐりツア
ー。
　馬木地区。真光寺下の空き地では、
ウマキキャンプの上棟式がはじまって
いた（写真１０）。企画・設計は、dot 
architectsの皆さん。夏に完成予定の
建物には、小豆島の住人も来島者も自
由に使用することができるキッチンやス
タジオなどがはいるそう。ここで、ウマ

６　男木島卓球選手権
10　ウマキキャンプ上棟式

９　水上タクシーで小豆島へ

７　オンバ・ファクトリー＆カフェ

５　男木交流館と男木の集落

８　オンバを押す
おばあちゃん
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キキャンプに参加されている構造家・
満田さんと偶然の再会。
　醤の郷（ひしおのさと）。文字通り、
醤油を作る工場や蔵が点在する地区
（写真１１）。日本三大そうめんのひ
とつ、小豆島そうめんを食した後、ヤ
マロク醤油さんの醤油蔵を見学（写
真１２）。そこで、五代目・山本さんに
熱い話を伺った。蔵の中には、直径
2m30cm、高さ2mほどの木桶が数多
く置かれ、蔵の中の樽・壁・柱が菌で
何層にも覆われている。醤油をはじめ
とする美味しい発酵調味料を造る微生
物たちは、タンクにはほとんどおらず、
このような木桶には多く住みつくことが
できるそうだ。つまり「木桶は最高の醸
造容器」。しかし、木桶による醸造は

既にかなり少なくなっており、さらに木
桶を作れる桶屋さんは国内で一
社のみ。本物の醤油を
未来の世代に残す
べく、山本さんは
精力的に活動さ
れている。
　立花さん経営
のデリカフェ・こ
まめ食堂でしぼり
たて八朔ジュースを頂
く（写真１３）。そして、棚田
を下りて台湾・王文志さん作「小豆島
の光」へ（写真１４）。中に入ると、竹で
編まれた空間の頂部は、ローマ・パンテ
オンのようにぽっこり穴が開いている。
思い思いに寝転がって、天空から光が
射し込む様子を楽しんだ。
　いよいよ島を離れる。小豆島・坂手
港からフェリーで神戸港へ。夕焼けが
本当に綺麗だ（写真１５）。♪瀬戸は日
暮れて 夕波小波～と、思わず口ずさん
でしまう。夕日はそのうち水平線へ沈
み、フェリーは明石海峡大橋をくぐって
神戸港へ向かう。船内は瀬戸芸の観
光客・関係者で一杯。
あちこちでガヤガヤ
と反省会。神戸港到
着間近のアナウンス
が流れたので、甲板
に出てみると、六甲
の山並みを背景とし

て100万都市のビル群
が迫ってくる。船上から
港町を眺めると、ああ、
関西に帰ってきたな～、

という気分。ただ、醤油の感
動が消えることはなく、お豆腐を購

入して帰宅。冷奴に鶴醤で頂いた。美
味。
　思い出に残る旅とは、旅先で出会う
風景やアートや食事も大切な要素だけ
れど、旅先で出会う人や旅を共にする
メンバーがもっと大切で、それに偶然
やサプライズが重なれば尚更面白い！
と改めて再認識した今回の瀬戸芸ツア
ー。瀬戸内国際芸術祭2013は、夏は7
月20日から9月1日、秋は10月5日から
11月4日に開催。できれば、
また、瀬戸内の島に行き
たい。

11　醤の郷・馬木散策路

【参考文献】
・ROOTS BOOKS「瀬戸の島あるき：地図で旅する香川沖26島」西日本出版社
・瀬戸内国際芸術祭2013　http://setouchi-artfest.jp/

12　醤油蔵

ち水平線 沈
峡大橋をくぐって
は瀬戸芸の観

また、瀬戸内の島に行き
たい。

島あるき：地図で旅する香川沖26島」西日本出版社
http://setouchi-artfest.jp/

15　瀬戸内夕景

14　小豆島の光と棚田

13　こまめ食堂にて
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「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・瀬戸内の島々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。

®

今回は日本の瀬戸内海に浮かぶ島々をVRで作成しました。夜の
瀬戸大橋のライトアップでは海面に映る月や、車のヘッドライト
の様子をリアルに再現しています。また、アートプロジェクトで人
気のベネッセアートサイト直島や、家プロジェクトのきんざ、碁会
所などの街の様子を、ご覧いただくことができます。小豆島の肥
土山農村歌舞伎舞台では、かやぶき屋根の舞台で役者のキャラ
クタが歌舞伎を演じる様子をVRで表現しました。
VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog21.htm#city

「瀬戸内の島々」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・瀬戸内  by UC-win/Road

®

瀬戸大橋を走行中の景観

小豆島の肥土山農村歌舞伎舞台走行車両と客船、橋梁のライティング表現 ベネッセアートサイト直島と瀬戸内海の島々
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NEW ARRIVAL 2013/01 - 2013/07

®

・ネットワーク・マルチドライバ対応
・モデルパネル・モデルライブラリ機能
・高精度なパラメトリックモデル機能
・交通スナップショット機能
・津波プラグイン機能拡張（高さによるコンター表示・マスク機能、初期潮位設定、コンター凡例表示）
・マイクロシミュレーションプレーヤーのパフォーマンス向上
・FBXモデルのαチャンネル対応、高度な照明効果に対応
・トレーラーとしての運転シミュレーション、接触判定対応
・ログ機能のマルチユーザ対応、出力速度向上

【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

・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 

® ・UC-win/Road SDKとの連携機能（カスタムコマンドに対応）
・掲示板機能の新 UIでの実装
・ナビ用の新 UI 追加

® ・ユーザインタフェース、ホームメニューを一新
・VR-Cloud® スクリプトプラグイン実装 
-メニューやボタンの追加などユーザインターフェースをカスタマイズ可能　　 
- 公開コンテンツに応じて異なるGUIを開発可能 
- カメラ（視点）位置の変更、環境の変更、運転走行の開始など様々なコマンドを実行

・UC-win/Road Ver.9 対応

・点群プラグインとの連携

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。

® 「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。

® ・荷重から質量を生成する機能を追加
・2012 年制定コンクリート標準示方書、梁要素の断面照査に対応（耐久性、断面破壊安全性、、疲労破
壊安全性、使用性の各照査）

・平板要素コンタ図切断面の断面力分布図のファイル生成
・CADデータ（DXF/DWG形式）のインポート／エクスポートに対応
・解析断面力、ファイバー要素の損傷一覧表に対応
・平板要素作成プラグイン「矩形平板」を追加

® 【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

NEW ARRIVANEW ARRIVAALLNNEEEEEEWWWWWWW AAAAARRRRRRRIIIIIIVVVVVVVAAAANNEEEEEEEWWWWWWW AAAAARRRRRRRIIIIIIVVVVAVVVVAAAALLLL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

®
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。

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。

・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　

・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、耐力の照査）
・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

・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
・段差フーチング時の柱の補強設計に対応→追加

・応答スペクトル法による動的解析　　　　・「Engineer's Studio(R)」へのデータエクスポート
・平成24年道示対応版オプションを統合

・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。

・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

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

▶

▶

▶

▶

▶
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NEW ARRIVAL 2013/01 - 2013/07

「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）

・単鉄筋構造
・温度変化
・最大・最小鉄筋量照査
・計算書出力改善

・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

「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 

・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　

・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） 

・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

▶

▶
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新製品／新バージョン情報

・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
・3次元配筋生成及びその表示機能に対応（3D配筋ビューワ、3D配筋CAD対応）
・門柱、側面に設置する管理橋の入力に対応（管理橋なしも可）

・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

・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

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

・多数アンカー工法

・2D汎用パラメトリックシンボル機能
・JWW・DWG・DXF 形式の最新APIへの対応
・ハッチングの枠線の頂点追加機能

・Androidクライアントから操作する3D配筋CADのビューワ
・視点移動はAndroidから操作しやすい独自の機能を実装
・ファイル共有サーバとの連携に対応

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

・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。

▶

▶

▶

▶
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® 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」
・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。

・ログ解析の集計機能を拡張　　・旧バージョンの製品検出に対応

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・FRAMEマネージャ　　　　　　・UC-BRIDGE（分割施工対応）　・RC断面計算
・任意形格子桁の計算　　　　　　 ・鋼断面の計算　　　　　　　　　 ・RC断面計算（カスタマイズ版）
・ 落橋防止システムの設計計算

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・Advanced Suite に含まれる全製品
・設計成果チェック支援システム　　・FRAME（面内）SDK　　　　　　・PC単純桁の設計
・PC上部工の設計計算　　　　　　  ・ポータルラーメン橋の設計計算 

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・橋脚の設計　　　　　　　　 ・算震度算出（支承設計）　　　　　　   ・フーチングの設計計算
・橋脚の設計（カスタマイズ版）・震度算出（支承設計）（カスタマイズ版）・杭基礎の設計
・橋台の設計　　　　　　　　 ・基礎の設計計算　　　　　　　　　     ・杭基礎の設計（カスタマイズ版） 
・橋台の設計（カスタマイズ版）・基礎の設計計算（カスタマイズ版）　   ・置換基礎の設計計算

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・Advanced Suite に含まれる全製品
・ラーメン橋脚の設計計算　　　　　　　　　　・深礎フレーム
・ラーメン橋脚の設計計算（カスタマイズ版）　  ・深礎フレーム（カスタマイズ版） 

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・Advanced Suite、Senior Suite に含まれる全製品
・RC下部工の設計計算　　　　　　　　　　　　・箱式橋台の設計計算
・RC下部工の設計計算（カスタマイズ版）　　　  ・箱式橋台の設計計算（カスタマイズ版）
・ラーメン式橋台の設計計算　　　　　　　　　  ・PC橋脚の設計計算
・ラーメン式橋台の設計計算（カスタマイズ版）　

▶
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新製品／新バージョン情報

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
 ・土留め工の設計（フル機能版）　　　  ・二重締切工の設計　　　　　  ・斜面の安定計算（対策工対応 )
・たて込み簡易土留めの設計計算　　   ・擁壁の設計 Advanced　　　・圧密沈下の計算 
・仮設構台の設計　　　　　　　　　　・BOXカルバートの設計

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・Advanced Suite に含まれる全製品
・切梁式二重締切工の設計　　　・補強土壁の設計計算 　　　 ・PCボックスカルバートの設計計算
・ライナープレートの設計計算　・アーチカルバートの設計計算　・管の断面計算 

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・Advanced Suite、Senior Suite に含まれる全製品
・控え壁式擁壁の設計計算　　　　　・型枠支保工の設計計算 
・遮音壁の設計計算　　　　　　　　・クライミングクレーンの設計計算
・ロックシェッドの設計計算

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・矢板式係船岸の設計計算　　・ 防潮堤・護岸の設計計算　
・重力式係船岸の設計計算

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・BOXカルバートの設計（下水道耐震）　　・柔構造樋門の設計　　　・マンホールの設計
・調節池・調整池の計算　　　　　　　　　 ・等流・不等流の計算　　・洪水吐の設計計算 

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・Advanced Suite に含まれる全製品
・下水道管鉛直断面の計算（RC管，陶管）　　　　　　　　　・ポンプ容量の計算 
・下水道管鉛直断面の計算（強プラ管，ダクタイル鋳鉄管）　   ・水門の設計計算
・下水道管継手の計算　　　　　　　　　　　　　　　　　　・落差工の設計計算 
・下水道管軸方向の計算　　　　　　　　　　　　　　　　　・配水池の耐震設計計算
・ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算 

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・Advanced Suite、Senior Suite に含まれる全製品
ハニカムボックスの設計計算　　　　　・管網の設計 
耐震性貯水槽の計算　　　　　　　　　・水路橋の設計計算
パイプラインの計算　　　　　　　　　・揚排水機場の設計計算

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・電子納品支援ツール　　　　　　　　　  ・UC-Drawツールズ Temporary bridge （仮設構台） 
・3D配筋CAD　　　　　　 　　　　　   ・UC-Drawツールズ Retaining wall （擁壁） 
・UC-Draw　　　　　　　　　　　　　   ・UC-Drawツールズ U-type Wall （U型擁壁） 
・UC-Drawツールズ Slab bridge （床版橋） ・UC-Drawツールズ Retaining wall elevation （擁壁展開図）
・UC-Drawツールズ Abutment （橋台）　・UC-Drawツールズ Box culvert （BOX）　
・UC-Drawツールズ Pier （橋脚）　　　　・UC-Drawツールズ Flexible Sluiceway （柔構造樋門） 
・UC-Draw Pile ツールズ （杭）　　　　　・UC-Drawツールズ Manhole （マンホール） 
・UC-Drawツールズ Earth retaining （土留工）

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・Advanced Suite に含まれる全製品
・コンクリートの維持管理支援ツール（維持管理編）　　　・BCP作成支援ツール
・地震リスク解析 FrameRisk　　　　　　　　　　　　　  ・橋梁点検支システム（国総研版）

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・UC-1 for SaaS FRAME面内　　・UC-1 for SaaS RC断面計算 

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。クラウド対応、CIM機能強化
【製品構成】
・プラント基礎の設計　　・建築杭基礎の設計計算　　 ・地盤改良の設計計算
・地下車庫の計算　　　　 ・電子納品支援ツール（建築対応） 
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NEW ARRIVAL 2013/01 - 2013/07UNDER DEVELOPMENT

UNDER DEVELOPMENTUNDER DEVELOPMENENTTUUUNNNNNNDDDDDDEEEEEEERRRRRR DDDDDDDEEEEEVVVVVVVEEEEEELLLLLLLOOOOOOOUUUNNNNNNDDDDDDEEEEEEERRRRR DDDDDDDEEEEEVVVVEEEEEELLLLLLLOOOOOOO開発中製品情報
・クラスターシステムのエッジブレンディング対応
・ACC・自動運転機能追加
・シナリオ拡張 
-走行速度、車線、制限速度許容範囲等を動的に指定可能 
- 先行車両に対する各種コマンド追加（交通流、マイクロシミュレーションプレーヤーの車両）

・交通スナップショット機能のシナリオ・スクリプト・コンテキスト制御
・道路平面図上の点群表示機能

・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。

VR-Cloud®で実績のあるマルチメディアクラウドシステムa3Sを用いたアプリケーションが作成可能な 開発キット。
ビデオや音声のストリーミング、高速データ伝送機能等が利用可能で、様々な形態のクラウドシステムを開発することが
できる。

® ・多点入力その１－節点への時刻歴荷重入力
・多点入力その２－加速度を多点入力/ 強制変位の時刻歴入力
・結果ファイルサイズ低減とポストプロセス速度向上

® ・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

® ・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

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。

・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
・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）

・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）

・異種断面　　・拡底杭　　
・材質追加　　・計算書出力改善

・土留め壁断面照査単独設計機能　　　　・土留め壁矢板の継手部の断面照査
・周辺地盤への影響検討鉄道基準対応　　・周辺地盤FEM解析の強化 (土留め壁変形量直接入力 )

・貯留施設：オリフィス複数ケース　　・洪水吐：正面越流，横越流の放流計算　　・カーベイ式への対

・下水道管シリーズ４製品統合　　・液状化判定

・ES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
・門柱（単柱）のせん断スパンを考慮したせん断耐力算出
・設計水平震度 khgの直接指定

・3次元モデル作成ツール
・作成した形状のDWGへの出力

▶
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New Products
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New Products

™

®

® 

®

®

®

●UC-win/Road SDK/VR-Cloud® SDKセミナー
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New Products

®

® ● Engineer's Studio® 活用セミナー
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New Products

®

®

® ●動的解析セミナー
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New Products

®

Multiframeのデータ

Engineer’s Studio®のデータ

MultiframeのAPI

読み込み

変換

®

®

®
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New Products

●UC-1エンジニア・スイート発表セミナー
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products

例）「着目支点101、指定支点102の場合」

101 102 101 102

101着目時の反力影響線 102着目時の反力影響線

支点101が最大となる
載荷状態（最大）

支点101が最小となる
載荷状態（最小）

支点101着目時の載荷状態を102着目時の影響線に対して載荷
（最大） （最小）
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New Products

®

梁部：線形はり要素

柱部：線形はり要素

橋脚基部：非線形はり要素

フーチング：
　線形はり要素

基礎：線形ばね要素

1

un
y

®

®

®
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New Products

拡底杭 直杭

同等の支持力

軸部径

拡底径

立上部

傾斜部
高さ

●建築基礎、地下車庫の設計セミナー
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New Products

●大型土のう／補強土壁の設計体験セミナー
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New Products

内部計算値をもとに設計者が
採用値を入力決定します

®
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New Products

●BOXカルバート（下水道耐震）／下水道シリーズ体験セミナー
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New Products
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New Products

®

®

®

●河川シリーズ体験セミナー



Up&Coming101 号 New Products & Service68

New Products

●柔構造樋門の設計セミナー
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New Products
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New Products

⊿L

⊿H ダイバー

コンクリート壁面材

●大型土のう／補強土壁の設計体験セミナー
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New Products

●UC-1エンジニア・スイート発表セミナー
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New Products
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New Products

®

®

®

®
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User Information

MaxsurfMaxsurf
総合情報 
Vol.30

INFORMATION

for USERS
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User Information

®

®
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User Information

Multiframe
総合情報 
Vol.30

 INFORMATION

for USERS

Multiframe
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User Information

レイヤー１：阻害率5%，橋脚や橋台による小さな形状損失
レイヤー２：阻害率100%，高い形状損失
レイヤー３：阻害率は欄干のタイプに依存する

レイヤー３
レイヤー2

レイヤー1

xpswmmxpswwm
総合情報 
Vol.31

INFORMATION

for USERS 浸水氾濫津波解析セミナー
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最先端の3Dコンテンツ技術を紹介

３Ｄ映像の仕組み (3)  ～２Dデジカメでの３D映像の制作～

1 枚目撮影 2枚目撮影

水平移動
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SB = k × Lmax × Lmin  ÷ Lmax  Lmin  ÷ f mm

Sb：左右のレンズの間隔
Lmin：最も近い被写体までの距離 ]
Lmax：最も遠い被写体までの距離
f：撮影レンズの焦点距離　k：撮像素子上での視差

RL

目を平行にしてみる 目を寄り目にしてみる

画面にかかる被写体の外側は飛び出すことができないので、画面に
かかるものの視差は画面より奥に引っ込むようにする。
飛び出した状態だと斜線の部分がちらついてみえてしまう。

飛び出させることができる被写体







Up&Coming101号 3D・VR Engineering Service82 Up&Up&ComCominging101101号号 3D・VR Engineering Service8282

第3回Virtual Design World Cup
第1回Cloud Programming World Cup開催概要

http://vdwc.forum8.jp

® ®

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

Shibaura Institute of Technology
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http://vdwc.forum8.co.jp/studentBIM1-cpwc.htm

®

®

®

® ®

®
®
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AIAC 国際建築設計スタジオ2013レポート
日本橋を対象敷地とした課題についてデザイン提案

®
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®
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Support Topics
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Support Topics

®

®
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Support Topics

標準貫入試験を
行った地表面

στ’

完成時地表面

完成時地表面

盛土の場合 切土の場合

入力する地層データ
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開始

初期入力

計算条件入力

部材

検討ケース

計算実行

壁体

支保工

土留め工の性能設計計算
データ（*.F5L）の保存

水平としてデータを作成

支保工条件を変更し、斜め切ばりとする

土留め工の設計

斜め切ばり

 

開始

初期入力

計算条件入力

部材

検討ケース

計算実行

壁体

支保工

土留め工の性能設計計算
データ（*.F5L）の保存

支保工条件を変更し、併用工とする

土留め工の設計

切ばり+アンカー併用工

全て切ばりとして
両壁一体解析のデータを作成
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イエイリ・ラボ体験レポート

vol.

イエイリ・ラボ
体験レポート

17
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Ieiri Labo

●次回の予定

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

DWG

IFC

SXF

3DS

IFC
3DS

UC-Draw

UC-1 for SaaS

（カイザープロジェクト
　研究・開発エンジン）

電子納品
支援ツール

Web対応 グループウェア

3DCAD

2 D 3 D V R

クラウド版

3D配筋CAD

3D配筋CAD 
for SaaS  

クラウド版

UC-win/Road

VR-Cloud®
クラウド版

Allplan 
Enginnering
2D･3DCAD

VRサポート
サービス

3D・VRエンジニア
リングサービス
3D図面サービス
3D模型サービス
3Dレーザスキャン･  
  モデリングサービス

汎用CAD
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海外イベントレポートコラボレーション・ニュース／海外イベントレポート 

NEWS
株式会社ロッソ

®

REPORT
NAB Show 2013 

2013
6- 11APR

®

REPORT
ITS European Congress

2013
4- 7JUN
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国内イベントレポート

®

®

®

REPORT
岩崎トータルソリューションフェア2013

2013
11-12APR

®

®

® ™

REPORT
スマートフォンアプリEXPO 2013

2013
23-24APR

®

®

REPORT
ソフトウェア開発環境展・クラウドコンピューティングEXPO春

2013
23-24APR
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国内イベントレポート

REPORT
佐久バルーンフェスティバル2013

2013
3- 5MAY

®

®

®

REPORT
テクノシステムフェア2013

2013
16-17MAY
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国内イベントレポート

REPORT
人とくるまのテクノロジー展2013

2013
22-24MAY

REPORT
中部ライフガードTEC 2013 防災・減災・危機管理展

2013
24-25MAY
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国内イベントレポート

REPORT
3D＆バーチャルリアリティ展2013

2013
19-21JUN

®

®

®

REPORT
EE東北 '13

2013
5- 6JUN
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国内イベントレポート

®

®

®

REPORT
デジタルサイネージジャパン2013

2013
12-14JUN

REPORT
画像センシング展2013

2013
12-14JUN
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セミナーレポート

® ®

札幌事務所　開設記念セミナー・ユーザ懇親会
REPORT 2013

　15APR

UC-win/Road・エキスパート・トレーニングセミナー
REPORT 2013

　20APR
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セミナーレポート

『都市の地震防災』書籍出版記念セミナー・懇親会
REPORT 2013

　19APR
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イベントプレビュー

PREVIEW
出展イベントのご案内

®

®

®

®

®

第1回 学生クラウドプログラミングワールドカップ
■エントリー期間：2013年6月上旬～9月30日（月）
■応募期間：2013年 10月1日（火）－10月10日（木）［必着］
■表彰式：2013年11月21日（木）　会場：目黒雅叙園 2階 舞扇

開発キット（SDK）によるクラウドアプリのプログラミング技術を競う！

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
■エントリー期間：2013年5月1日（水）～9月30日（月）
■応募期間：2013年10月1日（火）～10月10日（木）[必着]
■表彰式：2013年11月21日（木）　会場：目黒雅叙園 2階 舞扇

BIM/CIMとVRを駆使して先進の建築土木デザインをクラウドで競う！

®
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平成 25年度制度の新しい助成金

建設労働者確保育成助成金をご存じですか？

このコーナーでは、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。今回は、労務関連の情報と
して、建設労働者確保育成助成金について説明します。
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INFORMATIONINFORMARMAATIOATTIONNNNNNNFFFFFFOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAATTTTTOOOOONNNNNNNNNNNNFFFFOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAATTTTTRRRRRRMMMMMMMAAAAATTTTTTTTIIIIOOOTTTTTTTTIIIIOOOOONNNNNNNNNNN営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内

®

®

®

®

®

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

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

http://common.forum8.co.jp/forum8/newpro.htm
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INFORMATIONINFORMATIRMAATTIOONNNNNNNFFFFFFOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAATTTTTOOOOONNNNNNNNNNNNFFFFOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAATTTTTIIIIRRRRRRMMMMMMMAAAAATTTTTTTTTTTTTIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNNN営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内

490,874
131

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



Up&Coming101号 Information108

フォーラムエイト
FPB景品の販売開始！ 詳細はこちら www.forum8.co.jp/forum8/fpb.htm

1,500 2,200 1,500 1,850 3,200 3,000

®

1,700 1,500 1,700 1,500 2,100 1,974

2,500 2,800 12,100 14,700 2,500 2,900

2,500 2,900 2,500 2,900 2,500 2,900

2,500 2,900 1,000 798 2,784 3,480

2,500 2,800 3,200 3,800 3,200 3,790

1,980 1,860 1,980 1,860 1,980 1,860

1,980 1,860 3,900 4,000 7,900 9,400

87,000 87,300 4,300 4,600 1,800 2,020

14,000 14,100 10,000 13,200 11,500 13,100
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12,000 12,100 30,000 33,300 44,000 50,500

86,000 90,300 1,800 2,430 3,800 4,400

®
®

9,800 11,700 13,700 14,300 22,000 22,300

53,400 54,900 1,000 1,930 1,600 3,430

3,200 5,200 14,600 16,800 29,000 31,700

™

44,000 48,700 95,000 107,980 78,000 88,702

92,000 99,475 73,000 83,032 95,000 107,980

91,000 103,444 1,200 3,150 1,700 2,140

2,600 2,400 3,300 3,300 9,800 11,500

15,000 16,700 32,000 34,800 33,000 33,900

72,300 78,300 150,000 164,200 7,900 9,500



7th

本 社 移 転 記 念

3D3D V
R

V
R

第　　回12

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
　設計解析セッション ／ 土木・CIMセッション

　建築・BIMセッション  

UC-win/Roadテクニカルサポート ／ VDWC・CPWC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

日程：２０１３年９月２１日（土）　時間：東京駅 7:40発／15:10着予定程 年 （ ） 発／ 着

プレミアム会員特別企画（ゴルフコンペ／東京スカイツリーツアー）

「東京スカイツリー®天望デッキと2 大ブリッジ日帰りツアー」 下町風情の浅草とヒルトン東京ベイで大満足のバイキング
対象：2013 年８月度・９月度プレミアム会員、ゴールドプレミアム会員（1社２名まで（応募者多数の場合抽選となります））
費用：企画費用を当社が負担いたします。集合場所までの交通や宿泊は自己負担となります。 

「デザインフェスティバル2013－FPBプレミアム・ゴルフコンペ」 
世界的に評価の高いデズモンド・ミュアヘッドの設計。英国のアーサー王伝説をモチーフとする、造形美と戦略性を兼ね備えたコース。
於：千葉、オークビレッヂゴルフクラブ
集合：品川駅港南口インターシティ前（バス送迎または現地集合可）
対象：2013 年８月度・９月度プレミアム会員、ゴールドプレミアム会員
　　　（1社1名まで、ツアーと同時の申し込みはできません（応募者多数の場合抽選となります））
費用：企画費用を当社が負担いたします。集合場所までの交通や宿泊は自己負担となります。



The 12th 3DVR Simulation Contest on Cloud

第12回 3DVRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド表彰式

10:00-10:40
特別講演  「コンピュータグラフィックスの過去現在未来」（仮題）

フォーラムエイト 特別顧問、元NEC副社長　川村 敏郎 氏 

10:40-12:00 第11回３D・VRシミュレーションコンテスト オン・クラウド　各賞発表と表彰式

12:00-13:00 ランチビュッフェ　 プレミアム会員ユーザ招待

第14回UC-win/Road協議会

ジェネラルセッション 於：ホール

13:00-13:40
特別講演  「デジタルカメラを用いた

即時的かつ柔軟な３次元復元」（仮題）
東京工業大学 大学院理工学研究科 機械制御システム専攻 教授　奥富 正敏 氏 

13:40-14:00 
特別講演  「3D･VR･ARの新たな展開」（仮題）
３D映像学会会長、デジタルハリウッド特任教授　羽倉 弘之 氏 

14:00-14:20
特別講演  「３D プロジェクションマッピング

最新事例、今後の展開」（仮題）
クリスティ・デジタル・システムズ 日本支社 支社長　半澤 衛 氏 

ドライビングシムセッション 於：ホール

14:30-15:10 
特別講演  「予防安全情報処理分野における

シミュレーションの活用」
愛知県立大学、情報科学部 教授　小栗 宏次 氏 

15:10-15:50
特別講演  「ICT 技術の進展と

シミュレーション活用の今後」
慶應義塾大学 理工学部 管理工学科 専任講師　松本 修一 氏 

16:30-17:10 
プレゼンテーション  

「UC-win/RoadVer.9 のシミュレーション機能と今後の開発予定」
㈱フォーラムエイト

第 7回デザインコンファレンス 
地盤セッション 於：貸会議室１・２

13:00-13:40
特別講演  「地盤 FEM 解析のためのモデリング技術」

群馬大学 理工学研究院 環境創生部門 助教　蔡 飛 氏

13:40-14:20
特別講演  「UWLC2D、3Dの実務への適用」

株式会社NOM 代表取締役社長　大河内 保彦 氏

14:30-15:10
特別講演  「擁壁の設計における「GeoFEAS」活用例」

株式会社ブルドジオテクノ代表取締役　花田 俊弘 氏

15:10-15:50
特別講演  「汎用土石流シミュレータKanako を

適用した土石流解析の事例紹介」
京都大学 農学研究科森林科学専攻 助教　中谷 加奈 氏

15:50-16:30 プレゼンテーション  「土石流シミュレーションと地盤解析シリーズの
最新情報と今後の展開」  ㈱フォーラムエイト  

16:40-17:20 プレゼンテーション  「地盤解析シリーズを用いた解析事例の紹介」  ㈱フォーラムエイト

耐震・防災セッション 於：貸会議室３

13:00-13:40 
特別講演  「入門講座『都市の地震防災 

ー地震・耐震・津波・減災ー」（仮題）
東京都市大学 教授　吉川 弘道 氏

13:40-14:20
特別講演  「地震災害は何故起こるか、

どのように立ち向かえば良いのか」（仮題）
東電設計株式会社 防災グループマネージャー　福島 誠一郎 氏

16:40-17:20 プレゼンテーション  「災害防災ソリューションとＢＣＰ支援ツール」  ㈱フォーラムエイト

UC-1、ESテクニカルサポート 於：貸会議室4

午後 UC-1シリーズ、ES 解析支援セッション

ネットワークパーティ、書籍出版披露 於：ホワイエ

夕方
来賓挨拶、展示紹介、DSゲーム、出版披露 （『新版・地盤 FEM 
解析入門』他）　 プレミアム会員ユーザ招待

第７回デザインコンファレンス ジェネラルセッション
設計解析セッション 於：ホール

10:10-11:20 特別講演  「コンクリート構造工学と水　－短期・長期性能評価－」　　　　　　　　　　　   東京大学大学院 工学系研究科 教授　前川 宏一 氏

11:20-11:40 プレゼンテーション  「Engineer's Studio®最新バージョン」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　   ㈱フォーラムエイト

11:40-12:00 プレゼンテーション  「解析支援サービス最新解析事例」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　㈱フォーラムエイト  

12:00-13:00 ランチビュッフェ　 プレミアム会員ユーザ招待

13:00-14:10
特別講演  「Engineer's Studio®による数値シミュレーションとケーススタディ」

グラナダ大学（スペイン） 地震工学グループ　Jesus Donaire Avila 氏

14:10-14:50
ユーザ特別講演  「３次元 FEMモデルを用いた配水池の耐震構造解析の有効性と耐震性能評価について」

パシフィックコンサルタンツ株式会社　矢部 博康 氏／株式会社解析技術センター　石合 雄志 氏

土木・CIMセッション（Construction Information Modelling） 於：ホール

15:00-15:40 特別講演  「CIMの現状と実現を目指す理想像」（仮題）　　　　　　　　　　　　　   株式会社大林組 杉浦 伸哉 氏／JACIC、CIM 技術検討会

15:40-16:10 プレゼンテーション  「フォーラムエイト３DCAD「CAD Studio™」の開発」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ㈱フォーラムエイト

16:10-16:40 プレゼンテーション  「UC-1エンジニアスイート最新バージョンとCIM 機能、自動設計機能」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ㈱フォーラムエイト

16:40-17:00 プレゼンテーション  「CIM&VRのデータ連係と３DVR エンジニアリングサービス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　㈱フォーラムエイト

建築・BIMセッション 於：貸会議室１・２

ー 特別講演  「DesignBuilder、EnergyPlus による建物空調エネルギー解析」 　　 アズビル株式会社 技術開発本部 基幹技術開発部　近田 智洋 氏

VDWC・CPWCサポート 於：貸会議室3 UC-win/Roadテクニカルサポート（終日） ： UC-win/Road、VR-Cloud、システム開発セッション 於：貸会議室4

Day2　2013 年 9月19日（木） 　会場：品川インターシティホール／会議室

Day3　2013 年 9月20日（金）　会場：品川インターシティホール／会議室

Day1　2013 年 9月18日（水） 
会場：フォーラムエイト 東京本社 
　　　品川インターシティ セミナールーム

東京本社品川移転を記念してささやかなパーティーを開催させていただ
きます。併せて、フォーラムエイトパブリッシングより刊行の『新版・地盤
FEM 解析入門』の出版披露も行います。

本社移転記念 ネットワークパーティ、書籍出版披露
Commemoration Party　　　会場：品川インターシティホール／会議室

プレミアム会員ユーザ招待ホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホ
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NEW

NEW

構造解析／断面
・設計成果チェック支援 ・Engineer's Studio®（面内）
・FRAMEマネージャ ・FRAME(面内) ・RC断面計算
・FRAME(面内)SDK　 ・RC断面計算（中国基準） 
・鋼断面  ・構造解析上部工スイート

橋梁上部工
・ポータルラーメン橋　　・落橋防止システム　　  ・UC-BRIDGE（分割施工対応）
・イージースラブ・ラーメン橋　・PC上部工　　　  ・任意形格子桁
・構造解析上部工スイート　　  ・UC-BRIDGE（分割施工対応）　・PC単純桁

橋梁下部工
・橋脚　　     ・橋台         ・震度算出 ・RC下部工 　　　　・ラーメン橋脚
・橋台（中国基準）　　     ・PC橋脚 ・PCウェル式橋脚　  ・箱式橋台
・ラーメン式橋台　　　      ・フーチング ・下部工基礎スイート

基礎工
・杭基礎　　  ・基礎　　  ・深礎フレーム　　  ・3次元鋼管矢板基礎
・プラント基礎　　・下部工基礎スイート

仮設工
・土留め工　　    ・土留め工（弾塑性解析II+） ・仮設構台
・二重締切工　　・土留め工（中国基準）　　  ・たて込み簡易土留め
・型枠支保工　　・ライナープレート　　  ・切梁式二重締切工
・クライミングクレーン　　・耐候性大型土のう　　　・仮設土工スイート

道路土工
・BOXカルバート　　・擁壁　　   ・斜面　　・PCボックスカルバート
・擁壁（韓国基準）　　・控え壁式擁壁　　・管の断面
・ロックシェッド　　・遮音壁　　・アーチカルバート　　・トンネル断面
・共同溝　　・仮設土工スイート

港湾
・矢板式係船岸 　　・重力式係船岸　　・防潮堤・護岸
・直杭式横桟橋　　・港湾スイート

水工
・BOX（下水道耐震）　　・マンホール　　  ・配水池　　  ・柔構造樋門
・揚排水機場　　・xpswmm　　・調節池・調整池
・下水道管鉛直断面（RC管，陶管／強プラ管，ダクタイル）
・下水道管（継手／軸方向）　　・ハニカムボックス　　・耐震性貯水槽
・パイプライン　　・ポンプ容量 　　・管網　　・水路橋　　・水門
・砂防堰堤　　・等流　　・等流・不等流　　・落差工　　・洪水吐
・ため池　　　・かごマット　　　・水工スイート　　　

地盤解析／地盤改良
・3次元弾塑性解析GeoFEAS3D　　・2次元弾塑性解析GeoFEAS2D
・動的有効応力解析UWLC　　  ・3次元地すべりLEM3D
・3次元浸透流解析VGFlow　　・2次元浸透流解析VGFlow2D
・落石シミュレーション　　・土石流シミュレーション　
・地盤改良　　  ・ウェルポイント     ・ディープウェル工法　　・圧密沈下
・補強土壁　　  ・置換基礎

CALS／CAD
・UC-Draw　　   ・3D配筋CAD　　  　・電子納品支援ツール　　・車両軌跡作図　　
・駐車場作図　　・UC-Drawツールズ　　・F8DocServ　　
・12d Model　 　・CALS/CADスイート

維持管理・地震リスク
・橋梁点検支援　　・橋梁点検支援（国総研版）　　・BCP作成支援
・コンクリート（ひび割れ調査編／維持管理編）　・BCP策定、BCMS構築
・地震リスク解析 FrameRisk　　・橋梁長寿命化修繕計画策定支援

建築／プラント
・DesignBuilder　　・Allplan（Architecture/Engineering）　　・Multiframe
・buildingEXODUS／SMARTFIRE
・建築杭基礎　　・地下車庫　　・AdvanceSteel　　・AdvanceConcrete
・MultiSTEEL　　・建築プラントスイート

船舶／避難
・maritimeEXODUS　　・Maxsurf

フォーラムエイトの　　　　 シリーズ ラインナップ 登録ユーザ数　15,771
2013年6月20日現在
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土木設計支援UC-1シリーズのスイート版

クラウド機能
ファイル共有機能
ファイル転送機能
ファイルバックアップ機能
フローティングライセンス提供可能

ク
ファイフ

1 2DCAD機能
設計製品へのUC-Draw機
能を標準サポート
電子納品／
SXF・DWG対応

UC-Draw

SXF/AutoCAD/JW-CAD

2
設計

2

BIM
CIM
IFC

CIM機能
統合化によるBIM・
CIM機能の強化
IFC変換強化、
３次元CAD Allplan連携

C
統合

4 サポート､チェック機能

プレミアムサポート対象製品
入力チェックリストの標準サポート
保守サポート契約1年標準
旧バージョン利用可能

サ

プレ
53D配筋機能

3D配筋製品の標準実装と
連携サポート
UC-1 橋脚、橋台、
擁壁、BOX 他対応

3
3D配配D配

3

スイート製品
共通５大機能

Ultimate

構造解析上部工スイート

下部工基礎スイート

発
売
中
の
ス
イ
ー
ト
製
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

・FRAMEマネージャ
・UC-BRIDGE（分割施工対応）
・RC断面計算
・任意形格子桁
・落橋防止システム
・鋼断面

・Advanced構成 全製品
・設計成果チェック支援システム
・FRAME（面内）SDK
・PC単純桁
・ポータルラーメン橋
・PC上部工

Advanced

Ultimate
・橋脚
・橋台
・震度算出（支承設計）
・フーチング
・基礎　　・杭基礎
・置換基礎

・Advanced構成 全製品
・PC橋脚
・RC下部工
・ラーメン橋脚
・箱式橋台　　・ラーメン式橋台
・深礎フレーム

Advanced

Ultimate

仮設土工スイート

建築プラントスイート

・土留め工
・たて込み簡易土留め
・仮設構台
・二重締切工
・BOXカルバート
・擁壁
・斜面安定
・圧密沈下

・Advanced構成 全製品
・切梁式二重締切工
・型枠支保工
・ライナープレート
・クライミングクレーン
・PCボックスカルバート
・アーチカルバート
・控え壁式擁壁
・遮音壁
・ロックシェッド
・管の断面　　・補強土壁

Advanced

・プラント基礎　・建築杭基礎　・地盤改良
・地下車庫　・電子納品支援ツール（建築対応）

Advanced

Ultimate

水工スイート

・BOXカルバート
（下水道耐震）
・マンホール
・調節池・調整池
・柔構造樋門
・等流・不等流
・洪水吐

・Advanced構成 全製品
・下水道管鉛直断面
・下水道管継手
・下水道管軸方向
・ハニカムボックス
・耐震性貯水槽
・配水池の耐震
・パイプライン
・管網
・水路橋
・ポンプ容量
・水門
・落差工
・揚排水機場
・ウェルポイント・
　ディープウェル工法

Advanced

Ver.UP

Ver.UPVer.UP

Ver.UP

Ver.UP

Ver.UP

Ver.UP

※表示価格はすべて税別です。　※製品名、社名は一般に各社の商標または登録商標です。

セミナーの
ご案内 2013年7月18日（木） 参加費無料
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