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3．一般図（モデル）作成

土木専用3次元CAD

3DCAD Studio®
汎用3次元CAD機能による2D図面の3次元モデル作成

建築土木3次元CAD

Allplan
Architecture（一般建築CAD）と

Engineering（RC構造物CAD）、数量、積算対応

土木設計計算

UC-1設計シリーズ
3次元表示、2D一般図生成、

数量算出（土留め工、仮設工シリーズ）、IFC対応

1．設計打ち合わせ

3Dバーチャルリアリティ

UC-win/Road
関係者協議、地元説明会での合意形成にVRを活用

VRサービス

VRサポートサービス
UC-win/Roadモデリングサービス、
IFCプラグイン、3DSモデル出力対応

3D・VRクラウド

VR-Cloud®
PCハードスペック不足を解消
ブラウザでのVR操作が可能 2．地盤・測量データ確認

3Dバーチャルリアリティ

UC-win/Road
点群データ、5mメッシュ対応、出来形管理プラグイン活用

3次元測量CAD

12d Model
図面連動、3次元での

平面図、縦断図、横断図を一度に作成

浸水氾濫津波解析

xpswmm
複雑な管渠解析、汚濁負荷、流出解析に対応、
ネットワークの3D表示、VR連携が可能

4．構造物チェック（配筋干渉）
土木設計計算

UC-1設計シリーズ
3次元表示、2D図面生成、

３D配筋ビューワ標準（下部工、土工、河川工）

土木CADシリーズ

Drawツールズ
土木汎用CAD、2D図面自動生成、

3D配筋ビューワ標準

土木CAD・クラウド

3D配筋CAD／for SaaS
UC-1連動及び任意形配筋表示、干渉チェック、

SaaSはAndroidTMで現場対応

5．作図・図化・シミュレーション
3次元図面作成

3D図面サービス
UC-1シリーズ3D配筋図、Allplanでの3D図面作成、

3Dビューワ無償

技術サービス

3D・VRエンジニアリングサービス
3Dレーザスキャンモデリングサービス、

3Dプリンター模型サービス

VRシミュレーションサービス

UC-win/Road
交通解析、避難解析、車両軌跡、土石流、津波、

騒音解析、施工ステップ

6．設計照査

3次元動的非線形解析

Engineer’s Studio®
3次元積層プレート、ケーブル要素対応、DWG入出力対応

3次元FEM地盤解析

GeoFEAS3D・LEM3D・VGFlow3D
3次元地盤弾塑性解析、3次元地すべり、

3次元浸透流解析

技術サービス

ES・地盤解析支援サービス
3次元モデリング、解析サービス、
2D、3D図面トータルサービス

IM＆VR

建築土木3次元CAD

土木CAD・クラウド

土木設計CAD

3次元バーチャルリアリティ

 BIM/CIM による
建築土木設計ソリューション

土木専用3次元CAD
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Users Report
ユーザー紹介／第 104 回

Up&Coming104 号 ユーザー紹介4

神戸エンタープライズ プロモーション ビューロー

URL● http://www.city.kobe.lg.jp/business/attract/

所在地●兵庫県神戸市

事業内容●医療産業都市とスーパーコンピュータ

を中心とする企業・大学の誘致および産業振興

User
 Information神戸エンタープライズ プロモーション ビューロー

神戸市企業誘致推進本部

「計算科学研究機構（左）」の隣接地に平成23年４月「高度計算科学研究支援センター（右）」が開設

「SIGGRAPH ASIA 2013」
  神戸市ブース

「SC13」神戸市ブース

スパコン「京（けい）」

U&C104-004-006_ユーザ紹介4.indd   4 2013/12/19   19:51:25



デザイン重視の都市戦略、
注目される新市政

市とFOCUSの業務を兼務、
スパコン活用通じた産業支援

写真左　スパコン・大学グループ
　　　　松崎太亮グループマネージャー
写真右　神木与治マネージャー

海と六甲の山並みが見える神戸らしい眺望景観形成に活用されたVRデータ
は FORUM8「第9回3D･VRコンテスト(2010年) 審査員特別賞 デザイン賞」
を受賞
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Users Report
ユーザー紹介／第 104 回

Up&Coming104 号 ユーザー紹介6

多様なVR活用、
当社との連携も評価

更なるシミュレーションの
普及に向けて
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Up&Coming103 号Topics 7

■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.6

■著

楢原

前回は、教育システムの相違について、不確定要素が組み込まれた米国・融通の効

かない日本の比較と、オランダでの建築系学会のエピソードを紹介しました。今回

は、楢原氏がニューヨークの組織系設計事務所に勤務していた時代の回想と、訪れ

た転機について綴っています。

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～
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TAROの海外建
築教育レポート
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転機



VOL.26 ［香川］

Up&Coming104 号 橋百選10

京極大橋

金刀比羅宮　鞘橋

善通寺誕生院二十日橋

橋長 ● 221.3ｍ 幅員 ● 18.5ｍ

橋長 ● 23.6ｍ 幅員 ● 4.5ｍ

橋長 ● 6.8ｍ 幅員 ● 5.4ｍ

丸亀市の新堀港にかかる道路橋で、青色のスマートな姿と讃岐

富士や丸亀城天守閣が眺望出来る絶好のスポットなっている。

当初北側の橋が昭和63年に完成し、その後交通量の増加により南

側の橋を増設し現在の形になった。丸亀市は京極氏の城下町であ

り、藩主に因んで京極大橋と命名された。

この鞘橋は琴平市の金倉川に元禄時代に建設さ

れ、その後幾度かの再建・修復を経て明治2年

に建設したものを明治37年に現在の位置に移築

された。平成10年に国の重要文化財に指定され

ている。刀の鞘のような外見から『鞘橋』と言わ

れ、屋根付で両岸より組みだしの構造のため橋

脚が無く『浮橋』とも呼ばれている。金刀比羅宮

の祭礼の時にのみ神輿が渡ることができる。

空海こと弘法大師生誕地として、市民はもとより多くの

遍路者が訪ねる善通寺誕生院二十日橋は、善通寺に入

る門の前にある。善通寺は明治時代以前、一般の市民

がお参りできるのは毎月20日に限られており、それが由

来である。今では訪れる人が後を絶たないが、お寺の入

口の小さい橋に気付く参拝者はあまり多くないと言われ

ている。すぐ横に勅使橋と言う同じような橋があり、この

橋は皇室の使者専用の橋で二十日橋とともに登録有形

文化財に指定されている。この2橋がかかっている極楽

掘りの石積みも登録有形文化財に指定されている。

1

2

栗林公園
偃月橋（えんげつ橋）

橋長 ● 17.5ｍ 幅員 ● 2.55ｍ

日本三大名園の一つである栗林公園にある１４

橋の中でもシンボル的な橋である。三日月（弓

張り月）が湖面に姿を映す姿に似ている事から

名付けられたと言われている。栗林公園は、江

戸初期、高松松平家5代100年をかけて構築さ

れたもので、偃月橋は公園の創設時から存在

しており、公園を構成する重要な要素の１つに

なっている。園内でこの橋を眺めるのも趣があ

るが、橋の上からの景観も借景の紫雲山と相

まって公園に溶け込んだ気持ちになる。

3

6 津島橋

橋長 ● 235.1ｍ 幅員 ● 2.1m

津島にある津嶋神社の参拝の為、海に設けられたのが津島橋である。津嶋神社は

子供の守り神様として地域の人の信仰を集めているが神社にお参りできるのは8月4

日、5日に開催される夏季大祭の時のみである。従ってこの橋が使われるのは一年で

この2日間だけであり、神社が管理所有者である。社殿造営は宝永3年（1706年）で、

当時は船での参拝であったが、橋が完成し、現在の橋は4代目である。

7
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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/

Up&Coming104 号橋百選 11

橋長 ● 93.0ｍ 幅員 ● 7.4ｍ

三架橋

永代橋祓川橋

祓川橋は金比羅参りの参詣道として栄えた琴平街道（県道282号線）の土器

川に架かり、金比羅宮への入口でもあった。橋の西詰には大きな金比羅宮石

鳥居が立つ。昔、徒歩で参詣者がこの川でミソギをしたことから祓川とも呼

ばれている。昭和初期に建造され、技術的にも当時としては珍しい13連ゲル

バー桁橋が採用されている。香川県の近代化遺産に指定され、近隣にある

溜池《満濃の池》も必見の観光地である。

観音寺市の財田川に架かる橋である。この橋の歴史は古く琴弾八幡宮の参賀

道路の橋として使われていた。江戸時代には3連の太鼓橋であったがその後

平面の木橋になり、1935年（昭和10年）に現在のコンクリート橋に架け替えら

れた。観音寺市を代表する名橋で日本百名橋に選ばれている。

あまり知られていないが、香川県小豆郡土庄町の渕崎と前島（土庄）との

間に世界一狭い海峡（9.93m）があり、ギネスにも登録されている。その上

に永代橋が架かっている。世界一狭い海峡にかかる橋ということから、海

峡にかかる橋としては世界一短い橋ということになる。永代橋に隣接され

た海峡を覆ったプレトピア公園と共に町民に憩いの場となっている。

瀬戸大橋・四国入口＝南・北備讃瀬戸大橋

橋長 ● 37.3km（総延長） 幅員 ● 25.0ｍ

昨春、開通25周年を迎え四国や島民に深く愛されている瀬戸大

橋は、香川県を代表する橋の１つであり、本州と四国とを結ぶ橋

として最初に出来た橋である。岡山県の鷲羽山から香川県の坂

出市番の州までの約16ｋｍを10種類の異なった形式の橋が連

なっている。物流の大動脈として地域の発展に多大な貢献をし

ている。また、規模の大きさとその美しい姿は観光資源として

も人気があり、多くの観光客を惹きつけている。橋上部構造は

4車線の道路、下部は鉄道の2層構造で、鉄道部は新幹線と在来

線の4線が敷設できるようになっており、現在は在来線が2線利

用している。瀬戸大橋は橋梁技術面からも基礎工事から橋梁の

構造力学面や環境影響面等に到るまで最新技術が投入されて

おり、その後の橋梁工学の発展に多大な貢献をしている。

4

5

8

橋長 ● 218.3ｍ 幅員 ● 7.2ｍ 橋長 ● 11.4ｍ 幅員 ● 10.2ｍ

9
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 はじめに

 平面有限要素法の基礎

図1　平面ひずみ問題の要素分割
　　　（黒い点は節点である。3つの節点のみが示される。）

一次要素

ニ次要素

図2　二次元一次要素と二次要素

曲線的な材料面 曲線的な境界

地層 1

地層 2

トンネル

図3　（左）曲線的な材料面、（右）曲線的な境界

10m

20
m

100m

図4　支持力問題では荷重を受ける部分を細かく分割

地盤FEM解析エンジニアリングのための 入 門 講 座

新版・地盤
FEM解析入門

第
4
回
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 地盤FEM解析のためのモデリング技術

図5　地盤問題のモデル化のイメージ
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(a) 土被りが厚い場合、上部境界を荷重境界
      または変位固定境界とする。

4～ 5D 4 ～ 5D

2 ～ 4D

2～ 4D

図6　トンネル解析における解析領域の設定の例

 (b) 土被りが薄い場合、地表面まで解析領域を設定

トンネル掘削の影響範囲
地表面

4～5D 4～5D

2～4D

45°

（a）トンネル掘削のイメージ

（c）トンネル掘削における平面ひずみ解析のステージ設定

（b）切羽の進行によってトンネルのある観測
断面に生じる変位 uと切羽までの距離の
関係（ここに、u0 はトンネルが完全に
貫通し平面ひずみ状態が成立するとき
の最終変位）

（a）トンネル掘削のイメージ （
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 ）
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Stage 1: 初期応力
（上図の点 Aの状態に対応）

Stage 2：30～40％の応力を解放
（上図の点 Bの状態に対応）

Stage 3：支保工構築後残りの応力を
解放（上図の点 Cの状態に対応）

図7　トンネル掘削解析における応力解放率の概念図

 今後の講座
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インフラモニタリングとは、構造物などの状態の変化を、継続的かつ客観的に把握する技術です。今回は、
株式会社シード・プランニングによる調査レポート「社会インフラ老朽化に向けたモニタリング市場の動向と
展望」より、道路橋梁やトンネルへのモニタリングシステム設置率の予測を紹介します。

インフラモニタリング
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0

設置あり 設置なし

1,693
21,936

22,176
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（シード・プランニング作成）
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140

884

（シード・プランニング作成）
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41.7%
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（シード・プランニング作成）

2015 年 2017 年 2022 年2013 年

http://www.seedplanning.co.jp/press/2013/2013110801.html　
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　   圧縮・解凍ソフト最新情報

■ アーカイバーとデータ圧縮

複数のファイルを
単一のファイルに圧縮

フォルダ ファイル（A）

ファイル（B）

圧縮ファイル

■ ファイル暗号化ツールとしてのアーカイバー

■ 自己解凍書庫とは

■ Windows 標準機能での圧縮、解凍

■ 著名なアーカイバー、圧縮形式

　   圧縮・解凍ソフト最新情APPLICATION
最新ソフト情報

APPLICATION&HARDWARE
INFORMATION

2013-No.5

最新ソフト＆
　　　デバイス情報
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■ I/Oインターフェースの方式

■ 高速通信インターフェースの必要性

■ 製品紹介

■ リフレクティブメモリ

■ 検証

0 200 400 600 800 1000
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20
40
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80
100
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140
160
180
200

通信時間（往復）

送受信データサイズ（合計）[Bytes]

通
信
時
間（
往
復
）[
μ
se
c]

DMA:TEST01
UserMemory:TEST01
UDP:TEST01

■ まとめ

　   拡張バス　IOシリアルインターフェース　   拡拡張バス　IOシリアルインタ フェ スHARDWARE
最新デバイス
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活用事例「プロジェクションマッピングでの３Dプリンタの利用」 表技協が想定する表現技術の関連分野

御茶ノ水ソラシティ

上　羽倉弘之氏（表技協事務局担当）に
       よる冒頭挨拶
下　町田聡氏（表技協会長）は最新の
　　表現技術活用事例を紹介
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 世界の広範な建築事業で利用が進む「BIM（Building Information Modeling）」。その手法を社会資本整備の分野に
応用しようという「CIM（Construction Information Modeling（/ Management））」では、公共事業のライフサイクルにわたっ
てICT（情報通信技術）を駆使。プロジェクトの初期段階から3次元（3D）の形状情報に各種属性情報などを包含する3Dモデルを
導入し、一連のプロセスで関係する情報を連携・発展させつつ、建設事業全体での生産性向上に繋げることが意図されています。
　一方、国土交通省によりCIMの導入について検討していく考え方が示されて以降、関係者の間ではそれぞれの観点の違いに応
じ、CIMという概念に対して多様なイメージが描かれてきました。それが、民間主導のCIM技術検討会や政府主導のCIM制度検討
会による取り組み、産学官の連携によるさまざまな試み、民間各社におけるBIM活用の蓄積などを通じ、CIMの概念や技術的課
題、具体的な活用イメージが次第に整理されつつあります。
　そこで本誌はCIMの更なる理解浸透と普及拡大を目指す連載をスタート。CIMの利活用、関連技術の開発や研究などに先進的
に取り組まれている各界のキーパーソンに順次取材。CIMの可能性や課題、進むべき展開方向などについての考え方をご紹介して
まいります。

  第１回

「CIMの進展は、何がポイントなのか？」

研究室ではモデリングや
VRのソフトを積極活用

　橋梁をはじめとする各種構造物の研究と、公園や道路、河川
といった公共空間のデザインを専門とし、それらを通じて「モノ
づくり」の楽しさ、逆にそれを生み出すまでの苦しさ、それらを
乗り越えた先の達成感を学生に伝えたい ― 関教授は自身が
指導する「構造・デザイン研究室」のターゲットについてこう表
現します。
　その研究室で今年度、力を入れて取り組まれたものとし
て、1）人が渡れる橋「X Web Bridge（クロス・ウェブ・ブリッ
ジ）」の製作、2）400年以上使われている石積み用水路（群
馬県甘樂町）の空石積みによる補修、3）フォーラムエイト主催
「Virtual Design World Cup（VDWC）」への参加、4）海外
での職場体験（香港の構造事務所）―の4イベントを挙げま
す。
　そのうち橋の製作は、学生が設計条件に対応したデザイン
を行い、構造解析し、材料を選び、加工。それを駿河台キャン
パスから船橋キャンパスに運んで組み立て、学園祭で披露し、
来場者に渡ってもらおうというもの。学生はそこで、モデリング

ソフトの実践的な活用も経験することになります。
　また、VRコンペ（VDWC）への参加は学生の未来を読む力
を育むことが目的です。その過程では自ら調査・分析し、コンセ
プトを立案。デザイン完成後はコンセプトポスターを作成する
など、VRソフトを使う技能習得のみならず、一連の流れを理
解する有効なトレーニングの機会になる、と重視しています。

日本大学理工学部 土木工学科・関文夫教授

新連載

U&C104-020-022_CIM連載2.indd   20 2013/12/20   23:09:58
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3DモデルなどCIMに通じる技術と
自身の関わりの推移

　「20数年前、PC鋼線を3Dで配置すると作成した3Dモデ
ルにより応力計算などが自動で出来る『PC橋の自動計算プ
ログラム』の開発に、2年ほど取り組みました」。関教授はゼ
ネコン在籍当時の、自身のCIMにも通じる初期の活動を振り
返ります。
　ただ、すべて2Dベースで表現されていた図面に対し、3Dで座
標を持たせたり、モデリングしたりすることの難しさに直面。対
話式でデータ入力する際、当時の設計の流れをそのままシート
にして入れようとするとうまくいかず、それをクリアするには新た
に3Dのモデリングソフトが必要との結論に到達。実用化にまで
は至らなかった経緯があります。
　また、詳細設計を施工図に出来ないかという取り組みでは、
鉄筋の組み合わせ配置によっては矛盾を発生。そこで、必要
以上に正確過ぎるところを一つひとつ直していくと膨大な手間
を要するなど、実用化の難しさを実感。実務にはある程度のス
ピードとともに適正なラフさが必要との認識を得ました。
　さらに、20年ほど前に東名足柄橋の建設に関わった際、斜

張橋の線形によっては斜材が遮音壁に当たる箇所を事前に把
握するため、外注して作成したモデルを使い、自ら3Dのソフト
で検証しています。
　そうした経験を重ねる中で、フォーラムエイトがまだ開発中
だった3DリアルタイムVR「UC-win/Road」のことを知り、関心
を持つようになりました。

データ共有の、想定される制約と
期待される活用

　その後、自身の仕事はデザインへとシフト。それとともに、
同じデータベースを使おうとすると、「企画から計画、設計、プ
レゼンテーションまで」「構造計算や詳細設計」「施工」の大
きく3段階にギャップが存在する実態が浮かび上がってきたと
いいます。
　また、建築と異なり土木ではつくる対象の種類が多く、土
工ではデータをそのまま使えても、鉄筋コンクリートやPCを扱
う精度になれば問題になり得る。モノによっては前述のギャッ
プを越えて（例えば設計と施工の間で）データを共有しようと
すると、エラーへの対処に追われることになる。あるいは、設

X Web Bridge（画像は関文夫教授により提供 /image provided by Fumio Seki）

U&C104-020-022_CIM連載2.indd   21 2013/12/20   23:12:19



Up&Coming104 号 インフラ整備の新たなパラダイム22

構造・デザイン研究室

計から本格的な構造計算に繋げようとすると、精度が全く違
うため、新たに造形を洗練する工程が必要になり、実用化は
難しい ― といった状況が想定されました。
　それに対し関教授は、かつて自身が海外で経験したプロ
ジェクトに言及。プレゼンまで2、3週間という時間を優先し、
データ共有はなかったものの、概略のベースモデルのCAD
データを基にCG作成や構造計算、積算などの作業を並行し
て実施。基のデータの粗さに起因するCGの問題は、仕上げ
のレンダリングでカバーした、と解説。「計画から設計」の間
で同じデータを共有、モデリングして構造解析を示し、それを
VRに反映して完成後の空間を可視化する、といった面では
大いに威力を発揮するはず、とCIMのもたらし得るメリットの
一端に期待を示します。

CIM活用への期待と課題、
注目される「プロデュース」機能

　データ共有により多方面のことを同時に出来るのがCIMの
魅力で、それはすなわち、「企画から設計の、モデリングソフ

トを使ってプレゼンするところ」と、関教授は語ります。
　その際、同氏が注目するのは、プレゼンに関わるプロセス
での「プロデュース」する機能の重要性です。そこでは、事業そ
のものはもちろん、関連する技術や発注者の目的などを適正
に理解し、各分野の専門家から成るチームを構成。プレゼン
に使うVRの精度などを状況に応じて的確に発注者に対し提
案することが求められます。
　そうした活用の仕方が手軽に出来るようになれば、設計の
質が上がり、（大きく言えば）日本のモノづくりが変わってい
く。ただ、そのためには、データの共有化に向けたモデリング
のある程度の統一化、企業の技術力向上を促すような公共事
業の発注の仕組みの改善、およびそれらを反映した建設業の
ビジネスモデルの変革も必要になる、と説きます。
　一方、建築分野におけるBIMと違い、CIMの用いられる土
木の対象は多種多様です。
　「（それだけに、CIMにより）何もかもすべて一本でやろうと
いうのではなく、どこまでこれが使えるかというように、柔らか
な発想でいろいろやってみたら良いのでは思います」

（執筆：池野 隆）
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FORUM8 HOT NEWS 2013.11-12

HOT NEWSNo. 1

クラウド管理システムに関わる基本的な特許を取得
®

®

®

®

®

®

アプリケーション
a3sモジュール

a3sモジュール
クライアント クライアント クライアント

a3sモジュール a3sモジュール

a3sプライマリ
マネージャ

a3sセカンダリ
マネージャ
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マネージャ
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a3sプライマリ
マネージャ

a3s変換・圧縮モジュール
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アプリケーション アプリケーション

青島富朗巴軟件技術有限公司（フォーラムエイト 青島事務所）開設！
2013年1月7日に設立記念セミナー開催

HOT NEWSNo. 2

新利
路

枯桃花卉
市場駅

軟件園駅

枯桃花卉
中心駅
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ハノイ交通大学との交流！　フォーラムエイト ショールーム見学

HOT NEWSNo. 4

HOT NEWSNo. 3

超大型8軸ドライブシミュレータシステム（中国交通部）完成間近！
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ヴォロスへ
　ギリシャの首都・アテネからバスに
乗って4時間半。ギリシャ中部最大の
港町、ヴォロス（Volos）に着いた。この
地域はギリシャ神話の舞台。例えばア
ルゴー船のお話では、ヴォロスの東側
に迫るピリオン半島（ピリオン山）から
木を伐りだして人類史上最初の大型帆
船アルゴー船を造り、ヘラクレスらギリ
シャ神話で活躍する英雄たちが黄金
の羊の毛皮を持ち帰るためにヴォロス
港から出航したとされる。ピリオン半島
は、オリンポス十二神（神々の王ゼウス
を中心とする12名の男神・女神）が選
んだ夏の住まいでもあり、半人半獣ケン
タウロスの故郷でもあるとか。次 と々紹
介される話は、伝説なのか、史実なの

か。陽気な地中海性気候も手伝って、
フワフワした気分になる。
　eCAADe2006国際会議でヴォロス
へ（写真１）。失礼ながら、学会でも無
ければ一生知らなかったかもしれない
都市。早くも7年ほど前の旅になるが、
もう一度行ってみたい小広場がある村
を中心に取り上げてみたい。ヴォロスが
あるパガシティコス湾は天然の良港。
エーゲ海に通じる。ジモティはビーチ
で朝から泳いでいる。港に面するプロ
ムナード沿いには建物が並び、建物低
層部はレストランやバーが連なる（写真
２）。人々は夜8時を過ぎた頃から集ま
りだして、日本人の感覚では少々遅い
時間から夕食をはじめる。子供連れの
家族も普段着でやってきて、平日でも
夜遅くまで食事と会話を楽しんでいる。

　ギリシャは、古い歴史、優れた人物
を輩出した国家として知られる。紀元
前にはポリス（都市国家）が形成され
るなど、政治、経済、文化においてめざ
ましく発展したが、その後2000年間は
被占領時代が続き、現在の国家として
独立したのは1829年、アテネに遷都さ
れたのは1834年と、意外に最近のこと

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24回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回はギリシャ・ヴォロスの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.24
ヴォロスとアテネ：素敵な小広場

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/

１　eCAADe2006ランチ
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である。
　さて、日本から持ち込んだガイドブッ
クにヴォロスの情報はほとんどなかっ
た。そこで、ヴォロスのインフォメーショ
ンセンターへ。観光パンフをもらいに
窓口に行ったら、パンフやマップと共
にチプロの小瓶をくれてビックリ。チプ
ロはこちらの地酒で焼酎のような蒸
留酒。入手したパンフレットをパラパ
ラとめくっていると、丁度、高松市で4
町パティオプロジェクト１）を進めてい
る最中だったこともあって、素敵な小
広場の写真にアンテナがピクピク。詳
しい情報を窓口で聞いてみると、ピリ
オン半島の山あいにある、ポルタリア
（Portaria）という村にある広場らし
い。ダウンタウンからは12km、路線バ
スで30分ほどということなので、行って
みることにした。

路線バスで
ポルタリアへ

　地元の路線バスに乗ると、自分が降
りたい駅で果たして降りることができ
るだろうか、不安になることが多い。国

内でも不安になる位だから、海外では
尚更。電車とは違って降りる人や乗る
人がいない駅には停まらずにスルーさ
れてしまうから、バスが停まった駅の
数を数えながら路線図と見比べても意
味がない。さらに、ギリシャの公用語
はギリシャ語。ギリシャ文字 、 、
、 、 、 、 、 など、数学の

世界が街なかに溢れている。路線地図
を眺めても、見覚え聞き覚えがない地
名が並んでおり中々ピンとこない。とい
うか、まず読めないし、読めても意味
が分からない。例えば、写真３の看板
の右上には、「 」とある。これは
「タベルナ」と読むが、その意味は「レ
ストラン」。何だか変な感じ。
　こうして、目的の駅はいつやってくる
のか、降りる時は前後どちらのドアを
使うべきか、運賃はいくらか、車内で
両替はできるのか、など、特に混み合っ
たバスではドキドキさせられる。という
訳でバスのあれこれに詳しそうなジモ
ティに聞こうとする。
　たまたま隣の席に座っていたギリ
シャ人のおじさんがジモティに思えた。
で、ポルタリアの駅に着いて教えても
らおうとしたが、おじさんは英語が通

じず、こちらはギリシャ語が通じないか
ら会話にならない。不用意に話しかけ
たものの会話にならず、隣人と気まず
いことになってしまったと落ち込みそう
になったが、意外に親切な方だったの
で、お次は筆談戦法。何とかギリシャ
語で （ポルタリア）と書いた
ら、小生の行きたい場所や想いが通じ
た模様。良かったヨカッタ。苦労はした
が車内はローカルの匂いが充満してお
り、路線バスはやはり乗ってみたい交
通機関である。

２　ヴォロスのプロムナード

３　レストランは「タベルナ」
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何度も訪れてみたい
広場

　ポルタリアに着いた。標高は600m
ほどだろうか。バス停前のお店に並
ぶフルーツのシロップ漬けがかわ
いい（写真４）。早速、例の小広場
（Portaria Square）へ（写真５）。心

地よい風と大木の緑陰、広場に面した
レストラン２）の爽やかなもてなしが最
高にマッチ。辺りは複数の広場が有機
的に繋がっている。地面には大判の自
然石が敷き詰められ、花の手入れも行
き届く。こんな環境で食事をしている
と、大らかな気分に。イスラエルから来
られたという隣席のお客さんとも会話
が自然とはじまった（写真６）。

　ピリオン半島は冬場に雪が降るこ
ともあって、豊富な雪解け水で知られ
る。村は坂道や階段だらけで風景がダ
イナミックに変化する。至るところで水
がわき出ており、外国人である我々も
口にできる（写真７）。飲んでみると、
市販のミネラルウォーターより確かにお
いしい。住宅の玄関には、ブドウ棚、ク
リ、キウィ、イチジクなど日本でもおな
じみの果樹が出迎えてくれる。正に、エ
ディブル・ランドスケープ（写真８）。ア
テネからヴォロスまでの道中は緑が少
なく山の色も赤茶けた印象が残ってい
たのだけれども、この付近は日本のよ
うに溢れんばかりの緑で、何百歳にも
なろうかというフウの大木が至る所に
ある。
　下り坂に差し掛かるとパガシティコス

７　湧き水スポット
８　エディブル・ランドスケープ

７

８

４　フルーツのシロップ漬け

５　ポルタリアの小広場

６　隣席のご夫婦



湾に出会える（写真９）。どこもかしこ
も、フォトジェニックな風景ばかり。谷
をひとつ跨いだ隣の斜面には、マクリニ
ツァ（Makrinitsa）の村が見える。マク
リニツァは「ピリオのバルコニー」とい
われ、丸く平たい石葺きの白っぽい屋
根が連なっている（写真10）。街並み
の保存を行うために、建築ルールは厳
格なのだそうだ。今度は、紅葉の季節
に小広場沿いのホテルに滞在したいと
思いながら、村を下りた。

アクロポリスの丘
　首都アテネ（Athens）に戻る。古代
ギリシャの聖地・アクロポリスの丘は
市街地との比高が70mほどあり、坂を
えっちら上っていく（写真11）。この丘
は6000年にもわたって住居として、聖
所として、要塞やシンボルとして利用さ
れていた。今も至る所で工事が行われ
ている。
　前門・プロピュライア（Propylaia）
を通過すると、いよいよパルテノン神殿
だ（写真12）。

　パルテノン神殿（Parthenon）は、
15年の歳月を費やして紀元前432年に
完成した。ギリシャ神話の女神アテー
ナー（ゼウスの娘）を祀る神殿。大理石
でできたドリス式の石柱（46本）に囲
まれた、男性的で雄大な姿だ。この建
物には一見判らないが様々な工夫がな
されている３）。たとえば、
１．床面は平らに見えるが、実は曲面と
曲面を組み合わせており中央部が周縁
部よりも高くなっている。水はけを良く
するためか。
２．各柱は上部にいくに従い細くなって
いるが、中間部はふくらんでいる。樹木
を意識してか。
３．角柱は他の柱よりも太くなっている。
建築美学と現実的用途を考慮してか。
４．柱は内側に傾いている。屋根の重
みを支えるためか。
　エレクティオン（Erechtheion）は、
パルテノン神殿の西側に位置する。イ
オニア式の柱と6人の少女像を柱とし
た柱廊が張り出しており、優美で女性
的。高低差のある場所に建築されてい
るため、複雑な構成となっている。

　丘から東を眺めると、ゼウス神殿とパ
ナティナイコ・スタジアムが見えた（写
真13）。ゼウス神殿は、2世紀に完成。
コリント式の柱が15本残されている。
その向こうにちらっと見えているのがパ
ナティナイコ・スタジアム。1896年、古
代オリンピックの復活として、第一回近
代オリンピックが開催されたスタジアム
であると共に、2004年のアテネオリン
ピックでは女子マラソンの野口みずき
選手が最初にゴールしたスタジアムで
もある。
　今年はいよいよ、ブラジルでワールド
カップが開催される。本稿を執筆して
いる最中に、1次リーグのグループが決
定。何と、日本はギリシャと同じ組に。
半年後が楽しみである。

11　アクロポリスの丘を仰瞰する
12　パルテノン神殿

９　パガシティコス湾を眺める
10　マクリニツァ

13　ゼウス神殿とパナティナイコ・スタジアム

高松4町パティオプロジェクトは、拙書「VRプレゼンテーションと
新しい街づくり（エクスナレッジ）」に詳しい。
Kritsa公式ホームページ: http://www.hotel-kritsa.gr
Acropolis: Ancient Cities, Artmedia Press

 １）
【参考URL】

２）
 ３）

11

1210

９
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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・ギリシャ・ヴォロ
ス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。

「3D・VRエンジニアリングサービス」は、3Dプ
リンターにより、3次元モデルを元に実際の「模
型」を作成する
サービスです。今
回はギリシャ・ア
テネにあるパル
テノン神殿を出
力しました。

®

今回はヴォロス市街の背後のピリオン山（Pelion）にある村、
ポルタリア（Portaria）の小広場（Portaria Square）をVRで作
成しました。広場の中央にあるフウの大木は３Dモデルで詳
細に作成し、その木陰のレストランで人々が寛いで会話を交
わす様子を再現しました。石畳の道路の走行ではガタガタし
た坂道をリアルに体感できます。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog24.htm#city

「ヴォロス」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・ギリシャ  by UC-win/Road

®

小広場（Portaria Square）とフウの大木

ホテル クリトサ（Hotel Kritsa） 自然石が敷き詰められているレストラン 小窓のある建物
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NEW ARRIVALNEW ARRIVALNNEEEEEEEWWWWWWWW AAAAARRRRRRRIIIIIIIVVVVVVVAAAALLNNEEEEEEEWWWWWWW AAAAARRRRRRRRIIIIIIIVVVVVAAAALL新製品／新バージョン情報
®

・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
・INNOSIMULATIONアクティブステアリング新型対応
・Universal UIプラグイン・オプション
・ログ出力プラグインに出力項目選択機能の追加
・RoadDB拡張（HTTP対応）

・カスタムモデル・点群データの読み込み、削除処理　　・2Dビュー画面削除関数
・複数のプラグインが同時にログ取得機能・マイクロシミュレーションプレーヤー
・トレーラ運転・スクリプトアニメーションオブジェクトへのアクセスインターフェース

® ・コンファレンス機能拡張　　・写真機能拡張

® ・新しいユーザインタフェースによるディスカッションと景観の評価機能
・VR-Cloud®クライアントから任意のプラグインへのアクセス
・UC-win/Road アニメーション再生機能に対応　　・レイテンシーの改善
・GUIカスタマイズ用ソースコードを付属　　・パフォーマンスと信頼性の向上

・造成に対応
・施工管理データ交換標準に対応
・点群プラグインとの連携

™ ・赤外線深度センサ（Microsoft社製Kinect™，ASUS社製Xtion Pro）との連携プラグイン。
・3次元モーションキャプチャとジェスチャー認識により，コントロールデバイス無しでの
UC-win/Roadドライビングが可能。
・UDP出力を備え、マン・マシンインタフェースとして使用可能。

・OHPASS 2013：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。
・UC-win/Road OHPASSプラグイン：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。

® 「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。

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。

® ・H24道示Vの変位による塑性率照査「μ≦μa」
・H24道示V-p.122のＭ－φ特性自動算出
・RC断面の簡易形状入力
・IFCフォーマット変換

® ・断面形状の入力と断面定数の自動算出に対応
・連行荷重に分布荷重を考慮。列車荷重「EA荷重」の牽引分布荷重に対応。
・土木構造一軸断面計算オプション追加（別売： 120,000）
（道路橋示方書準拠したRC断面に対する許容曲げ応力度照査、曲げ耐力照査、平均せん
断応力度照査等、せん断耐力照査、最小鉄筋量の照査。 土木学会コンクリート標準示方書
（H8制定,2002年制定、2007年制定、2012年制定）に準拠した終局限界、使用限界、疲
労限界、耐久性（鋼材腐食-ひび割れ）、断面破壊に対する安全性、疲労破壊に対する安全
性、使用性（応力度制限、外観ひび割れ）の各照査。）
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新製品／新バージョン情報

▶P.40 ・最小鉄筋量算出のサポート形状追加
・断面ケースの並び替え
・コンクリート標準示方書(2002年版)による斜引張鉄筋量の算出
・断面力複数ケースへの対応
・他の要望

・連続合成桁対応
・印刷書式追加

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。

・SystemBの擁壁、BOXはUC-1最新版対応
・SystemCの自動計算による最適形状との比較検証機能対応 (現行機能を刷新)
・SystemDの応答スペクトル法による動的解析機能対応（現行機能を刷新）
  ※Ver.3.1予定

・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

・鉄筋材質にSD390、SD490を追加
・荷重の組合せに衝突荷重又は地震の影響を考慮する場合の許容応力度の基本値を追加
・地域別補正係数の対応
・下部工のM-φ曲線の対応
・杭の各種計算、基準値、杭頭接合部の対応

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。

・鋼断面の計算機能　　・非合成Ｉ桁断面自動設計機能
・合成Ｉ桁断面自動設計機能　　・Ｉ桁断面連結自動設計

・応答スペクトル法による動的解析
・「Engineer's Studio®」へのデータエクスポートに対応

▶P.41
・ラーメン橋脚の図面作成機能
・補強時の横拘束筋の有効長入力
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・H2道示Ⅴに準拠したレベル2地震時柱の保有水平耐力法による照査
・H7復旧仕様に準拠したレベル2地震時柱の保有水平耐力法による照査
・H8道示Ⅴに準拠したレベル2地震時柱の保有水平耐力法による照査
・H14道示Ⅴに準拠したレベル2地震時柱の保有水平耐力法による照査
・H7復旧仕様～H24道示改定前の既設検討・補強設計

・橋軸方向段差フーチングの設計に対応
・附属設計に側方移動の判定機能を追加
・底版、翼壁拡張オプションの機能拡張

・橋軸方向段差フーチングの設計に対応
・附属設計に側方移動の判定機能を追加
・前後趾と底版中央部の厚さが違う形状に対応
・杭突出部がある場合に杭体の慣性力を考慮
・翼壁拡張オプションの機能拡張

・杭基礎の自動設計機能 
・既製杭の断面変化位置の自動決定機能 
・橋台の許容応力度法による底版照査 
・斜杭の圧密沈下時の検討 

・杭基礎の自動設計機能
・既製杭の断面変化位置の自動決定機能 
・橋台の許容応力度法による底版照査 
・斜杭の圧密沈下時の検討 

・高圧ガス設備等耐震設計指針の2012年版に対応
・平底円筒形貯槽の第2設計地震動における地域係数、算定方法の改正に対応
・基礎及び地盤の耐震設計用許容応力等の算定方法の改正に対応
・脚柱作用力の直接入力に対応　　・レベル2地震時における代替評価法に対応
・積雪荷重に対応　　・横置円筒形貯槽における地中梁無しモデルに対応

・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)

▶P.44
・各検討ケースにおける任意荷重の設定に対応
・検討ケースごとの形状バネの設定に対応
・盛替え支保工の撤去に対応

▶P.42 ・部材材質の拡張(SM490等)
・主要部材毎の材質指定
・複数荷重検討時の出力内容改善
・計算書改善(活荷重載荷の算出根拠、計算書一覧)

▶P.43 ・根入れ長（安定計算は除く）、壁体断面力の計算時に堤内側、堤外側矢板に逆向き(内側
に作用)荷重対応
・ハット型矢板対応
・その他の要望

・道路土工 軟弱地盤対策工指針（平成24年8月 (社)日本道路協会） に対応
・鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計（平成24年9月(財)鉄道総合研究所）に対応
・鉄道構造物等設計標準・同解説 土構造物（平成19年1月(財)鉄道総合研究所）に対応
・設計要領第一集 土工編
　（平成24年7月東日本高速道路(株)，中日本高速道路(株)，西日本高速道路(株)）に対応
・港湾の施設の技術上の基準・同解説
　（平成19年9月，（社）日本港湾協会 記載の『構造解析係数γa』に対応
・SXFファイル Ver.3.1のファイルがインポートに対応 　
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・杭基礎での腐食代を考慮した計算に対応 
・地盤反力係数を直接入力に対応 
・水平方向の任意荷重の設定に対応 
・回折による騒音レベル低減量の簡易推定機能を追加 
・初期入力の印刷に対応

・杭頭補強鉄筋の材質設定を追加　　・温度上昇および温度下降を考慮した検討に対応
・乾燥収縮を考慮した検討に対応　　・単鉄筋構造による検討に対応
・最小鉄筋量、最大鉄筋量の照査に対応
・開きょの場合に側壁下端照査のモーメントシフトの考慮に対応
・せん断バネの「バネの比λ」の入力に対応 

・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　　・モデル形状の拡張と計算に対応
・M－φモデルによる非線形解析、M-φ関係の直接入力

・避難計画　　・HEC-RASインポート機能　　・Bridge Link 機能
・Hydromodifi cation 機能　　・SWMM5 Engine　　・より早くより便利に

・貯留施設：オリフィス複数ケース
・洪水吐：正面越流、横越流の越流量計算
・流域：等流流速法のカーベイ式への対応、土地改良事業設計指針「ため池整備」に準拠
した流量の割増に対応

・下水道管シリーズ４製品統合
・液状化判定
・土かぶりによる比較表
・管種の追加、管体データ更新

・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

▶P.49 ・カットオフ、節約断面(段切)による安定計算対応
・非対称袖部の照査に対応
・任意荷重対応
・止水壁対応

▶P.48 ・地表面の斜面、凹凸をモデル化への対応
・湿潤線開始、終了位置の編集への対応
・平成16年 土地改良のΔU法における間隙水圧法への対応
・荷重の状態の出力対応

▶P.46 ・土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」に基づいた開水路の設計
・配筋図生成対応

・多数アンカー工法に対応
・全体安定検討において、マストカットライン、マストカットポイントの指定に対応 

製品概要・改訂概要

・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

▶P.41
・ラーメン橋脚の図面作成機能
・補強時の横拘束筋の有効長入力
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・ 干渉チェック速度改善
・ 報告書出力機能
・ 視点操作性を改善

・AndroidTM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AndroidTM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

® ・汎用的な三次元モデルの作成機能
・DWGファイルのインポート／エクスポート

・予算の平準化を機能追加
・修繕計画策定のための出力を豊富にします。
・更新(架替え)時期の任意設定を機能追加
・補修工事の数量について任意入力可能

・異種断面
・拡底杭
・材質追加
・計算書出力改善

® 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）
　・3ds Max・CGレンダリングサービス
【提供予定サービス】
　・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」

・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～
柔構造樋門の設計／ラーメン橋脚の設計／RC下部工の設計
※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

・環境情報の取得でWindows 8およびOffi  ce2010,2013に対応 
・環境情報の取得でメモリサイズ4GB以上に対応 
・プリンタドライバ、グラフィックドライバの情報取得方法の改良 

　▶ P.38

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 
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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）、（強プラ管，ダクタイル鋳鉄管）
・下水道管継手の計算　　・下水道管軸方向の計算　　・ポンプ容量の計算 
・水門の設計計算　　・落差工の設計計算　　・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　　・3D配筋CAD　　・UC-Draw
・UC-Draw Tools
　　・Slab bridge （床版橋）　　・ Earth retaining （土留工）
　　・Temporary bridge （仮設構台）
　　・Abutment （橋台）　　・Pier （橋脚）　　・Pile（杭）
　　・Retaining wall （擁壁）　　・Retaining wall elevation （擁壁展開図）
　　・U-type Wall （U型擁壁）　　・Box culvert （BOX）
　　・Flexible Sluiceway （柔構造樋門）　　・ Manhole （マンホール） 

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 

・「設計不具合の防ぎ方」に記載の「目的変数」と「説明変数」を各製品毎に設定し、共通
書式のデータ構造にエクスポートする。
・エクスポートしたデータについて、相関関係と相関性を提示する。

UNDER DEVELOPMENTUNDER DEVELOPMENTUUUNNNNNNDDDDDDDEEEEEEERRRRRR DDDDDDDEEEEEVVVVVVVVEEEEEELLLLLLLOOOOOOOUUUNNNNNNDDDDDDDEEEEEEERRRRR DDDDDDDDEEEEEVVVVEEEEEELLLLLLLOOOOOOO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。

・鉄道モデル作成機能強化
・DWG 3Dモデルインポート
・群集移動シミュレーション強化（OD、設備利用、待ち行列）・ドライバートレーニングプラグイン
・計測機器と連携
・デフォルトテクスチャ改善

® ・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
・変断面部材と偏心に対応した弾性梁要素
・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

® ・平成24年道示対応
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UNDER DEVELOPMENTUNDER DEVELOPMENT

・図化プログラムの断面力をケース共通のスケールで出力する機能
・組合せ荷重ケースのMmax/Mmin位置の算出　　・断面力等の計算結果のCSV出力
・表形式の入力画面において、選択行を一括で削除できる機能　　・他の要望

・補強部鉄筋任意配置（RC巻立て、曲げ耐力制御式鋼板巻立て）
・H24道示中空形状（ハンチ形状、死荷重、慣性力、図面）
・フーチング既設部と補強部で異なる鉄筋段数
・既設橋脚検討方針の方向毎の指定
・破壊形態の判定中間部せん断耐力最小位置の自動抽出
・下部構造の慣性力を厳密に考慮した保耐法（オプション）

・Engineer's Studio®エクスポート　　・橋台形状左右反転出力
・置換基礎機能拡張　　・橋座の設計機能拡張　　・胸壁前面突起の照査
・下部構造の慣性力を厳密に考慮した保耐法（オプション）　　・3D表示拡張

・剛域を考慮した骨組みによる底版照査(L1/L2)に対応　　・小判断面に対応
・レベル２地震時の作用力入力による照査　　・立体解析の機能強化
・レベル２地震時タイプI/IIの同時計算　　・データコピー機能の強化

・土地改良施設 耐震設計の手引き(H16.3)対応
・下水道基準の縦断方向の地震時検討対応
・地震時動水圧
・地震時検討のレベル2照査方法に曲率での照査追加

・レベル2地震時照査拡張（河川構造物の耐震性能照査指針対応）[Advanced]
・試行くさび法作用位置算出拡張（分割計算対応）

・側壁の断面変化 　　・目地ジョイントへの対応 　　・梁－柱構造の対応 　　・Ｍ－φモデルの対応 
・地盤高の左右非対象に対応 　　・杭基礎のバネ支点条件で、常時／地震時の個別入力
・迂流壁と柱の混在した構造形式に対応

・本体縦方向：地盤反力度の照査への対応、L1(許容応力度法)低減係数DEの入力対応、L2中間帯鉄筋の入
力対応、矢板バネを常時と地震時の入力対応
・門柱：ゲート設計への対応
・翼壁：U型張り出しタイプへの対応、側壁2点折タイプへの対応、本体縦方向の地表面、堤防盛土の情報の
取り込み対応
・3D表示拡張

・プリプロセッサ、ポストプロセッサをGeoFEAS3Dと同様に刷新
・日英言語切り替え対応

・入力支援機能の改善
・自動バックアップデータの管理機能
・InternetExplorer9以降でのスタイルシート適用表示改善

・農林水産省 H25.03 基準への対応
・電子納品支援ツール Ver.14と同等の改善

・国土交通省 H24.12 基準への対応
・電子納品支援ツール Ver.14と同等の改善

・電子納品支援ツール Ver.14と同等の改善

・セミトレーラの切り返し走行対応
・車両の詳細形状で軌跡図を作図
・旋回方法にクロソイド曲線法を追加
・コーナーごとの「後輪舵取り」の指定に対応

® ・ストレージ版容量拡張
・電源ユニットケース改良
・FAN制御改善

・新しいインターフェースによる操作方法の改善
・マルチプラットフォーム、マルチデバイス（スマートフォン）対応
・メール配信による安否確認機能への対応
・事業継続に必要な資産、社員の通勤経路の管理機能への対応による、被災シナリオ想定時における潜在リ
スクの顕在化、および復旧シーケ ンスの管理に対応
・弊社「道路損傷情報収集システム」との連携による、道路情報の確認機能
・「駅すぱあと®」(※)のとの連携による、鉄道およびバスの運行情報の確認機能
　　※「駅すぱあと」は株式会社ヴァル研究所の商標または登録商標です

・「液状化対策工法設計・施工マニュアル（案）」（土木研究所共同研究報告書第186）に準拠した設計への対応

・布基礎、べた基礎の鉛直荷重に対する検討
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●橋梁下部工設計体験セミナー
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●橋脚・ラーメン橋脚の設計セミナー
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大引（はり）

覆工板

根太
（覆工受桁）

水平繋材

支柱（くい）

垂直ブレース

水平ブレース

①SS400
②SM490
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ハット形（新世代鋼矢板）

U形鋼矢板
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®

®

●土留め工の性能設計計算体験セミナー
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集中荷重
集中荷重
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堰堤高
堰堤高

左右袖部が同一形状 左右袖部が異形状
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●BCP策定・BCMS構築支援サービス体験セミナー
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Multiframe
総合情報 
Vol.33

 INFORMATION

for USERS Multiframe
●３次元構造解析セミナー
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MaxsurfMaxsurf
総合情報 
Vol.33

INFORMATION

for USERS

●Maxsurfセミナー
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xpswmmxpswmm
総合情報 
Vol.34

INFORMATION

for USERS

●浸水氾濫津波解析セミナー
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VDWC CPWCグランプリ・各賞決定！
表彰式・国際 VRシンポジウムレポート

®

VDWC・CPWC表彰式
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®

®

®

®

®

東野輝夫教授

Edwin R. Galea教授

沈振江教授
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Breathing station

3 BIM VR / 1 VR
2013 11 21
VDWC 2

vdwc.forum8.jp
®

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

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！

The 2nd She 2nd She 2nd Shhe 2nde 2nd22 d2 d2 d SSSSSSThe 2nd She 2nd S2nd S2 d SSSSSTThe e 2nd Sn SSSSThe 2he 22nd SSThe The 2nd S2nd Sn22nnddd222nnndddd SS222nd S2nnd d Snd SSSSS2222nd SSSStudent Btudent BIdent BIudent Bdent BBItttudent BBBtudent Bttudent Bttudent Budeddddenen BBtudentuudenudent BIdeennt BBBBIItudent tudent Btudetudent Bnt BIBBIItudent Btudent BIdent BBBBBIIdent t BBBBIBIBIt BB M & VR DeeDeDeDeDeeeDeM & VR De & VR DeDDeeDeM &MMM &&& DeDeeM &M &MMMMM &&& DeeMMMMMMM &&& eMMM &&& eMMM &&& sisignsigsisigggsign Conts ggsigsiggigsigngsignsigs nsignssig eeestststeststssstt
WorWoWorld CupWorld Cuprld CupWorld Cupd CupCupld CupWorld CupWorld CupWWorrldd pdd C pWorld Cupdd pWorld Cupdd upWorld Cuppd pWo pppCCuupp AwardAwardAwardAwardAwardAwardAwardd NoNod Norddd NoAward Nodd NoAwarda dd Nodd Noddd oaaahh's Ark khh's Arkaaa Ark ahaahahaaaahh s A -Tokyo 20-TTTToToToToTokTTo-TTToT-TToTokTok 50-0-00-00-00000000
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Cloud Programming World Cup 1 CPWC 8
5 3 6 4 2 2013 11 21

3

第1回 学生クラウドプログラミングカップ オン クラウド

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！

　　　　　　　　Virtual Design World Cup / Cloud Programming World Cup 2014 開催 ！



3DS
OSCADY/
TRANSYT
交通解析

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

GIS
地理空間情報 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

DXF

OpenMicroSimOSCADY plugin

Micro Simula on 
Player plugin

EXODUS plugin

xpswmm plugin

2D DXF

LandXMLShape

IFC

IFC

IFC

IFC

POV-Ray

3DS

IFC 3DS

FBX

osc

vrs/vrg

2D DXF

3D DXF
構造解析

Mul frame

(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

電子納品
支援ツール

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

IFCSDNF

SXFSXF

LuxRender

3DS

3DS3DS

sup / xpx / csv

3次元鋼構造CAD

AdvanceSteel
AdvanceConcrete

Micro Simula on
交通シミュレーション

（カイザープロジェクト
　研究・開発エンジン）

3DCAD
Studio®

建築土木3DCAD
Allplan

DXFDWG

DWG
NEW

IM＆VR
 BIM/CIMによる建築土木設計ソリューション

3DCAD Studio®
カイザープロジェクト
研究・開発エンジン

UC-win/Road
VR シミュレーション

Allplan
3次元土木建築 CAD

OSCADY/TRANSYT
信号･交差点計画 /交通流解析

AdvanceSteel/Concrete
3次元鋼構造 CAD

Multiframe
3次元構造解析

EXODUS/SMARTFIRE
避難解析 /火災解析

Engineer’s Studio®
3次元プレートの動的非線形解析

xpswmm
氾濫解析

VR-Cloud®
クラウド型 VR
合意形成ソリューション

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

UC-1 Series
土木設計

UC-Draw/3D 配筋 CAD
橋梁点検 / CAD システム

DesignBuilder
エネルギー解析

UC-1 土石流シミュレーション
土石流解析

BIM＆VR対応製品群 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。

®

U&C104-058-059_自社広告4.ai   1   2013/12/20   23:16:40



D・VRエンジニアリングサービス3D・VRエンジニアリングサービス333 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レーザスキャン・モデリングサービス3D模型サービス

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

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/2D配筋図

▲UC-win/Road 
　点群モデリングプラグイン

●3D配筋CADによる鉄筋の干渉チェック／かぶり厚チェック

※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。

●3D配筋CAD for SaaS

３D・VRをクラウドで！
（登録商標 第 5445551号）
2013 年 6月14日リリース

®

®

®

◆第８回 CSAJ アライアンス大賞 特別賞受賞！（平成 23 年 6月 8日）
◆経産省クラウド研究事業採択！（平成 22 年度）

®

®

®

®

®

◆データ伝送技術「a3S クラウド伝送ライブラリ」
　の特許取得（平成 25 年 9月 20 日）
◆クラウド管理システムに関わる
　基本特許取得（平成 25 年 10 月 25 日）
◆VR-Cloud® 運転シミュレーションに
　かかる基本特許取得（平成 24 年 12 月 7日）

」

5.0

U&C104-058-059_自社広告4.ai   2   2013/12/20   23:16:58
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立体視対応のプロジェクションマッピングとは？

日本で初めて公開用に制作されたS3Dプロジェク
ションマッピング“時空の階段”

最先端の3Dコンテンツ技術を紹介

立体視に対応したプロジェクションマッピング
～S3Dプロジェクションマッピング～



3Dコンテンツニュース

Up&Coming104 号3D Contents News 61

階段ならではの課題と面白さ

立体視の方式とプロジェクションマッピング

パッケージになったS3Dプロジェクションマッピング
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ユ
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と
は

〜introduction

〜

ビジュアル・コミュニケーションデザイナー
太田幸夫デザインアソシエーツ代表
特定非営利活動法人サインセンター理事長
多摩美術大学 前教授
LoCoS研究会代表／日本サイン学会理事・元会長
日本デザイン学会評議員
一般財団法人国際ユニバーサルデザイン協議会評
議員／A.マーカスデザインアソシエーツ日本代表

 世界には3500～8000語の言語があると言われています。外国語の学習に努力しても、
既存の国語や民族語を使う従来のコミュニケーションの形を取り続ける限り、個人的にも社会的
にも問題は山積したままで、必要とされるコミュニケーション効果は期待はずれと言えるでしょう
（インターネットなどの通信技術が発達したとは言え、その基本の構成ベースが英語に基づいてい
るため、英語圏以外の人々はあいかわらず大きなリスクを背負いつづけることになります）。
　そのように言えるのはなぜか。既存言語によるコミュニケーション以外のコミュニケーション
とは、いかなるものか。次回で両者の違いを明らかにします。そして今後一層重要になる新しいコ
ミュニケーションの特徴と、そのコミュニケーションの働きが明らかになるでしょう。本誌発行元
のフォーラム８が推進する3D-CGは、ここで言う新しいコミュニケーションの重要な実践例の一
つといえるでしょう。
　本稿で仮称「ユニバーサル・コミュニケーションデザイン」と呼ぶその新しいコミュニケーショ
ンは、既存言語を使いません。その代わり人にとって重要な感覚のひとつである視覚をおおいに
活用するところが特徴です。聴覚や臭覚は犬などの動物特有のとても有能で有効な能力です。五
感の中で人間にとって視覚が全体の 86%を占めるとまで言われることが、新しいコミュニケー
ションでは全面的に役立てられているのです。
　そうしたデザインのすぐれた事例を取り上げながら、ユニバーサルとコミュニケーションデザイ
ンの両方の意味と意義を読者のみなさんが理解できるように執筆者として努力します。そしてデ
ザイン成果で具体的にその理解と認識を確認しながら、皆さん自身が日常の実践の中でその認識
を活かせるように説明します。この新シリーズ執筆は、そうした新しいコミュニケ̶ションデザイ
ンの認識と実践のためのマニュアルとしても役立つように心がけていきたいと思います。

Vol.1
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イエイリ・ラボ体験レポート

69

vol.

イエイリ・ラボ
体験レポート

20
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Ieiri Labo

U&C104-069-071_イエイリラボ-2.indd   70 2013/12/19   20:09:55
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●次回の予定

2013年12月13日（金）
●BCP策定・BCMS構築支援サービス
　体験セミナー

U&C104-069-071_イエイリラボ-2.indd   71 2013/12/19   20:09:56
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Mandli Communications Inc.
NETWORK

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

エイヴィエルジャパン株式会社
NEWS

AVL InMotionTM(Powered by CarMaker) 

FMI = Functional Mock-Up Interface, ADAS = Advanced Driver Assistant System 
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®

REPORT
新潟国際ビジネスメッセ2013

2013
24-25Oct

®

®

®

REPORT
建設技術フェア2013 in 中部

2013
24-25Oct

U&C104-072-081_イベント・セミナー.indd   73 2013/12/20   22:46:35
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REPORT
Archi Future 2013

2013
25Oct

®

®

®

REPORT
ビルメン ヒューマンフェア’13

2013
30-31Oct

REPORT
緑十字展2013

2013
30Oct-1Nov

®

®
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REPORT
建設技術展2013近畿

2013
30-31Oct

®

®

REPORT
第1回 土木建築情報学国際会議（ICCBEI 2013）

2013
7- 8Nov

®

®

®

REPORT
日本都市計画学会大会

2013
9-10Nov

U&C104-072-081_イベント・セミナー.indd   75 2013/12/20   22:46:40
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セミナーレポート

REPORT
G空間EXPO 2013

2013
14-16Nov

®

®

®

REPORT
ハイウェイテクノフェア 2013

2013
7- 8Nov

®

®
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®

®

REPORT
ものづくりフェア 2013

2013
12-14Nov

®

REPORT
いしかわ夢未来博 2013

2013
9-10Nov

U&C104-072-081_イベント・セミナー.indd   77 2013/12/20   22:46:48
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REPORT
第3回 鉄道技術展

2013
6- 8Nov

REPORT
システム コントロール フェア 2013

2013
6- 8Nov

U&C104-072-081_イベント・セミナー.indd   78 2013/12/20   22:46:52



Up&Coming104 号News & Events 79

®

®

REPORT
ビジュアルメディアEXPO

2013
4- 6Dec

®

REPORT
ビジネスEXPO 2013

2013
7- 8Nov

U&C104-072-081_イベント・セミナー.indd   79 2013/12/20   22:46:58
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REPORT
SC13 (Super Computing)

2013
18-21Nov

® ®

®

®

®

®

® ®

®

®

REPORT
国際画像機器展2013

2013
4- 6Dec

U&C104-072-081_イベント・セミナー.indd   80 2013/12/20   22:47:02
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韓国ユーザセミナー
2013
19NovREPORT

PREVIEW
出展イベントのご案内

®

®

®

®®

®

2014年1月7日（火）　　

青島富朗巴軟件技術有限公司　事務所内覧

特別講演　:「地盤FEM解析のこれからの高度活用」

プレゼン１:「３次元動的非線形解析Engineer's Studio®
による多様な構造物の解析事例」

プレゼン２:「バーチャルリアリティUC-win/Roadの活用と
ドライビングシミュレータ事例」

懇親会　　:所長挨拶、来賓挨拶、ユーザ紹介、所員紹介

3D3D V
R

V
R

13

U&C104-072-081_イベント・セミナー.indd   81 2013/12/20   22:47:09
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施行日前後の取引に係る税率の適用関係等

消費税法改正の概要とポイントについて

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、毎回、専門
家の方にわかりやすく紹介いただきます。今回は、消費税法
改正の概要とポイントについて解説します。
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工事の請負等の税率に関する経過措置

平成 8年 10 月 1日

工事契約等の締結 課税資産の譲渡等

工事等の請負に関する
経過措置の適用あり

指定日
（平成 25 年 10 月 1日）

指定日の前日
（平成 25 年 9月 30 日）

施工日
（平成 26 年 4月 1日）
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INFORMATIONINFORMATIONNNNNNFFFFFFOOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAATTTTTIIIIOOOOONNNNNNNNNNNNNFFFFFOOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAAATTTTTTIIIIIOOOOONNNNNN営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内

®

®

®

®

®

®
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number of users
510,086

147

U&C104-084-085_FPB.indd   85 2013/12/19   18:29:28
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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

®
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詳細はこちら

®

®
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NEW

NEW

®

筑
紫
口

筑
紫
口

博
多
口

博
多
口

新利
路

枯桃花卉
市場駅

軟件園駅

枯桃花卉
中心駅

NEW

®

Ver.UP

体験セミナー参加者を対象にVIP迎車ランチサービスに無料ご招待いたします
（年2回×2名様）。※迎車は関東1都6県に限ります。その他の地域は年2回
ｘ2名様ランチサービスとなります。
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ラーメン式橋脚の配筋図・加工図・鉄
筋表などの図面を一括自動生成する
CADプログラム。DXF、DWG、SXF、
P21形式の出力機能を実装。

下水道管本体鉛直断面、軸方向、
管きょの接合部の耐震計算プログラム

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　16,063
2013年12月12日現在

F
o

r
e

v
e

r
...U

C
-1

 S
in

c
e

 1
9

8
1

180,000. 14.1
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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 　　　　・鋼断面(限界状態設計法）　　・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）・PC上部工
・イージースラブ・ラーメン橋　　・任意形格子桁　　・床版打設時　　　・PC単純桁
・UC-BRIDGE（分割施工対応）・鋼版桁橋自動設計　　・構造解析上部工スイート

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　･橋脚の復元設計　　　 ・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　　・対候性大型どのう　　・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　　   ・下水道管の耐震
・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 for SaaS　　 ・電子納品支援ツール　・駐車場作図　　
・車両軌跡作図　　   ・UC-Drawツールズ　　・電子納品支援ツール/（Web/建築/電気/機械）
・F8DocServ　  ・12d Model　・3D CAD Studio®　　 ・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

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

Ver.UP Ver.UP

Ver.UP Ver.UP

Ver.UP

Ver.UPVer.UP

Ver.UP

Ver.UP

Ver.UP

Ver.UP

Ver.UP Ver.UP

NEWVer.UP

Ver.UPVer.UP

Ver.UP

Ver.UP

シリーズ新製品

190,000 13.12.09

許容応力度法、限界状態設計法による
鉄筋コンクリート断面計算プログラム

120,000 13.12.03

橋梁下部工シリーズ CALS ／ CADシリーズ

水工シリーズ 構造解析／断面シリーズ

汎用的なモデリングを可能とし、土木のライフサイクルで使用
する様々なソフトとのデータ連携がスムーズに行える3次元CAD
ソフトです。

土木専用3次元CAD

3次元CADエンジン
3次元CADの開発には複雑な幾何学計算が必要ですが、本製品では、この計算

処理をライブラリ化した3次元CADエンジンを利用しています。これは関西大学

を中心としたプロジェクトが開発した国産の3次元CADエンジンで、土木向け

に必要な機能を調査・選定し、データ交換を考慮してISO10303に従ったデー

タ構造となっています。

「ラーメン橋脚の設計計算Ver.11」「RC下部工の設計
計算Ver.11」の計算機能に図面作成機能をサポートし
た「設計-CAD統合」プログラム。ラーメン式橋脚の設
計計算から図面作成までの業務を一貫して効率化。



Ⓡ

®

NEW

NEW

※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。

® NEW

http://www2.forum8.co.jp/f3d_estimate/input/



ネットワーク・マルチドライバーに対応
(6Kマルチクラスタ･デジタルサイネージシステム  )

ACC・自動運転機能

パラメトリック３Dモデリング

交通シミュレーション
交通状態保存機能

津波プラグイン拡張道路線形最適化 OHPASSプラグイン

Roadデータフリービューワ対応プラグイン
UC-win/Roadデータ変換ツールVer.8、Ver.9対応
ログ機能の強化、拡張
運転シミュレーション､ステアリングハンドル反応性

マイクロシミュレーション
プレイヤー拡張

エッジブレンディング対応

ドライビングシミュレーション関連機能

車間距離による割り込みの再現イメージ 先行車両の情報出力機能

NEW

主要機能強化、ツール拡張 Ver.UP

FBXモデル拡張、高精度モデル対応

UC-win/Road Ver.9 新機能

プ イヤ 拡張

® http://vrcon.forum8.jp/

VR
&  QUBE Ports and Bulk
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VR VR
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 ISO27001 認証取得（ISMS全部門）
ISO22301 認証取得（UC-1,VR,システム開発部門）

ISO9001 認証取得（システム開発部門）
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