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Users Report
ユーザー紹介／第 115 回

Up&Coming115号 ユーザー紹介4

10年後を見据え求められる
新技術の開発目指す

清水建設株式会社 技術研究所 安全安心技術センター

URL ●http://www.shimz.co.jp/theme/sit/

所在地 ●東京都江東区

研究開発内容　●地震や異常気象に起因する構造物

　のリスクに関する予測、診断、対策技術の研究開発

User
 Information

清水建設株式会社
技術研究所 安全安心技術センター

清水建設株式会社技術研究所
安全安心技術センター 金子美香センター所長

清水建設株式会社 技術研究所
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地震対策などにも積極的に
先進のICTを駆使

先端地震防災研究棟にUC-win/
Road利用の大振幅振動台設置

UC-win/Roadによる地震シミュレーション（左：オフィス、右：住宅）。揺れをVRで表現し、建物内部の什器や家具への影響をシミュレートする。



Users Report
ユーザー紹介／第 115 回

Up&Coming115号 ユーザー紹介6

E-Spiderの活用と新たな可能性

大振幅振動台E-Spiderの性能・活用方法紹介
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マッコーリー大学

URL ●http://www.mq.edu.au/

所在地 ●Balaclava Road, North Ryde NSW, 2109, Australia 

研究内容 ●交通心理学、マルチタスク、持続可能な都市交通

オーストラリア

■マッコーリー大学校舎

■VR（バーチャルリアリティ）研究所

■学内メイン通りのウォリー通りを歩く学生

■シミュレーションハブ入口



Academy Users Report
アカデミーユーザー紹介／第 10回

Up&Coming115号 アカデミーユーザー紹介8

■人間科学部心理学科
　　　　　　　　学科長
　ドライブシミュレータ
　　　   研究所 研究部長
Julia Irwin教授

Interruption 停止 Within School Time 時間内

Interrupted あり Outside School Time 時間外

Non-Interrupted なし School Time スクールゾーン時間

Speed 速度

■FORUM8のドライビングシミュレータがドライバーの研究に使用されています。

■スクールゾーン時間と運転作業の中断の有無のよる平均車両速度（時速）の比較
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■スクールゾーン終了の標識

■（左）ニューサウスウェールズ州では、点滅するライトが付いたスクールゾーンの標識が、
　ドライバーにここでの運転の仕方を思い出させます。
■（上）スクールゾーンの交差点で停止するドライバーのVR

■マッコーリー大学のVR研究でのスクールゾーン



橘橋

橋長 ● 417.8ｍ

橋長 ● 330.0ｍ 幅員 ● 9.25ｍ

橋長 ● 389.0ｍ 幅員 ● 28.0ｍ

槇峰大橋（上）と網ノ瀬橋梁（高千穂鉄道）（下）青雲橋

VOL.37 ［宮崎県］

Up&Coming115号 橋百選10

県都＝宮崎市を流れる大淀川に架かる当橋において昭和62年 

第1回「橋の日」のイベントが開催され、今ではその活動は全

国に展開されている。尚、現橋は「第6代目」で歴史もある。

橋長 ● 410.0ｍ 幅員 ● 12.5ｍ

日之影町日本一三大アーチ橋のひとつで、「青雲橋」の名前は公募で

選ばれた。国道218号線沿いには神話・伝統にちなんだ地名が多く

残っており「神話街道」と呼ばれている。袂にある「道の駅：青雲橋」

はそのドライブコースの休憩所として多くの観光客で賑っている。

日之影町と北方町を結ぶ国道の橋は下を走る旧国道と高千穂鉄道

のアーチ橋との調和も秀逸で、見事な橋の競演である。

【
橋
の
日
】
制
定
の
ル
ー
ツ
と
耳
川
に
架
か
る
名
橋

日
之
影
町
に
架
か
る
橋

槇峰大橋

綱の瀬橋梁

美々津橋

橋長 ● 168.0ｍ 幅員 ●7.6ｍ

県北部を流れる耳川の河口部に鉄道橋

に遅れること13年、昭和9年に竣工、県

の南北が陸路で往来できるようになっ

た。その後2度の改修工事が行われた

が、親柱は建設当時のままの姿で残さ

れている。



堀川橋 尾鈴橋

橋長 ● 21.0ｍ 幅員 ● 5.1ｍ 橋長 ● 110.6ｍ 幅員 ● 4.5ｍ

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

Up&Coming115号橋百選 11
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「橋の日」は宮崎発祥の記念日であり、冒頭紹介の「橘橋」で第１回

「橋の日」イベントが開催されて以来、今年で30周年を迎えました。

今では8月4日には各地で「橋の日」の記念行事が行われるなど全国に

拡がっております。今回の「宮崎県版」を纏めるにあたっては宮崎「橋

の日」実行委員会の皆様から様々な提言や助言をいただきました。

4月に隣県熊本で発生した大地震は『阿蘇大橋の崩落』などインフラ

に甚大な被害をもたらしました。当NPOにおいても現地に出向き復興

支援活動を行っています。一日も早い復旧を願っています。（H）

高千穂三橋（絵：筆者知人）

橋長 ● 96.0ｍ高千穂大橋(鋼製、上)

橋長 ● 31.0ｍ神橋(石造、下)

橋長 ● 300.0ｍ神都高千穂大橋(コンクリート造、奥)

高千穂峡の遊歩道を行くと趣の異なる三つのアーチ橋が一望でき

る撮影スポットがある。一ヶ所で三本ものアーチ橋が見られるのは

全国でもここだけです。左は筆者知人によるその絵で、ちょうど右

の写真の構図と重なるように描かれている。天孫降臨の神話伝説

に彩られた高千穂の地を旅される際には是非お立ち寄りください。

橋長 ● 140.0ｍ 幅員 ● 7.0ｍ

かりこぼうず大橋（作成：筆者橋仲間）

スギの素材生産量が全国第一位である

宮崎県が、県産スギ材の需要拡大を目的

に「ふるさと林道緊急整備事業」の一環

として建設された。木造車道橋としては

日本一の支間長（50ｍ）を有している。

模型は縮尺1/100で作成されています。

飫肥杉を運ぶために開削された堀川運河に架かり、吾平津神社

の参道にもなっており、地元では「乙姫橋」とも呼ばれ愛されてい

る。本橋の架設により道路が嵩上げされ、堀川運河沿いの家の二

階から出入りする造りは油津の独特の景観となっており、「男はつ

らいよ 寅次郎の青春」の舞台にもなった。

松尾ダム建設事業の一環として建設された本橋は、その独特の

カーブをもつアーチの形から地元では「恐竜」の橋として親しまれ

ている。戦後では初めての支間100mの橋であり、設計・架設に最

新の技術が用いられた。特にケーブルエレクション工法による架設

は本橋を嚆矢とし以後一般的にひろく採用される。
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誌上セミナナー

 都市水害から都市型水害へ

全国

内水による
被害額
47.5%

外水など
内水以外
による被害額
52.5%

東京都

内水による
被害額
92.9%

外水など内水以外
による被害額
7.1%

出典：平成18年『国土交通白書』

図1　全国と東京都における内水氾濫の被害額
　　（平成6年～15年の10年間の原因別被害額構成比）

洪水リスクアセスメント のための 入門講座

都市の洪水リスク解析入門
第 3回

RISK
Flood Risk Anal ysis

都市の洪水リスク分析 その2
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洪水リスクアセスメントのための 入門講座　Vol.3
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図2　東京都内の地階を有する建物棟数の推移3)
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図3　時間50ミリを超える降雨の発生率の経年変化3)
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誌上セミナナー

図4　降雨継続時間別の上位100位に占める各降雨継続時間の降雨数
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 現代の都市生活と水害の諸相

図5　神田川流域の2005年9月水害の最大時間雨量の空間分布
　　　（2005年9月4日18：00～9月5日3：00）7)
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洪水リスクアセスメントのための 入門講座　Vol.3

68%

20%

12%

損害保険の加入率

加入している

未記入/不明

0円

84%

16%

(加入している場合)水害による
保険金受け取りの有無
平均額・・・164.5万円

有り
無し

72%

28%

調達した復旧資金で被害の復旧を
全て賄うことはできましたか？

賄うことができた
賄うことが
できなかった

38%

38%

3%
3% 18%

復旧資金の調達先

自己資金

保険金

資金売却

金融からの借入

その他

図6　水害保険と復旧における資金調達（回答数：25）
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ご購入は、フォーラムエイトHPまたはAmazon.co.jp、rakuten.co.jpで！

■目次構成
第1章　洪水リスクをめぐって（序論）
第2章　都市と洪水流出
第3章　洪水リスクアセスメントの基本フレーム
第4章　洪水リスクアセスメントの手法
第5章　洪水リスクアセスメントとその応用（マクロ・ミクロ解析）
第6章　洪水リスクの不確実性
第7章　洪水リスクのアセスメントとマネジメント～課題と将来 

著者  守田 優
都市の洪水リスク解析 ～減災からリスクマネジメントへ～

2014年11月発売 ＋税定価 本体2,800円
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事例1：VRやシミュレーションで、防災・減災対策の「見える化」

事例2：VRシステムを応用した被災の疑似体験

内閣官房国土強靭化推進室『国土強靭化 民間の取組事例集』に
VR活用の2つの事例が掲載

FORUM8 HOT NEWS 2016.7-10

HOT NEWSNo. 1

東京都「感染症対応力向上プロジェクト」取組事例として
取材・報道(日経新聞)

HOT NEWSNo. 3

EXODUSグリニッジ大FSEGによる「出口標識の代替デザイン」、
「歩行者の道路横断」に関するアンケートご協力のお願い

HOT NEWSNo. 2
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 JACIC主催「CIMチャレンジ研修 -CIMSoluthon-」協力企業に選定

HOT NEWSNo. 4

自主簡易アセス支援サイト、「簡易立地診断マップ」(無償)を公開

HOT NEWSNo. 5

実務レベル想定のCIMソリューション講義・演習を実施
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　   iCD（iコンピテンシ・ディクショナリ）
■ iCDとは

■ iCDの特徴

■ 資格との連携

■ 海外も認めるiCD

■ フォーラムエイトの取り組み

IT TERMS
知っ得IT用語

IT TERMS&HARDWARE
INFORMATION

2016-No.4

知っ得 IT用語＆
　　　デバイス情報
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■ HoloLens（ホロレンズ）とは

■ HoloLensの概要・仕組み

■ 実際の使用感は？

■ 活用シーンと今後の展開

　   HoloLensHARDWARE
最新デバイス



Vol.35
メルボルン：マルチカルチャー

メルボルンへ

　3月末、CAADRIA2016出席のため、

関空から成田経由でメルボルンへ。メ

ルボルンは、イギリスの経済誌「The 

Economist」の調査部門が発表する「世

界で最も住みやすい都市」のNo.1。全

豪オープンテニスの開催地、世界中の

学生が留学する教育の街、緑豊かな公

園が点在するガーデンシティ。2009年

に訪問した様子と併せてご紹介しよう

（写真１）。

カフェ文化

　メルボルンでは、カフェ文化が様々な

場所で楽しめる。見て回るだけでも楽

しいストリートが沢山。

　シティ（CBD:中心業務地区）では、

センタープレイスやデグレイブス・スト

リート（写真２）。路地にもオープンカ

フェが並ぶ。CBDの北に位置するカー

ルトン地区のライゴンストリートは、メ

ルボルン大学の近くにあって、イタリア

料理店が多い。フィッツロイ地区のブ

ランズウィック・ストリートのコーナー

には必ずオープンカフェが立地して

いる。古びたホテル1階のカフェも人気

（写真３）。CBDの南東に位置するサウ

スヤラ地区のチャペルストリートはオ

シャレ。

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35回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回はメルボルンの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。

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 元会長，大阪府河川整備審議会委員，大阪市建築物環境配慮推進委員会
委員，NPO法人もうひとつの旅クラブ理事。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。
主な著書に「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://fukudablog.hatenablog.com/

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

１ フリンダース･ストリート駅
２ センタープレイス
３ ブランズウィック・ストリート

１ ２ ３
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質の高い公共交通

　メルボルン空港から市内へは約

20km。スカイバスの車内はWiFi完備。

2階建ての大型バスでシティ西端のサ

ザンクロス駅まで行き、小型バスに乗

り換える。小型バスは、滞在ホテルま

で送迎してくれる。

　最も有名な公共交通はトラム（路面

電車）。路線網は250km、系統数は25、

駅数は176と、世界最大規模だ。低床式

の新型車両もレトロな旧型車両も楽し

める（写真４）。尚、CBDを走るトラム

は2015年元旦よりFree Tram Zoneとし

て、すべて無料になった。

図書館と
ビジターセンター

　1854年にオープンした、今なお現役

のビクトリア州立図書館。蔵書数150万

冊。1854年といえば、日本は日米和親条

約を結び鎖国が終わった年。大阪・中

之島図書館は1904年オープンでこちら

も長い歴史がありながら未だに現役な

のですが、メルボルンの図書館は

さらに50年先輩。夜になるとライ

トアップされ、大勢の人が図書館

前の広場でくつろぐ（写真５）。

　CBDの南端に位置する、フリ

ンダース･ストリート駅の向かい

にあるのが、フェデレーション・

スクエア（写真６）。特徴的な意

匠であり、一年中を通じてイベン

トが開催される中央の広場を囲

むように、施設が点在している。

LAB architecture studio設計。ビ

ジターセンターに入れば、メルボ

ルン、そして、ビクトリア州に関す

る観光や街の情報を得ることが

できる。パンフレットの充実ぶり

がすごい。

水辺

　CBDのすぐ南をヤラ川が流れる。川

幅は100mほどであり大きな川ではない

が、市民にとって貴重な親水空間。フェ

デレーション・スクエア側から川を見下

ろすと、堤防のような構造物にカフェが

併設されており、その向こうにはオープ

ンスペースが広がっている（写真７）。

　CBDからビーチの広がるセントキル

ダ地区へは、6km足らず。何と、トラムで

ビーチへアクセス可能。マリーナでは、

ボートで魚釣りに向かう人々多数。ここ

からCBD方面を望む風景がいい（写真

８）。300万人を超える大都市なのに、

４ ６

５

４ 旧型トラム車内
５ ビクトリア州立図書館
６ フェデレーション・スクエア

８

７ ヤラ川沿い
８ セントキルダ地区

７ ７
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ダウンタウンからビーチがこの近さ。羨

ましい限りである。

ヤラ・バレー

　CAADRIA2016のエクスカーション

（校外学習）はメルボルンから東へ

60kmほど離れたヤラ・バレーへ。名前

の通り、メルボルン都心へ流れ込むヤ

ラ川の中流域にあたる。

　ヒールズヴィル・サンクチュアリは、

コアラ、カンガルー、ワラビー、ウォン

バット、カモノハシ、ディンゴ、タスマニ

アデビルなど、オーストラリア固有の

動物が飼育されている動物園。1934年

オープン。オーストラリアン・ワイルド・

ライフ・ヘルスセンター（動物愛護病

院）も動物園の中に併設されている。

動物はほぼ放し飼いにされており、森

の中を歩いていると、ロープ１本の向

こうにカンガルーがいたり、園路

を白い鳥が歩いていたり（鳥

は人を全然怖がらない

が、幼児は涙・・・）、ス

タッフがヘビを腰に巻

いていたりと、かなり

動物と人間の距離が

近い（写真９－１２）。

　いよいよ、２か所のワ

イナリーへ。ビジターセン

ターが整ったRochford Wines

と素朴な感じのDominique Portet

へ。シャルドネ、ピノ、スイートワインな

ど、テイスティング。丁度収穫期という

12

９ 10 11

9-12 ヒールズヴィル・サンクチュアリ
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こともあり、緑が綺麗で、気候も良く、

CAADRIAメンバーとワイン片手にコ

ミュニケーションできたことが最高（写

真１３－１４）。

メルボルン大学

　最後に、CAADRIA2016学会につい

て（写真１５）。学会では、小生は３編

の論文発表に加えて、選挙管理委員長

と表彰委員長を仰せつかった。選挙

管理委員長は次期（２年任期）の会長

（President）、秘書（Secretary）、会員

担当（Membership Offi cer）の幹部を決

める大切な役割。幸いにも、複数の立

候補者があり、投票システムができて

いなかったため、学会員は私宛にメー

ルで投票するシステムとした。御蔭で

沢山の投票メールを頂戴することにな

り、また、接戦となったので、かなり、

気をつかう作業になった。が、何とか、

公平で健康的に次期３役が決まって良

かった。

　学会場となったメルボルン大学デ

ザイン学部の建物は近年リ

ニューアルされて、とても斬

新になった（写真１６）。２

階のアトリウムは開放的な

空間であり、まず、巨大な木

製オブジェがランドマークと

なっている（オブジェの内部

はミーティングルーム）。ま

た、建物内には、マレーシア・

シアター、シンガポール・シ

アター、和室など、オースト

ラリア以外の国の部屋が備

えてあり、ここにも、マルチカ

ルチャーらしさが窺えた。

学生たちが自習を熱心にし

ている風景を眺めることが

できるのも印象的。このアト

リウムに、オーストラリアワ

インや食材をケータリング

してのCAADRIA閉会式と

表彰式は実に洒落ており、

交流するのにふさわしい場

であったように思えた（写真

１７）。

13,14 ワイナリーDominique Portet
15 CAADRIANとの再会

16 メルボルン大学デザイン学部棟
17 CAADRIA2016 クロージング

1413

15

16

17
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CGレンダリングサービス
®

　今回は、ヤラ川沿いで開発が進んでいるサウスワーフのウォー
ターフロントをメインとして作成しました。中心市街地と港湾工
業地帯の接続点となるメルボルン国際会議・展示場や川沿いに
林立した現代建築ガラスウォールの反射、ユニークな橋などの水
面の映り込みを表現しています。また、市民が散策を楽しむプロ
ムナードと水辺を行き交うボートといった和やかな景観のほか、
巨大なジャンクションやトラムなどの交通網も表現しています。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog35.htm#city

「メルボルン」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・メルボルン  by UC-win/Road

「UC-win/Road CGサービス」では、POV-Rayにより作成した高精細なCG画像ファイルを提供するもので、今回の3Dデジタルシティ・

メルボルンのレンダリングにも使用されています。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。また、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。

メルボルンの交通 Webb BridgeMELBOURNE EXHIBITION CENTER

ロリマー地区

Up&Coming115 号 都市と建築のブログ24
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フォーラムエイトが所属するコンピュータソフトウェア協会（CSAJ）をはじめとして、国内のIT関連団体が集まり
「一般社団法人 日本IT団体連盟」が結成されました。従来は各団体が個々で行っていた活動を連携させるこ
とで、業界提言や人材育成等の課題に対して、官民一体での取り組みが期待されます。

日本IT団体連盟
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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

®

®

関連リンク：Arcbazar支援サービス　http://www.forum8.co.jp/product/arcbazar.htm
　　　　　 プレスリリース　http://www.forum8.co.jp/forum8/press/press160301.htm 

®

Arcbazar

自主簡易アセス

VR-Cloud®

Sim Sim

Arcbazar+ProjectVR

アセスとＶＲ　ＶＲ & Assessment世界中で設計　Design Everywhere

自主簡易アセス支援サイト  http://assessment.forum8.co.jp

Arcbazar   http://www.arcbazar.com http://jp.arcbazar.com



Arcbazar支援サービス テストケース

動線計画がよく考えられており、曲線と曲面を
使用した統一感ある形状が目を引く。1st

本社ショールーム インテリアコンペ

応募総数：8件
ピアノに見立てた遊歩道が楽しげな計画。植栽計
画や詳細図も提出されており、実現性の高い案。1st

TAKANAWAハウス 外構コンペ

応募総数：13件
フォーラムエイトロゴの一部、竹、本棚のイメージ
から縦のスリット状のデザインをまとめている。1st

TAKANAWAハウス ファサードコンペ

応募総数：29件

仮想オバマ記念館コンペ

Zhu Wenyi Atelier

ガラスで支える円形の屋根の下、ライブラリやホールなど
の機能を点在させている。一見単純な案だが、透明で民
主的（democratic）な案として評価された。

1st

飛行機の羽のようなV字型の形態。
圧倒的な表現力で、一般投票１位と
なった。フォトショップのテクニック
だけのように見えるが、空間構成も
考えられている。

3rd3rd

必要な機能のブロックを積み木の
ように組み替えて、美しい構成の建
築とした案。膨大な周辺環境のリ
サーチや設計意図を伝えるグラ
フィックも評価された。

Austin Scott
USAnd2nd

VR-Cloud
2016/5/31 33 6/16

3 2016/2/16
10 29

Arcbazar ProjectVR

VR-Cloud
VR

コンペ開催結果

Arcbazar支援サービス 

施主

・Arcbazar
支援サービス申込

・説明（募集要項）
・サーベイスペース
（3Dモデル生成）
・設計者の招待
・SMM
・スケジュール、賞の設定
・ファイルのアップロード

・プロジェクトの審査（調査）
・家族・友人とのシェア
・公的な投票
・ランクづけ

・プロジェクトを見る
Arcfolio+VR
・タグ付き成果物購入

・プロジェクトを見せる
Arcfolio+VR
・タグ付き成果物販売

・環境アセスメント
・アセスメントコスト
・成果物にタグ
・3Dモデルアップロード
・プロジェクトの提出

・Arcbazar
支援サービス受付

・現況の3Dモデル生成

パブリックウォール　Public 
Wall ・アセスメントの実施

・VRの作成

（施主となってコンペ開催）

Arcbazar
支援サービス

コンペ開始
ONBOARDING

コンペ実施
COMPETITION

評価
EVALUATION

コンペ実施後
POST-

COMPETITION

設計者 提供サービス

サービスの流れ

価格例

TAKANAWAハウス
各種検討・
シミュレーション

周辺の日影シミュレーション景観シミュレーション

VR-Cloud®による敷地データ

審査の様子

自主簡易アセスツール（緑視率の検討） VR-Cloud®による遠隔での設計協議

タイプ ケース Arcbazar
FORUM8
Arcbazar

支援サービス料

リフォーム 分類：フロア全面
規模：中規模(37～112m2)
期限：4週間
予算：平均的（＄60K～KK ＄240K)

最低金額：
従来の費用： ＄3,600
Arcbazar利用料：

＄1,438

￥222,381

プロモーション価格
￥111,191

インテリア 分類：一部屋リビング
規模：中規模(112～2～ 23m2)
期限：2週間
予算：超小額（＄10K以下)

最低金額： ＄250
従来の費用： ＄750
Arcbazar利用料：

＄575 

￥88,953

プロモーション価格
￥44,476

新築住宅 分類：一家族 住宅
規模：中規模(112～2～ 23m2)
期限：4週間
予算：平均的（＄240K～KK ＄480K)

最低金額： ＄500
従来の費用：＄4,680
Arcbazar利用料：

＄2,300

￥355,810

プロモーション価格
￥177,905

業/
公共施設

分類：地域社会（土木/都市計画）
規模：より大規模(223m2～) 
期限：4週間
予算：多額（＄1,200K以上) 

最低金額： ＄1,000
従来の費用：＄15,000
Arcbazar利用料：

＄9,775

￥1,512,193

プロモーション価格
￥756,096

1
VR
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NEW ARRIVALNEW ARRIVAL新製品／新バージョン情報
®

・高精度レンダリング（影/湖沼反射/天空自動生成など）：
  　 湖沼反射のリアルタイム表現、時刻による空模様自動生成が可能、影レンダリングの性能と品質も向上
・線形パラメータ抽出：GPS等の点列からIP点パラメータを計算し、道路を自動生成
・インターフェース拡張：リボンメニューの導入とシミュレーションパネルとの統合
・VR-Cloud®プラグイン：
   　クラウドサーバ上でUC-win/Roadを実行させ３DVRシミュレーションが利用可能なクラウドシステム。
　　Advanced標準
・CAVEシステム、ヘッドトラッキング：スクリーンと使用者の位置関係で視体積を計算・描画
・3DS出力プラグイン：XMLファイルへのオブジェクトの座標情報や景観設定出力に対応

・UC-win/Road Ver.11 Ultimate 標準
・HMDとの連携プラグイン。Oculus Rift DK2に対応

・UC-win/Road 別売プラグイン・オプション
・デジタルカメラで撮影した複数の写真を解析し、3次元座標（点群）を復元して利用可能

・UC-win/Road 別売プラグイン・オプション
・Web API経由で、OSM(OpenStreetMap)形式のファイルインポート、道路生成に対応

・UC-win/Road 別売プラグイン・オプション
・バーチャルサイクリングシステム「cycle StreetシリーズCity Edition」と連携、
   ペダルを漕ぐと速度に応じてCGが動き、ゲーム感覚でエクササイズできる仕組みを実現

・UC-win/Road 別売プラグイン・オプション
・3DVRとの連携によりUAVの飛行計画作成、遠隔操作、ログ取得

®
▶P.36

・UC-win/Roadからシームレスに3DCAD Studioを呼び出し、モデル編集、新規作成
※ 別途、3DCAD Studio®（￥180,000）が必要です。

® ▶P.38 ・平板要素に三角形1次要素を追加 　
・平板要素の四角形1次要素の改善 
・平板要素の高次要素を低次要素に変換する機能 　
・動的解析結果に入力波形を同時表示 
・リボンインターフェースをWindows標準へ 
・節点や要素が所属するグループの編集機能 
・非線形RC平板要素の引張軟化係数Cの拡張 
・プッシュオーバー解析事例のサンプル追加とヘルプ解説 

・3次元弾塑性地盤解析（GeoFEAS）3Dと3次元浸透流解析(VGFlow)の統合版
・弾塑性解析、浸透流解析のソルバーは群馬大学大学院理工学府環境創生部門地盤工学研究室
   にて開発
・解析モードの切換えスイッチで地盤の弾塑性解析と浸透流解析を簡単に切り替え可能
・形状データ・メッシュデータの共有化により、解析間での相互利用が可能

・プリプロセッサ―部の計算書出力
・ポストプロセッサー部の計算書出力

・計算部は、UC-win/WCOMDと同じ東京大学コンクリート研究室で開発されたRC構造物の2次元非線
形解析エンジンで、プリ・ポスト処理に関してEngineer's Studio®から多くを取り入れて刷新
・プリ処理では複雑な外形の内部を自動的にメッシュ分割する機能や表形式入力画面でのデータ修正が
可能、ポスト処理では変位図、変位のコンタ図、応力のコンタ図、ひび割れ図、変位図やひび割れのアニ
メーション機能による可視化が可能
・結果データのテキスト形式（CSVファイル）への出力やレポート出力機能

▶P.40 ・Engineer's Studio®との連携
・熱伝導解析における輻射
・反力値の出力に関する拡張　　・等価節点力の出力
・CADデータコピー　　・要素辺選択
・描画範囲選択の保存、呼び出し　　
・条件データの名前付け
・TreeView条件確認画面表示
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・着目点変位の算定に対応 
・部材間最大最小変位の算定に対応 
・分布バネ部材の最大最小モーメント位置の厳密な算定に対応 
・断面力図等の数値表示を改善

・着目点変位の算定に対応　　
・部材間最大最小変位の算定に対応 
・分布バネ部材の最大最小モーメント位置の厳密な算定に対応 
・断面力図等の数値表示を改善

・断面力ケース毎に応力度の種類を指定した照査に対応 
・斜引張鉄筋の鉄筋規格指定に対応 　　
・使用可能な鉄筋材質を2種類に拡張 
・斜引張応力度の算出位置の選択に対応
　τmax発生位置：最大せん断応力度τmaxが生じる位置 
　σI最大位置：斜引張応力度σIが最大となる位置 
　図心及びウェブ幅：図心及びウェブ幅が最も薄くなる位置にて算出した中で最も厳しい値 

・最大応力となる活荷重載荷位置の図示に対応
・格子構造骨組に対する影響値の＋範囲、－範囲の図示に対応
・解析結果のCSVファイル出力に対応　
・クリープ・乾燥収縮・温度変化の載荷状態を改善

▶P.44
・設計点検チェックシートへの出力対応
・深礎フレーム底版骨組モデル連動対応
・落橋防止作動時の設計調書出力対応
・胸壁突起部、桁かかり部のコーベルとしての設計
・パラレルウイング照査拡張 

・ピア－リフレ工法（曲げ補強仕様）による補強設計に対応 
・設計要領「鋼管・コンクリート複合構造橋脚」に対応、非線形動的解析モデルのエクスポート 
・基礎プログラムとの連動を起動状態で対応 

・はり柱間橋軸方向L2照査機能追加
・フーチングの水平方向L2押抜きせん断照査機能追加
・斜引張鉄筋の一括入力機能追加 

▶P.46 ・杭基礎：ハイスペックマイクロパイル杭の対応
・杭基礎：橋脚連動時の方向ごとL2計算方法指定
・図面機能（連動形状拡張）
【Advanced版】
　・杭基礎：異種杭混在
【Standard版】
　・鋼管矢板基礎：仮想井筒梁解析モデル拡張

【Advanced版】
　・立体解析による荷重分担率算定機能の拡張
【Standard版】
　・ライナープレート＋モルタルライニングの混合土留め工対応
【Lite版】
　・底版照査機能の拡張
　・落橋防止構造荷重によるレベル２地震時照査対応　　
　・CAD機能
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【Advanced版】
　・逆解析による土留め壁変位に関するファジィ理論を用いたフィッティング評価機能
【Standard版】
　・弾塑性法のみの計算処理に対応
　・弾塑性法において、側圧計算表に土圧式、解析法ⅡESの解析条件を提示するなどの出力機能
【Lite版】
　・鋼矢板腐食低減係数の自動決定機能
　・火打ちに油圧ジャッキを入れた場合の腹起しスパン計算に対応
　・[初期入力]で余掘り量について全ステップ一律で設定していたのを、各ステップでの設定変更に対応
　・[初期入力]変更後、検討ケースの入力した地盤改良データを条件付きで継承するように改訂

▶P.48
【Standard版】
　・フレーム解析を用いた支柱杭以下の地震時の検討に対応 
　・フレーム解析の左右両方向の同時解析・表示に対応
【Lite版】
　・任意分布荷重に対応（旧版の「任意位置の死荷重」機能の拡張）
　・周面摩擦力度の係数βの地層ごとの設定に対応 
　・土木基準（道路公団を除く）で"モルタル充填"の充填範囲設定に対応 

・底版に張出がある形状への対応
・埋戻し土の考慮（Standard）
・SR235鉄筋（丸鋼鉄筋）対応
・PHCの杭の杭頭カットオフ区間の杭本体照査

【Advanced版】
　・H26年版 土地改良「水路工」対応：限界状態設計法、全体安定照査基準追加
【Standard版】
　・Ｕ型擁壁内部土圧拡張
【Lite版】
　・H26年版 土地改良「水路工」対応：浮力を考慮した示力線方程式対応
　・結果詳細計算書判定表示追加　　・荷重ケース数拡張

・限界状態設計法対応
・ケース毎の照査方法選択対応

・集水桝の中壁あり形状対応　　・集水桝のグレーチング入力対応
・他製品との地盤データ共有　　・開口部FEM解析機能拡張、改善
・マンホール頂版への群集荷重考慮対応

▶P.50
・本体縦方向の設計
　　補修・補強の設計対応　　ブロック函体数の拡張
　　弾性継手の継手毎指定　　柔→剛切り替え時の地震時任意荷重自動生成への対応
　　任意荷重入力の改善(堤防盛土→任意荷重自動生成)
　　沈下量入力の改善　　剛支持モデルの計算書改善
・全構造物共通
　　曲げ応力度の抽出条件に最小鉄筋量を含むように改善
・門柱の設計
　　2ゲートモデルの中柱張り出し寸法入力への対応
　　2ゲートモデルの縦方向の応力度軸力取り扱い方法1:X比率対応
・翼壁の設計
　　翼壁底版傾斜型への対応

・「土地改良事業計画設計基準「水路工」（平成26年）」に対応
・矢板種類にコンクリート矢板を追加、河床底面の安定照査、フリューリッヒの地盤応力の理論に対応
・鋼矢板の低減係数の自動計算に対応　　・N値観測点の入力と平均値の自動計算機能の追加
・見かけの震度、地震時崩壊角の直接指定に対応

・砂州、湾曲部における水位上昇量考慮機能追加　　・急流水路の余裕高計算機能追加など　
・U字溝、矩形、ボックス形状の側面の勾配拡張　　　　・等流計算条件の一括入力機能
・ファイルインポート時に連続線と見なす線分間距離指定機能追加

・U字溝、矩形、ボックス形状の側面の勾配拡張　　・等流計算条件の一括入力機能
・ファイルインポート時に連続線と見なす線分間距離指定機能追加　　・急流水路の余裕高計算機能追加など
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・降雨強度式の任意名称入力への対応　　・矩形2段せきの放流計算への対応
・「土地改良事業設計指針「ため池整備」H27.5」に準拠した流入ハイドログラフへの対応
・「増補改訂 流域貯留施設等 技術指針(案)」準拠の左右同値の降雨波形へ対応、簡易式1/2・rc対応
・洪水調節容量計算のピーク時における詳細結果確認・出力への対応
・洪水吐きの設計洪水流量計算において複数降雨強度式への対応　　・出力書式の改善
・各都道府県に準拠したサンプルデータ、基準値(降雨強度式)の提供
  　 兵庫県（サンプルデータ）、福島県、栃木県の基準値をサポート

▶P.52
・盛土形状の任意座標入力対応・CADデータ読み込みへの対応
・「土地改良事業設計指針『ため池整備』平成27年5月」に準拠した流入ハイドログラフへの対応
・洪水吐の複数降雨強度式の指定・計算に対応
・等流流速法の流入時間t1をカーベイ式(kerby)計算に対応
・「土地改良事業設計指針『ため池整備』」に準拠した傾斜遮水ゾーンの浸潤線の計算への対応
・水理計算(流域、流域と貯留施設)の単独計算および出力に対応
・各地方自治体に準拠した基準値ファイル(降雨強度式)の追加
　　愛知県、福島県、栃木県、兵庫県、広島県、山口県、熊本県を追加

▶P.49 ・「二重壁ジオテキスタイル」の設計に対応

・MultiframeからのBentley クラウドサービスへのアクセスに対応 
・UCS(ユーザ定義座標系)の追加 
・DGNインポート/エクスポート対応

® ・電源ユニット設計改善
・ケース改訂（GPUロングボード対応、冷却フレーム変更） 

・リフォーム、造園設計、インテリア設計、住宅設計、公共・商業施設などの建築プロジェクトのクラウド
ソーシングサイト「Arcbazar」でのコンペ開催を支援
・自主簡易アセス、3D・VRシミュレーションやVR-Cloud®でプロジェクトの評価をサポートする
「ProjectVR」と、「Arcbazar」との連携により支援

・縮小モデルの自律走行車。実車の挙動をスモールスケールでエミュレートし、セルフドライビングカーの
開発に役立てられます。

　　　 
  

・国土交通省国土地理院「地理院タイル」に対応
・駅すぱあと®による迂回路探索機能　
※駅すぱあと®は株式会社ヴァル研究所の登録商標です。

・最新の写真測量技術を搭載した無人航空機(Drone)を使用をした、広範囲の地理データGeo、GISを作
成する新しい低コストのマッピング方法

・ウェブ設計や広告において活用
・各産業においての応用
　　ビデオ推奨システム、通販サイト、インフルエンザ流行予測、交通状況予測、買物客の行動予測、
　　エネルギー応用、通信応用

・太陽電池パネルを支持する架台の構造計算のためのEngineer's Studio®を用いた応力度照査を行う
サービス

® 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】 
　・Lux Renderレンダリングサービス　　・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　　・海洋津波解析サービス
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・サブスクリプション対応：新バージョンよりWeb認証も含めた製品のライセンス使用状況を確認可能。
・NetUPDATEサブスクリプション版をご契約いただいた場合、ユーザ情報ページより各製品のライセン
   ス使用状況を確認可能。NetUPDATEと組み合わせ、より柔軟にライセンス管理が行えます。

・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～ ／ ラーメン橋脚の設計 ／ 
　RC下部工の設計 ／ 基礎の設計 ／ プラント基礎の設計 ／ 擁壁の設計Ver.10～  ／
    BOXカルバートの設計Ver9～ ／ 　BOXカルバートの設計（下水道耐震） Ver.10～ ／ 
    マンホールの設計Ver.2～ ／ 柔構造樋門の設計Ver.7～ ／ 開水路の設計
※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

▶P.33
・64bit対応　　・地形空間の拡大と分解能向上　　・配置モデル数の拡大
・地表面、路面、モデル等の処理できるテクスチャ量の大幅拡張　　・長時間の解析結果可視化
・計算周波数制御およびSILS機能拡張　　・シミュレーションリアルタイム連携プラグイン
・自動車について表現可能なランプの種類が拡張　　・エッジブレンディング、マスク機能対応
・PinP、HUDシミュレーション：映像内に別の映像を表示する機能と3D空間内に映像を表示
・国土地理院基盤地図情報、電子国土対応　　・2Dビュー拡張

▶P.37
・撮影範囲の表示　　・複数のUAV管理に対応
・フライト計画マネージャ機能対応　　・ダウンロードするメディアファイルの選択

・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

「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携帯端末やインターネットから、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。

・英語対応

・材料パラメータの同定解析　　・N値から砂の構成モデルパラメータを推定
・鉛直方向と水平方向の同時加振対応　　・モデル作成機能の強化

・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）

・マルチスレッドへの対応　・PC鋼材の一括入力方法の追加
・断面力のデータロックを面内、面外別々にできるよう改善
・鉄筋と鋼板を両方用いている場合の結果表示項目の追加
・F3Dエクスポートにおけるデータチェック機能の追加　　・鋼材配置の3D表示　　
・活荷重による載荷状態の表示　　・衝撃係数の計算結果の表示　　・PC鋼材のすりつけ判定処理の追加

・線形計算プログラム。

Advanced：アンカー付きくさび杭工対応
Standard：PCフレームアンカー工対応またはシャフト工対応
Lite：
・土地改良事業指針「ため池整備」H27年対応・斜面本体形状・属性／モデル作成補助ツール連動
・モデル作成補助ツール CADデータインポート機能の強化

・下水道地震時検討対応（下水道施設耐震対策指針）

・水道施設耐震工法指針2009年版への対応　　・内水位・動水圧の対応　
・丸鋼に対応　　・部材非線形解析によるL2断面力算出(オプション)

・構造物特性係数(Cs)を用いたレベル２地震時の線形解析を追加
・プッシュオーバー解析時の水平震度－水平変位曲線の出力
・上載荷重および雪荷重の地震時慣性力成分を自動設定可能とする
・1997年基準において、地震時土圧係数を近似式から算定する方法を可能にする

UNDER DEVELOPMENTUNDER DEVELOPMENT開発中製品情報
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32bit UC-win/Road

64bit UC-win/Road

PC搭載メモリ

3GB Max

15GB Used

4GBの壁

16GB Main Memory

小規模 大規模

●UC-win/Road・エキスパート・トレーニングセミナー

●UC-win/Road Advanced・VRセミナー
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HUD
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®

®

®

®

®

®

®

®

®

３DCAD
データを開く
（IFCまたは
   3DCAD）

サイレントモードで
起動

a3S上のデータ転送

3DCAD
データ処理
3Dメッシュ
生成

user

®

®

®

®

®

®
®
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●UAVプラグイン・VR体験セミナー
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®

®
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®
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®

®

無視される
板表面に分布する荷重を節点荷重に
置き換えているケース

4 要素が結合する節点でのそれぞれの等価節点力
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対称面  

描画範囲選択の保存

 

描画範囲選択の復帰
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®

®

®

®

Engineer’s Studio®
データ関連図

’
®

®

®

®を用いた機能概要

®

®

®

®

®

®
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●橋梁下部工設計体験セミナー
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フーチング等 杭頭部
支圧板方式

中間層

支持層

杭長

仮設
スペーサー

ねじ継手
（独自開発）

小口径鋼管

グラウト

先端環境ビット

センタリング材

改良体
杭径：Dg（グラウト径）

Ⅴ

橋軸：柱基部は塑性化

基礎照査：保耐法照査

直角：柱基部は弾性域

基礎照査：動的解析結果を用いた作用力直接指定

川の流れ

●橋梁下部工設計体験セミナー
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場所打ち杭 鋼管杭
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CAD
データ

SXF,DXFファイル読込み

モデル作成補助ツール
SSDファイル作成
・形状の編集・属性の設定

SSDファイル読込み

ため池の設計計算 Ver.3
・形状,属性の取得
（任意座標入力）
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製品定価・サブスクリプション契約価格表
サブスクリプション概要

（2016年9月16日現在）

◉概要
新規購入時に初年度サブスクリプションが含まれます。以降は1年ごとの自動更新（有償）となります。

◉サポート内容
・電話問合せテクニカルサポート
  　※電話サポートは転送される場合があります。電話はフリーダイアルです。
  　※弊社UC-1サポートグループが対応、また操作問合せ用があります。
・問合せ支援ツール、電子メール、FAXによる問合せサポート
・保守情報配信サービス（電子メールによる無償Ver.UP等の情報提供）
・ダウンロードサービス（有償サポート対象の無償Ver.UPダウンロード）
・ランチャーのサポート

定価 1年

2万円以下 ¥19,800

5万円以下 ¥23,000

10万円以下 ¥26,000

15万円以下 ¥33,000

20万円以下 ¥46,000

25万円以下 ¥49,000

30万円以下 ¥52,000

35万円以下 ¥56,000

40万円以下 ¥59,000

 40万円を超える製品は製品の一律15％
（1年間）の価格となります

◉サブスクリプション契約価格表

プログラム・製品価格表

分類 プロダクト名 新規価格

UC-win/Road Ver.11  Ultimate  ¥1,800,000

UC-win/Road Ver.11  Driving Sim  ¥1,280,000

UC-win/Road Ver.11  Advanced  ¥970,000

UC-win/Road Ver.11  Standard  ¥630,000

UC-win/Road Ver.11  Multi User Client Version  ¥118,000

UC-win/Road Ver.11  Presentation Version  ¥66,000

UC-win/Road Ver.11  Cluster Client Version  ¥66,000

UC-win/Road SDK Ver.11  ¥336,000

VR-Drive ¥78,000

UC-win/Road Education Version Ver.4  ¥54,000

UC-win/Road ドライブ・シミュレータ ¥6,600,000～

VR-Cloud® Ver.6 Collaboration ¥550,000

VR-Cloud® Ver.6 Standard ¥336,000

VR-Cloud® Ver.6 Flash Version ¥336,000

a3S SDK 開発キットライセンス ¥336,000

a3S SDK サーバライセンス ¥440,000

OHPASS2013 ¥550,000

UC-win/Roadデータ変換ツール ¥143,000

ドライブシミュレータ プラグイン ¥336,000

ECOドライブ プラグイン ¥336,000

リプレイ プラグイン ¥173,000

ログ出力プラグイン ¥336,000

シナリオ プラグイン ¥173,000

コミュニケーション プラグイン ¥336,000

マイクロ・シミュレーション・プレーヤー プラグイン ¥336,000

マイクロ・シミュレーション・プレーヤー S-PARAMICS連携 プラグイン ¥80,000

点群モデリング プラグイン ¥173,000

Civil 3D プラグイン ¥75,000

EXODUS プラグイン ¥336,000

GIS プラグイン ¥284,000

InRoads プラグイン ¥75,000

OSCADY PRO プラグイン ¥118,000

Sidra プラグイン ¥75,000

分類 プロダクト名 新規価格

TRACKS プラグイン ¥173,000

xpswmm プラグイン Ver.2 （for Tsunami） ¥336,000

3Dモデル出力 プラグイン ¥80,000

騒音シミュレーション プラグイン ¥336,000

12d Model プラグイン ¥75,000

IFC プラグイン ¥80,000

マンセルカラースペース出力プラグイン ¥232,000

駐車場モデル読み込みプラグイン ¥80,000

無料ビューア出力プラグイン ¥75,000

津波プラグイン・オプション ¥336,000

OHPASSプラグイン・オプション ¥550,000

Oculus Riftプラグイン・オプション ¥50,000

VR-Cloud®プラグイン  ¥336,000～

騒音シミュレーション プラグイン・オプション スパコンオプション ¥18,000/月

モーションプラットフォーム プラグイン・オプション（システムオプション） ¥860,000

リモートアクセス プラグイン・オプション ¥336,000

RoboCar® プラグイン・オプション ¥336,000

Legion連携プラグイン・オプション ¥80,000

スパコンクラウド® 流体解析連携プラグイン・オプション ¥336,000

クラスター プラグイン・オプション（基本クライアント3台構成） ¥860,000

3D点群・出来形管理プラグイン・オプション ¥316,000

土石流シミュレーションプラグイン・オプション Ver.2 ¥336,000

F8キネクトプラグイン・オプション ¥232,000

写真処理拡張プラグイン・オプション ¥200,000

AIMSUN連携プラグイン・オプション ¥300,000

cycleStreet連携プラグイン・オプション ¥100,000

UC-win/Road DWGツールオプション ¥80,000

Rhinoプラグイン・オプション ¥100,000

運転診断プラグイン・オプション ¥400,000

UAVプラグイン・オプション ¥300,000

Structure from Motion（SfM）プラグイン・オプション ¥500,000

OpenStreetMap（OSM）プラグイン・オプション ¥75,000

UC-w
in/Road

プ
ラ
グ
イ
ン

UC-w
in/Road 
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は、2016年3月以降のリリース製品新規購入時に初年度サブスクリプションが含まれます。

表示価格はすべて税別です。

製品名称変更のお知らせ
フォーラムエイトでは、サブスクリプション対応製品について、CIMを意識した製品名称に変更いたします。
サポートする機能に応じて、製品名の末尾に次のような名称を付加しています。また、今回の変更に合わせ
て平成24年道示対応版の表記を省略します。

・3D配筋図対応、3D配筋CAD連動 ： 「～・3D配筋」 
・3D図面対応    ： 「～・3DCAD」 
・2D図面のみ対応   ： 「～・CAD」 

※サブスクリプション契約費における定価テーブルの定価※は、製品定価とオプション
（各種製品オプション、フローティングオプション、USBオプション等含む）を加えた価格となります。
※オプション製品を本体とは別に新規、追加で購入する場合は、従来と同じオプション価格を定価といたします。
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プログラム・製品価格表

分類 プロダクト名 新規価格

Engineer's Studio® Ver.6 Ultimate ¥1,920,000

Engineer's Studio® Ver.6 Ultimate（前川モデル除く） ¥1,230,000

Engineer's Studio® Ver.6 Ultimate（ケーブル要素除く） ¥1,590,000

Engineer's Studio® Ver.6 Advanced ¥840,000

Engineer's Studio® Ver.6 Lite ¥570,000

Engineer's Studio® Ver.6 Base ¥369,000

Multiframe to Engineer's Studio® コンバーター ¥30,000

Engineer's Studio® SDK ¥440,000

WCOMD Studio ¥1,200,000

FEMLEEG Ver.6 Advanced  ¥1,590,000

FEMLEEG Ver.6 Standard ¥1,180,000

FEMLEEG Ver.6 Lite ¥550,000

FEMLEEG オプション LAPack for Ver.6 ¥336,000

GeoFEAS Flow3D ¥1,670,000

GeoFEAS Flow3D 弾塑性地盤解析限定版 ¥1,050,000

GeoFEAS Flow3D 浸透流解析限定版 ¥790,000

弾塑性地盤解析（GeoFEAS2D） Ver.3 ¥650,000

地盤の動的有効応力解析（UWLC） Ver.2 ¥630,000

3次元地すべり斜面安定解析・3DCAD（LEM3D）Ver.2 ¥336,000

2次元浸透流解析（VGFlow2D）Ver.3 ¥284,000

ES-固有値解析オプション ¥20,000

ES-動的解析オプション ¥20,000

ES-M-φ要素オプション ¥70,000

ES-非線形ばね要素オプション ¥70,000

ES-ファイバー要素オプション ¥20,000

ES-幾何学的非線形オプション ¥20,000

ES-平板要素オプション ¥118,000

ES-前川コンクリート構成則オプション ¥710,000

ES-活荷重一本棒解析オプション ¥20,000

ES-土木構造二軸断面計算オプション ¥143,000

ES-鋼製部材ひずみ照査オプション ¥30,000

ES-道路橋残留変位照査オプション ¥30,000

ES-ケーブル要素オプション ¥440,000

FEM解析スイート Advanced Suite WEB認証 ¥940,000

FEM解析スイート Advanced Suite フローティング ¥1,128,000

FEM解析スイート Senior Suite WEB認証 ¥2,170,000

FEM解析スイート Senior Suite フローティング ¥2,452,100

スイートバンドル UC-win/Road Ultimete ¥900,000

スイートバンドル UC-win/Road Driving Sim ¥640,000

スイートバンドル UC-win/Road Advanced ¥485,000

スイートバンドル UC-win/Road Standard ¥315,000

スイートバンドル Engineer's Studio® Ultimete(前川モデル除く) ¥615,000

スイートバンドル Engineer's Studio® Advanced ¥420,000

スイート積算 WEB認証 ¥600,000

スイート積算 フローティング ¥840,000

スイート積算 Lite WEB認証 ¥300,000

スイート積算 Lite フローティング ¥420,000

分類 プロダクト名 新規価格

構造解析上部工スイート Advanced Suite WEB認証 ¥960,000

構造解析上部工スイート Advanced Suite フローティング ¥1,152,000

構造解析上部工スイート Ultimate Suite WEB認証 ¥1,950,000

構造解析上部工スイート Ultimate Suite フローティング ¥2,242,500

下部工基礎スイート Advanced Suite WEB認証 ¥1,390,000

下部工基礎スイート Advanced Suite フローティング ¥1,640,200

下部工基礎スイート Senior Suite WEB認証 ¥2,190,000

下部工基礎スイート Senior Suite フローティング ¥2,474,700

下部工基礎スイート Ultimate Suite WEB認証 ¥2,410,000

下部工基礎スイート Ultimate Suite フローティング ¥2,723,300

仮設土工スイート Advanced Suite WEB認証 ¥1,290,000

仮設土工スイート Advanced Suite フローティング ¥1,522,200

仮設土工スイート Senior Suite WEB認証 ¥1,530,000

仮設土工スイート Senior Suite フローティング ¥1,759,500

仮設土工スイート Ultimate Suite WEB認証 ¥1,850,000

仮設土工スイート Ultimate Suite フローティング ¥2,127,500

CALS/CADスイート Advanced Suite WEB認証 ¥730,000

CALS/CADスイート Advanced Suite フローティング ¥876,000

CALS/CADスイート Ultimate Suite WEB認証 ¥1,000,000

CALS/CADスイート Ultimate Suite フローティング ¥1,200,000

水工スイート Advanced Suite WEB認証 ¥960,000

水工スイート Advanced Suite フローティング ¥1,152,000

水工スイート Senior Suite WEB認証 ¥1,620,000

水工スイート Senior Suite フローティング ¥1,863,000

水工スイート Ultimate Suite WEB認証 ¥2,260,000

水工スイート Ultimate Suite フローティング ¥2,553,800

建築プラントスイート Advanced Suite WEB認証 ¥570,000

建築プラントスイート Advanced Suite フローティング ¥798,000

港湾スイート Advanced Suite WEB認証 ¥730,000

港湾スイート Advanced Suite フローティング ¥876,000

SaaSスイート ¥130,000～

Engineer's Studio® 面内 Ver.2 ¥232,000

FRAMEマネージャ Ver.5 ¥316,000

FRAME（面内）Ver.5 ¥192,000

FRAME（面内）SDK ¥173,000

RC断面計算 Ver.8 ¥143,000

RC断面計算（カスタマイズ版） ¥143,000

RC断面計算（中国基準版） ¥98,000

鋼断面の計算 Ver.3 ¥173,000

鋼断面の計算（限界状態設計法） ¥320,000

UC-1 for SaaS 基本ライセンス ¥4,000

UC-1 for SaaS FRAME（面内） ¥9,500

UC-1 for SaaS FRAME マネージャ ¥19,000

UC-1 for SaaS RC断面計算 ¥5,500

設計成果チェック支援システム Ver.2 ¥1,280,000

設計成果チェック支援システム Ver.2 土工ABセット ¥510,000

設計成果チェック支援システム Ver.2 橋梁ACDセット ¥840,000

Engineer's Studio® 
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分類 プロダクト名 新規価格

UC-BRIDGE Ver.10（分割施工対応） ¥650,000

UC-BRIDGE Ver.10 ¥550,000

落橋防止システムの設計計算 Ver.5 ¥78,000

ポータルラーメン橋の設計計算 Ver.2 ¥860,000

任意形格子桁の計算 Ver.7 ¥420,000

PC単純桁の設計・CAD Ver.4 CAD統合 ¥284,000

床版打設時の計算 ¥284,000

鋼板桁橋自動設計ツール ¥200,000

非合成鈑桁箱桁の概略設計計算 ¥359,000

連続合成桁の概略設計計算 ¥420,000

鋼床版桁の概略設計計算 ¥420,000

PC上部工の設計計算 ¥740,000

橋台の設計・3D配筋 Ver.14 CAD統合 ¥389,000

橋台の設計・3D配筋（カスタマイズ版） CAD統合 ¥359,000

橋台の設計・3D配筋 Ver.9（英語出力版） CAD統合 ¥530,000

橋台の設計・3D配筋（中国基準／日本語版）Ver.2 CAD統合 ¥490,000

橋台の設計・3D配筋（中国基準／中国語版）Ver.2 CAD統合 ¥254,000

箱式橋台の設計計算 Ver.8 ¥284,000

箱式橋台の設計計算（カスタマイズ版） ¥254,000

ラーメン式橋台の設計計算 Ver.8 ¥284,000

ラーメン式橋台の設計計算（カスタマイズ版） ¥254,000

橋脚の設計・3D配筋 Ver.14 CAD統合 ¥440,000

橋脚の設計・3D配筋 （カスタマイズ版） CAD統合 ¥389,000

橋脚の設計・3D配筋 REED工法オプション ¥300,000

ラーメン橋脚の設計・3D配筋 Ver.3 CAD統合 ¥550,000

RC下部工の設計・3D配筋 Ver.3 CAD統合 ¥810,000

PCウェル式橋脚の設計計算 ¥760,000

PC橋脚の設計計算 ¥232,000

二柱式橋脚の設計計算 ¥380,000

橋脚の復元設計計算 Ver.3 ¥173,000

フーチングの設計計算Ver.2 ¥78,000

震度算出（支承設計）Ver.10 ¥274,000

震度算出（支承設計）（カスタマイズ版） ¥254,000

基礎の設計・3D配筋 Advanced CAD統合 ¥530,000

基礎の設計・3D配筋 Standard CAD統合 ¥421,000

基礎の設計・3D配筋 Lite CAD統合 ¥284,000

基礎の設計計算 Ver.9（英語出力版） ¥580,000

3次元鋼管矢板基礎の設計計算（連結鋼管矢板対応） Ver.4 ¥760,000

深礎フレームの設計・3D配筋 Advanced CAD統合 ¥570,000

深礎フレームの設計・3D配筋 Standard CAD統合 ¥470,000

深礎フレームの設計・3D配筋 Lite CAD統合 ¥400,000

プラント基礎の設計・3D配筋 Ver.2 CAD統合 ¥500,000

仮設構台の設計・3DCAD Ver.8 Standard CAD統合 ¥440,000

仮設構台の設計・3DCAD Ver.8 Lite CAD統合 ¥284,000

仮設構台の設計・3DCAD（日本基準／英語版）Ver.4.3 CAD統合 ¥550,000

土留め工の設計・3DCAD Ver.14 Advanced CAD統合 ¥500,000

土留め工の設計・3DCAD Ver.14 Standard CAD統合 ¥420,000

土留め工の設計・3DCAD  Ver.14 Lite CAD統合 ¥264,000

土留め工の設計・3DCAD（中国基準／日本語版）Ver.2 CAD統合 ¥490,000

土留め工の設計・3DCAD（中国基準／中国語版） Ver.2 CAD統合 ¥254,000

土留め工の設計・3DCAD（日本基準／英語版） Ver.8（フル機能版） CAD統合 ¥910,000

土留め工の設計・3DCAD（日本基準／英語版） Ver.8 CAD統合 ¥550,000

土留め工の性能設計計算（弾塑性解析II+） Ver.2 ¥212,000

たて込み簡易土留めの設計計算 Ver.2 ¥118,000

分類 プロダクト名 新規価格

耐候性大型土のうの設計計算 Ver.2 ¥173,000

型枠支保工の設計計算 ¥163,000

二重締切工の設計・3DCAD Ver.3 CAD統合 ¥232,000

二重締切工の設計・3DCAD（日本基準／英語版） Ver.2 CAD統合 ¥440,000

切梁式二重締切工の設計・3DCAD CAD統合 ¥232,000

ライナープレートの設計計算 Ver.4 ¥157,000

クライミングクレーンの設計計算 ¥254,000

BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.15 Advanced  CAD統合 ¥389,000

BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.15 Standard  CAD統合 ¥316,000

BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.15 Lite  CAD統合 ¥232,000

PCボックスカルバートの設計計算 Ver.2 ¥163,000

アーチカルバートの設計計算 ¥143,000

擁壁の設計 Ver.16・3D配筋 Advanced  CAD統合 ¥389,000

擁壁の設計 Ver.16・3D配筋 Standard  CAD統合 ¥316,000

擁壁の設計 Ver.16・3D配筋 Lite  CAD統合 ¥232,000

擁壁の設計・3D配筋（韓国基準版／中国基準版） CAD統合 ¥336,000

控え壁式擁壁の設計計算 Ver.5 ¥143,000

防護柵の設計計算 Ver.2 ¥80,000

遮音壁の設計計算 Ver.4 ¥143,000

道路標識柱の設計計算 ¥173,000

斜面の安定計算 Ver.12 Advanced ¥440,000

斜面の安定計算 Ver.12 Standard ¥359,000

斜面の安定計算 Ver.12 Lite ¥284,000

ロックシェッドの設計計算 ¥212,000

管の断面計算 Ver.2 ¥98,000

共同溝の耐震計算 ¥192,000

トンネル断面算定 ¥212,000

BOXカルバートの設計・3D配筋（下水道耐震）Ver.10 CAD統合 ¥306,000

マンホールの設計・3D配筋 Ver.6 CAD統合 ¥264,000

調節池・調整池の計算 Ver.7 ¥254,000

ハニカムボックスの設計計算 ¥550,000

大型ハニカムボックスの設計計算 ¥500,000

更生管の計算 Ver.2 ¥173,000

下水道管の耐震計算 Ver.2 ¥222,000

配水池の耐震設計計算 Ver.6 ¥550,000

パイプラインの計算 Ver.2 ¥98,000

水路橋の設計計算 ¥98,000

管網の設計・CAD CAD統合 ¥359,000

ポンプ容量の計算 ¥78,000

水道管の計算 ¥100,000

耐震性貯水槽の計算 ¥88,000

柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.9 CAD統合 ¥470,000

柔構造樋門の設計・3D配筋 杭支持オプション ¥173,000

柔構造樋門の設計・3D配筋 函体縦方向レベル2断面照査オプション ¥80,000

揚排水機場の設計計算 Ver.3 ¥550,000

水門の設計計算 Ver.4 ¥359,000

砂防堰堤の設計計算 Ver.2 ¥202,000

等流の計算 Ver.5 ¥70,000

等流・不等流の計算・3DCAD Ver.6 ¥180,000

落差工の設計計算 Ver.3 ¥118,000

洪水吐の設計計算 Ver.2 ¥98,000

かごマットの設計計算 ¥143,000

ため池の設計計算 Ver.3 ¥173,000

開水路の設計・3D配筋 Ver.2 CAD統合 ¥153,000
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分類 プロダクト名 新規価格

矢板式河川護岸の設計計算 Ver.2 ¥200,000

RC特殊堤の設計計算 ¥380,000

水門ゲートの設計計算 ¥100,000

xpswmm 雨水流出解析ソフトウェア 50ノード ¥660,000

xpswmm 雨水流出解析ソフトウェア 100ノード ¥1,100,000

xpswmm 雨水流出解析ソフトウェア 200ノード ¥1,450,000

xpswmm 雨水流出解析ソフトウェア 500ノード ¥1,900,000

xpswmm 雨水流出解析ソフトウェア 1,000ノード ¥2,250,000

xpswmm 雨水流出解析ソフトウェア 3,000ノード ¥2,800,000

xpswmm 雨水流出解析ソフトウェア 5,000ノード ¥3,000,000

xpswmm 雨水流出解析ソフトウェア 10,000ノード ¥3,300,000

xp2D 30,000 セル ¥1,150,000

xp2D 100,000 セル ¥2,050,000

xp2D 1,000,000 セル ¥2,800,000

XP-RTC（リアルタイムコントロール）モジュール ¥400,000

XP-Viewer用ファイル作成モジュール ¥250,000

マルチドメインモジュール ¥650,000

矢板式係船岸の設計計算 Ver.3 ¥336,000

直杭式横桟橋の設計計算 ¥389,000

重力式係船岸の設計計算 ¥284,000

防潮堤・護岸の設計計算 Ver.2 ¥336,000

落石シミュレーション ¥296,000

土石流シミュレーション Ver.2 ¥336,000

置換基礎の設計計算 Ver.2 ¥118,000

補強土壁の設計計算 Ver.4 ¥284,000

圧密沈下の計算 Ver.10 ¥284,000

地盤改良の設計計算  Ver.5 ¥163,000

ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算 Ver.2 ¥212,000

電子納品支援ツール Ver.14 ¥98,000

電子納品支援ツール （Web対応） ¥336,000

電子納品支援ツール （建築対応） Ver.7 ¥98,000

電子納品支援ツール （電気通信設備対応） Ver.10 ¥98,000

電子納品支援ツール （機械設備工事対応） Ver.8 ¥98,000

F8DocServ ¥46,000

UC-Draw Ver.8 CAD ¥143,000

UC-Drawツールズ Slab bridge（床板橋） Ver.1.2 CAD ¥98,000

UC-Drawツールズ Abutment（橋台） Ver.1.2 CAD ¥98,000

UC-Drawツールズ Pier（橋脚） Ver.1.2 CAD ¥118,000

UC-Drawツールズ Rahmen Pier（ラーメン橋脚） CAD ¥143,000

UC-Drawツールズ Pile（杭） Ver.1.2 CAD ¥46,000

UC-Drawツールズ Plant Foundation（プラント基礎） CAD ¥254,000

UC-Drawツールズ Earth retaining（土留工） CAD ¥66,000

UC-Drawツールズ Temporary bridge（仮設構台） CAD ¥66,000

UC-Drawツールズ Double-wall cofferdam（二重締切工） CAD ¥66,000

UC-Drawツールズ Strut Double-wall cofferdam（切梁式二重締切工） CAD ¥66,000

UC-Drawツールズ Retaining wall（擁壁） CAD ¥66,000

UC-Drawツールズ U-type Wall（Ｕ型擁壁） CAD ¥66,000

UC-Drawツールズ Retaining wall elevation（擁壁展開図） CAD ¥46,000

UC-Drawツールズ Box culvert（BOX） CAD ¥118,000

UC-Drawツールズ Flexible Sluiceway（柔構造樋門） CAD ¥98,000

UC-Drawツールズ Manhole（マンホール） CAD ¥66,000

分類 プロダクト名 新規価格

3DCAD Studio® CAD ¥180,000

3D配筋CAD Ver.2 CAD ¥118,000

3D配筋CAD for SaaS CAD ¥3,000

電子納品支援ツール for SaaS ¥14,000

UC-Draw for SaaS CAD ¥5,500

車両軌跡作図システム Ver.3 CAD ¥173,000

駐車場作図システム CAD ¥143,000

12d Model オープン価格

コンクリートの維持管理支援ツール（ひび割れ調査編） Ver.3 ¥143,000

コンクリートの維持管理支援ツール（維持管理編） Ver.3 ¥143,000

地震リスク解析 FrameRisk ¥118,000

橋梁点検支援システム Ver.2 CAD統合 ¥389,000

橋梁点検支援システム（国総研版） CAD統合 ¥284,000

橋梁長寿命化修繕計画策定支援システム Ver.3 ¥232,000

道路損傷情報システム ¥500,000

BCP作成支援ツール ¥98,000

建築杭基礎の設計計算 Ver.4 ¥173,000

地下車庫の計算 Ver.2 ¥118,000

Design Builder Ver.4.1 ¥187,000～

Allplan 2016 CAD ¥640,000～

Advance Steel／Advance Concrete CAD ¥260,000～

MultiSTEEL CAD ¥680,000

Multiframe ¥698,000～

bulidingEXODUS ¥390,000～

SMARTFIRE ¥750,000

maritimeEXODUS ¥520,000～

Maxsurf ¥838,000～

分類 プロダクト名 新規価格

イージースラブ・ラーメン橋の設計 Ver.3　１．単純橋のみ ¥336,000

イージースラブ・ラーメン橋の設計 Ver.3　２．ラーメン橋（杭＋直接基礎版） ¥650,000

イージースラブ・ラーメン橋の設計 Ver.3　３．ラーメン橋（矢板式） ¥650,000

イージースラブ・ラーメン橋の設計 Ver.3　４．ラーメン橋（フルバージョン） ¥760,000

イージースラブ・ラーメン橋の設計 ESエクスポートオプション ¥118,000

NetUPDATE ／ NetUPDATE WAN Ver.5 ¥34,000

分類 プロダクト名 新規価格

UC-win/Road Ver.11 Ultimate 5ライセンスパック サブスクリプション ¥2,040,000

UC-win/Road Ver.11 Driving Sim 5ライセンスパック サブスクリプション ¥1,560,000

UC-win/Road Ver.11 Advanced 5ライセンスパック サブスクリプション ¥1,210,000

UC-win/Road Ver.11 Standard 5ライセンスパック サブスクリプション ¥820,000

GeoFEAS Flow3D ¥1,336,000

GeoFEAS Flow3D (浸透流解析限定版) ¥632,000

GeoFEAS Flow3D (弾塑性地盤解析限定版) ¥840,000

3次元地すべり斜面安定解析・3DCAD（LEM3D） Ver.2 ¥112,000

弾塑性地盤解析（GeoFEAS2D） Ver.3 ¥217,000

地盤の動的有効応力解析（UWLC） Ver.2 ¥217,000

2次元浸透流解析（VGFlow2D） Ver.3 ¥114,000
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※その他の製品については、20％の特別ディスカウントを行った価格で提供しています。

紹介プログラム・他

アカデミーライセンス(特別価格)

プログラム・製品価格表
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はじめに

xpswmmでは、海溝型地震などに伴う海面水位の上昇をモデルに与

えることで津波発生・伝播・遡上の状況を再現できます。前号に続き、

解析モデル作成方法の要点を紹介します。今回は、津波の伝播・遡上

や、構造物（防潮堤、建物など）の設定方法を説明いたします。

津波発生時の水位上昇の入力

浅水長波理論

xpswmmは、浅水長波理論を採用しています。浅水長波理論の核と

なる浅水長波方程式では、水平方向の流速は鉛直方向にほぼ一様な分

布であるとした長波近似に基づいて流速を算定するため、水面の鉛直変

位が必須となります。そこでモデル内にて水面の鉛直変位を発生させる

ために、水頭境界線を使用します。

水頭境界線の入力方法

水頭境界線は、2Dモデルとして設定します（図1）。まず、2Dモデル

を右クリックし、「新規レイヤーを追加」にカーソルを合わせ、「水頭境

界線」を選択してください。そして、レイヤー名を入力し、OKボタンを押

すと2Dモデルの下位に水頭境界線レイヤーが追加されます。さらに、

水頭境界線レイヤーが選択されている状態で、ポリラインの入力に切り

替え、任意の場所に線を引くことで水頭境界線を設定することができま

す。ただし、水頭境界線は、アクティブエリアの外形線上にしか設置する

ことができません。

水頭境界線を設置した後、その水頭境界線をダブルクリックすると編

集画面が出てきます。そこでシミュレーション経過時間と水頭の関係を

表形式で入力してください。これで水頭境界線の入力は完了です。

①選択

②ポリライン

③線を引く

■図1　水頭境界線レイヤーと水頭境界線

構造物の入力

構造物は、それぞれ幅や高さを持っているため、幅や高さを表現でき

る地形データ「天端形状」を使用して入力します。地形データを右クリッ

クし、「新規レイヤーを追加」にカーソルを合わせ、「天端形状」を選択

してください。そして、レイヤー名を入力して天端形状レイヤーを作成し

てください。その後、ポリゴンで天端形状を設置し、各種パラメータの設

定を行います。標高20mの防波堤を設置する例を図2に示しました。

■図2　天端形状の設定

①選択

②ポリゴン③設置

防波堤

④設定

解析

各種解析設定を行った後、解析を行って下さい。2D解析は、非常に

複雑な解析を行うため、様々なエラーが発生する場合があります。エ

ラーや解析結果に含まれる診断データを参考にしてモデルの精査を

行って下さい。解析例の結果を図3に示しました。

■図3　解析例の結果

おわりに

2号にわたって津波解析モデルの作成方法について紹介いたしまし

た。ご意見等につきましては、弊社営業窓口または問い合わせ窓口へご

連絡ください。

■ xpswmm2016 日本語版　2016年 2月 2日リリース

■ 開発元：xpsolutions

xpswmm
雨水流出解析ソフトウェア

xpswmm
総合情報 
Vol.45

INFORMATION

for USERS
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トラスの解析方法

今回は、Multiframeのユーザマニュアルに記載のある「トラスの解析

方法」についてご紹介いたします。

まず、Multiframeには「トラス要素」はありません。「トラス要素」は

軸方向の変形のみを考慮するものです（＝曲げモーメント、せん断力は

考慮されません）。実装されている要素は「ビーム要素」となりますの

で、ユーザマニュアルに記載されている内容は、「ビーム要素」を使用し

て、部材端部でモーメント及び、せん断力を伝達せず、軸力のみを考慮さ

せようとする設定方法になります。

1. フレームウィンドウにて、トラス構造を作成します。

■図1　トラス構造作成

2. 「選択」メニューから全体コマン

ドを選択し、構造内のすべての部

材を選択します。

3. 部材解放コマンドで、すべての部

材を両端ピンに設定します。

■図2　部材解放（両端ピン）

4. 節点拘束コマンドで、構造中のす

べての節点に対して「回転拘束」

を設定します。

■図3　節点拘束（回転）

全節点：回転拘束

5. トラスの左右両端の節点を、ピン拘束に設定します。

■図4　支点拘束(両端ピン)

ピン拘束

6. 上弦材の節点に集中荷重(鉛直下向き)を載荷します。

■図5　節点荷重

7. 解析結果を確認します。

■図6　曲げモーメント図1（Mz’=0）

■図7　せん断力図1（Vy’=0）

■図8　軸力図1（Px’）

このように、曲げモーメント、せん断力は発生せず、軸力のみが発生し

ています。ただし、ここで注意が必要なのは、荷重が部材端部の節点の

みに載荷されていることです。部材の端部以外に載荷された場合には、

曲げモーメント、せん断力が発生します。参考として、自重（分布荷重）を

載荷した場合の断面力図を確認してみます。

■図9　曲げモーメント図2(Mz’)

■図10　せん断力図2(Vy’)

■図11　軸力図2(Px’)

このように、厳密にトラス要素を使用した解析結果と同様にしたい場

合は、分布荷重は使用せず、節点荷重のみを使用する必要があります。

また、３次元の立体モデルとなった場合には、構造がより複雑となる

ため、全ての部材端部を解放（回転自由）とすると不安定になってしま

い、格点に接続される複数部材のうち、１部材は端部を開放しないなど

の設定が必要となります。ただし、そうすることにより微小ながら曲げ

モーメント、せん断力は発生してしまいます。

■ Multiframe Ver.17.05 日本語版　2015年 6月リリース

■ 開発元：Bentley Systems
　（Formation Design SystemsはBentleySystemsに吸収合併）

Multiframe
総合情報 
Vol.44

 INFORMATION

for USERS Multiframe
3次元建築構造解析ソフトウェア
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KN値解析―復原力交叉曲線表の出力

復原力交叉曲線、もしくはCROSS CURVES OF STABILITYは、

VCGが未知の船舶の復原性を評価するのに使われます。計算は多くの排

水量とヒール角についての船体のハイドロスタティック特性を求め、一連

のKN値を求めます。このKN値から次の式を使って、GZが求まります。

　　GZ　＝　KN　－　KG　*　sin(Heel)

解析メニューより、KN Valuesを選択して、KN値解析を始めます。

■図1　解析メニューからKN Valuesの選択

KN 値解析の設定

KN値解析を行なうための設定は、

　・解析メニューからHeelを選び、解析範囲を設定

　・解析メニューからトリム（固定、自由）を選択

　・解析メニューから排水量を選び、解析範囲と推定VCGを設定

使われるヒール角は、大角度復原性で使われるものと同じである必要

はありません。

排水量の範囲は、解析メニューの排水量コマンドを使って設定できま

す。初期値と 終値を入力し、排水量の数を設定します。

■図3　トリムダイアログ■図2　排水量範囲ダイアログ

VCGも入力できます（ベースラインからの距離）。従来KN解析では、

VCGがベースライン上にあると推定して計算を行ないます。しかし、解

析がトリムフリーで行なわれ、VCGが既知である場合、GZカーブが推定

VCG位置で計算されることにより、KN値の精度が上がります。結果と

して、CGとCBの垂直方向の分離によるトリムバランスに対するエラー

が改善されます。これは、垂直方向の分離が、ベースライン上と推測した

VCGでの計算では十分な精度が出ないからです。

KN値解析の計算結果は、表とグラフにより出力されます。

■図4　KN値解析の結果表

■図5　KN値解析の結果グラフ

KN 値のコンセプト

復原レバー、GZ、は次の公式を使って任意のKGに対し、復原力KNク

ロスカーブより計算できます（任意の排水量における）。

　　GZ　＝　KN　－　KG　*　sin(φ)

船舶が任意の排水量にある状態のおいて、浮心B、重心G、メタセント

リック高さM、ヒール時の浮心B’とすると、KN値は下の図に示す関係に

なります。

■図6　KN値のコンセプト

■ 開発元：Bentley Systems
　（Formation Design SystemsはBentleySystemsに吸収合併）

Maxsurf
船舶設計者のための
３次元総合CADシステム

Maxsurf
総合情報 
Vol.44

INFORMATION

for USERS

●Maxsurfセミナー
●日時：2016年11月24日（木）9：30～16：30

●本会場：東京本社 品川インターシティA棟セミナールーム
　※TV会議システムにて 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・金沢・岩手 同時開催

●参加費：1名様　\18,000 （税別） Web セミナー対応  
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■代表幹事挨拶 「3DCGの黎明期：フォーラム当時を振り返る」

佐藤 誠 氏（東京工業大学名誉教授）

■特別講演 「3Dフォーラム30年の歩み：トピックスより」
桑山 哲郎 氏（千葉大学）

■講演1 「究極の3D画像を求めて」　 石川 洵 氏（石川光学造形研究所）

■講演2 「特殊映像のアーカイブ問題」
大口 孝之 氏 （映像技術研究家） 

■講演3 「CADからVRへの展開」
松田 克巳（フォーラムエイト執行役員） 

■パネルディスカッション 「３Ｄの将来を考える」
座長：桑山 哲朗 氏
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■いろいろあるVRの種類

最先端の3Dコンテンツ技術を紹介

見渡せばVR元年（２）～いろいろあるVRの種類～



3Dコンテンツニュース
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® ®

®

■VRコンテンツの種類



どんな図面も３次元化！－Allplanビューワ、３D配筋CAD対応

配水池モデル

3D配筋CAD for SaaS

3D/2D配筋図

7000万点対応点群VRモデリング

3D・VRエンジニアリングサービス ＜ラインナップ＞

3D・ＦＥＭ解析支援サービス

3D・VRシミュレーションサービス

3D配筋CADによる鉄筋の干渉チェックかぶり厚チェック

https://www2.forum8.co.jp/3dmodel/

VRモデルを3Dプリント！

－3DS出力対応UC-win/Road

Web見積サービス

■３D・VRエンジニアリングサービス ＜ラインナップ＞
　３D図面サービス － どんな図面も３次元化！－Allplanビューワ、３D配筋CAD対応
　３Dプリンティングサービス － VRモデルを３Dプリント！－３DS出力対応UC-win/Road
　３DスキャンVRモデリングサービス － 7000万点対応点群VRモデリング

■３D・FEM解析支援サービス 　■３D・VRシミュレーションサービス

VRソフト、３DCADとエンジニアリングサービスで
土木建築分野のBIM－CIM環境を提供いたします。IM＆VR

3DスキャンVRモデリングサービス

3D図面サービス 3Dプリンティングサービス

I   M ＆ V   Rnformation odeling irtual  eality
BIM/CIM による建築土木設計ソリューション



®

BIM/CIM統合ソリューション

土木専用3次元CAD

3Dリアルタイム･バーチャルリアリティ 土木設計CAD

Android対応3DVRクラウド

弊社HPにて
国交省BIMガイドライン
への対応状況公開中

土木CAD・クラウド

3次元バーチャルリアリティUC-win/Roadを中心として、各種土木設計
ソフトや構造設計・構造解析ソフト、クラウドシステムとの連携を図り、
CIMのフロントローディングを大きく支援します。

for SaaS／

DXF

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

OpenMicroSimOSCADY plugin

Player plugin

EXODUS plugin

xpswmm plugin

txt datShape

IFC

IFC

IFC

POV-Ray

3DS

IFC 3DS

FBX

osc

vrs/vrg

2D DXF

3D DXF

構造解析

Multiframe

WCOMD Studio

Engineer’s Studio®
構造解析

UC-1 設計シリーズ
Engineer’s Suite

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
CADシステム

SDNF

SXF

SXF

LuxRender 3DS

3DS3DS

sup / xpx / csv

Micro Simulation
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

DWG

3D配筋CAD
3D配筋CAD for SaaS

CADシステム

2D DXF

3D DXF

DWG DXF

(汎用CAD)
AutoCAD

(3Dモデリング)
3ds Max

DWG
DXF

3次元ソリッド
熱伝導解析

FEMLEEG

スイート
積算 DLK

FEM
解析支援

3Dスキャン / 3Dプリント / 3D図面
3D・VRエンジニアリング

ProjectVR  / 自主簡易アセス
Arcbazar支援

BIM/CIM による統合ソリューションの連携イメージと展望

Up&Coming115号Information 65



土木設計における全体一般図と構造一般図作成

座標点 TIN 等高線
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■コラボレーション第3弾概要

■UC-win/Road用火山データ作成と組み込み

3D・CGによるゲームコンテンツとVR技術の展開
Vol.3

UC-win/Road内で火山コースのデータ作成
UC-win/Road×ローズオンライン Part2

　http://www.crava.co.jp/



CRAVAゲームニュース
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■UC-win/Road用の『妖精の森』作成
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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

Vol.12
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■パナソニックが風船型ドローンシステム／安全飛行と高度な演出
技術を実現

パナソニックは、ドローンと大型風船（バルーン）を融合し、ス

ポーツやイベントで高度な演出が可能なドローンシステム「バルー

ンカム」の試作機を開発した。ドローンとバルーンを融合すること

で自由な飛行と安全性を確保。さらに、プロジェクターなどの機材

を組み合わせることで高度な演出ツールとして利用できる。同社は

試作機による実証実験を行いながら実用化を目指すとしており、ド

ローンの更なる活用に向け期待がかかる。今回開発した試作機は、

直径約3メートルの巨大なバルーン内にプロペラを4基内蔵し、ＬＥ

ＤユニットやＨＤ映像伝送装置、制御回路、バッテリー、カメラを搭

載した構造。4基のプロペラの推進力を最適に制御し、飛行の安定

性と機動性を両立。プロジェクターなどを活用してバルーンの表面

に映像や光、サイネージなどの高度な演出や情報表示を実現した。

（2016.07.11／4面）

■三菱電機が「画像式水位計測システム」の製品化に向けた実証試験

三菱電機は、ハイビジョンカメラを用いた「画像式水位計測システ

ム」について製品化に向けた実証試験を行い、昼夜・気象条件に関わら

ず、目視と同等の水位計測結果が得られることを実証したと発表した。

同システムは「下水道管きょ等における水位等観測を推進する手引き

（案）」（2016年4月 国土交通省公表）で、有効な水位観測技術の1つと

して紹介されている。同社は、独自アルゴリズムにより、ハイビジョンカ

メラの画像から水位を算出する「画像式水位計測システム」を開発し、

今回、神奈川県厚木市の開渠部で目視水位との比較検証を行った。そ

の結果、環境変動（昼夜、天候、その他外乱等）に関わらず、目視水位と

ほぼ同じ結果が得られ、1cm単位での水位計測ができることを確認し

た。（2016.07.25／2面）

■ソフトバンク／ホンダとAI技術「感情エンジン」を活用した共同研
究を開始

ソフトバンクは、本田技研工業が目指す人とモビリティーの親和性を

高めるために推進する取り組みに協力し、ソフトバンクグループでクラ

ウドAI（人工知能）サービスなどに取り組む「cocoro SB」（ココロエス

ビー）株式会社のAI技術「感情エンジン」（各種センサー情報を活用す

ることで擬似的な脳内分泌を定義し、クラウドコンピューティングでつ

ながったAI上で感情を表現する技術）を活用した共同研究を開始する

と発表した。この共同研究では、運転者との会話音声やモビリティーが

持つ各種センサーやカメラなどの情報を活用することで、モビリティー

が運転者の感情を推定するとともに、モビリティー自らも感情を持って

運転者とのコミュニケーションが図れるようにすることに取り組む。そ

の結果、運転者がモビリティーを自分の友人や相棒のように接すること

ができる対象として捉えるようになる中で、クルマへのさらなる愛着を

感じてもらえるようにすることを目指す。（2016.07.27／2面)

■国交省／G7長野県・軽井沢交通大臣会合／9月23日から3日間、
大臣宣言を発表

国土交通省G7長野県・軽井沢交通大臣会合準備室は8月8日、日本

が議長国となるG7伊勢志摩サミットの関連会合の一つとして、9月23日

（金）から25日（日）まで、長野県軽井沢町の軽井沢プリンスホテルに、

日本、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、英国、米国、及びEUが参加し

て「G7長野県・軽井沢交通大臣会合」が開催されると発表した。今回

の会合では、当面の大きな課題である「交通インフラ整備と老朽化へ

の対応のための基本的戦略」、「自動車及び道路に関する最新技術の

開発・普及」について議論され、G7で協調すべき交通政策の方向性を

打ち出すため、大臣宣言を発表する予定である。日程概要（予定）とし

て、9月23日（金）：歓迎夕食会（国地元共催）、24日（土）：オープニン

グセッション、フォトセッション／記念植樹、自動運転に関する官民セッ

ション、大臣主催昼食会、セッション1「交通インフラ整備と老朽化への

対応のための基本的戦略」、セッション2「自動車及び道路に関する最

新技術の開発・普及」、議長記者会見、大臣主催晩餐会が行われる。

（2016.08.12／4面）

■国交省／「インフラみらいMAPプロジェクト」立上げ

国土交通省総合政策局は、地図制作・空間情報コンサルティング等

の民間企業3グループ・4社と共同で、将来のインフラ整備の時間軸を地

図化する「インフラみらいMAPプロジェクト（仮称）」の基礎研究を開

始することになった。今年3月に策定した「地方ブロックにおける社会資

本整備重点計画」はこれまでの計画と異なり、主要なプロジェクトにつ

いて、可能な範囲で完成時期を記載し、計画の見直しを時間軸に沿って

理解できるようになっている。

この情報を地図データ化することによって、将来のインフラ整備の

姿やそのストック効果が地図上にビジュアル化され、居住地や工場の

立地・出店計画の検討など生活設計や投資判断等に活用できること

から、さらなる民間投資の喚起や地域活性化に役立つものと考えら

れる。本年7月、共同で基礎研究を進めるパートナーを公募。民間企

業からの提案書等に基づき、「データの収集・整理にあたり、利用者

の視点に立った具体的な提案」、「分かりやすさ、使いやすさなど地

図の表現の工夫」、「地図作成又は地図を用いた様々な製品・サービ

スに関する知識と経験」等を総合的に評価し、インクリメントP（株）、

（株）ゼンリンデータコム、（株）ゼンリン、国際航業（株）の3社・4グ

ループを選定したもので、研究実施期間は本年8月から来年3月まで。

（2016.08.19／1面）

電波タイムズダイジェストVol.8 2016.7～ 9
このコーナーでは電波タイムズ紙で掲載されたニュースより、U&C 読者
の皆様に関連の深い画像・映像、情報通信、建設土木、自動車など各
分野の注目トピックをピックアップしてご紹介いたします。



Up&Coming115号 Support Topics72

 

®

®

®

®

®

®

®

®サーバ設定の流れ

®

 クラウドサーバ構築

VR-Cloud® プラグイン 有効化

a3Sサーバ 設定

VR-Cloud® サーバ 一般設定

VR-Cloud® コンテンツ・コンファレンス設定

a3Sサーバ 有効化

®
®

® ®

®
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®
®

®一般設定

® ®

®
®

®

®

®

®ユーザコンテンツ設定

®

®

®

®注釈機能
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チェックされている
荷重ケース

青色で反転している
荷重ケース

®
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ブロック
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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

31
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Ieiri Labo
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●次号掲載予定 
3D配筋CAD体験セミナー

2016年7月26日（火）
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Vol.2
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FORUM8 Study Trip Report
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コラボレーション・ニュース

Kentucky Transportation CabinetCOLLABORATION 
NETWORK

ノースカロライナ州立大学COLLABORATION 
NETWORK
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海外イベントレポート

EVENT
REPORT

台北国際ソフトウェア展示会 2016
2016

1- 4Jul

EVENT
REPORT

The US Institute of Transport Engineers 2016 Annual Meeting & Exhibition
2016

14-17Aug

®

EVENT
REPORT

上海国際車聯網与智慧交通展覧会 2016
2016

25-27Aug
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EVENT
REPORT

国際VRシンポジウム
第7回サマーワークショップ イン 大阪

2016 
7-11 July

  ～ 15

サマーワークショップ集合写真（大阪大学サイバーメディアセンター）

日本一の観覧車

１ ２
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ワークショップ風景

隙あらば集合写真！サイバーメディアツアー

左）回転寿司は、やはり発祥の地・大阪で
右）ホテルに戻ってもワークショップ

５

６

３

４

７

９

８



Up&Coming115 号 News & Events88

11

12

14

15

16

17

13
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中央公会堂特別室

10

18

19

20

21

22

23



Up&Coming115 号 News & Events90

25

24

360度カメラで集合写真大阪市中央公会堂 外観（ライトアップ）

上）OSAKA旅めがね 藤田男爵ツアー
下）松花堂

26 28 32

27

京コンピュータ3Dプロジェクションマッピング

出典：大阪市中央公会堂ホームページ
http://osaka-chuokokaido.jp/rental/download.html
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EVENT
REPORT

上）太閤園「紹鴎の間」
下）大阪締め

29

30

33

31

姫路城

バンドー神戸青少年科学館
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国内イベントレポート

EVENT
REPORT

第2回 測量・地理空間情報イノベーション大会
2016
14-15Jun

EVENT
REPORT

第16回 土木建築コンピューティング国際会議（ICCCBE 2016）
2016

6- 8Jul

EVENT
REPORT

第55回 (公社)日本地すべり学会研究発表会
2016
23-24Aug
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国内イベントレポート

EVENT
REPORT

下水道展’16 名古屋
2016
26-29Jul

®

EVENT
REPORT

いしかわ環境フェア 2016
2016
27-28Aug
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国内イベントレポート

EVENT
REPORT

第2回 先端コンテンツ技術展
2016
29Jun-1Jul

EVENT
REPORT

第27回 設計・製造ソリューション展
2016
22-24Jun
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国内イベントレポート

‟ ”

®

EVENT
REPORT

人とくるまのテクノロジー展2016名古屋
2016
29Jun-1Jul

EVENT
REPORT

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2016
2016

17Jul

EVENT
REPORT

第44回 可視化情報シンポジウム
2016
19-20Jul
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国内イベントレポート

EVENT
REPORT

キッズエンジニア
2016

5- 6Aug

EVENT
REPORT

第14回 全日本学生フォーミュラ大会
2016

6-10Sep

UC-win/Roadクリエイターセミナー 入門編
2016

3Aug

SEMINAR
REPORT
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国内イベントレポート

今年も夏休み企画として、2016年8月4日～5日の2日間、小中学生向

けに、日本全国のフォーラムエイトの拠点で、ジュニア・ソフトウェア・セ

ミナー「バーチャルな3次元空間を作ろう！」を開催いたしました。

本セミナーは、一般財団法人 最先端表現技術利用推進協会の協力

により、ソフトウェアに興味のある小中学生の皆さんを対象に、自由研

究や学習課題でVR（バーチャルリアリティ）を活用いただく機会として、

ワークショップ形式で実施されています。第7回を迎えるセミナーでは、

6月に晴れてリリースされた3次元リアルタイムVRソフトUC-win/Road

の最新版Ver.11を用い、子供たち自身で3次元空間を作成していただき

ました。作成したデータは、インターネットでVRを操作・閲覧できるVR-

Cloud®により、作成者本人に公開されています。そのため、セミナー後

も、スマートフォンやタブレットでデータを見たり、動かしたり、コメント

を書いたりすることができます。また、友達にパスワードを教えて、別々

の場所から同時に見るなど、データを共有することもできるようになって

います。

今回は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎の7ヶ所の当社事

務所で、全国合わせて過去最多の47名の子供たちに参加していただき

ました。セミナー中は、テレビ会議システムで各地域の会場を結び、デー

タ作成方法や疑問点などをお互いに共有しながら取り組む形で進めてい

ます。

第7回のテーマは「じぶんのテーマパークをつくろう！」ということで、

駅前の広場にお店やオブジェを配置して自分の思うがままに飾ったり、

ジェットコースターの軌道を設定するところから始め、奇想天外なコース

に乗って楽しむなど、自由な作品作りを楽しんでいただきました。

1日目は、参加者全員の自己紹介の後、UC-win/Roadを操作して電

車を運転したり、道路の機能を応用してジェットコースターを作ったりす

ることで、簡単な操作でいろいろなことができることを知ってもらう時間

となりました。

2日目は、テーマを基に自らのアイデアを考え、VRで形にしていく時間

となりました。用意したモデルは、RoadDBモデル以外に、前回人気の

あった観覧車モデルやジェットコースターの路線断面などを追加しまし

たが、今回も子供ならではの自由な発想が発揮されていました。魚やカ

ニにサッカーをさせる子、炎や飛行機を使って映画のような景観を作る

子、高層ビルやタワーを使って夜景を作る子など、参加者それぞれの個

性が表現された面白い作品が数多く生まれています。また、セミナー7回

目となり、過去に参加した子供たちも多く、わからないところを教え合っ

たりする姿も見られました。

データ作成後は、VR-Cloud®とテレビ会議システムを使って各地から

発表を行いましたが、できあがったばかりの3次元空間が簡単な操作で

全国の参加者に発表される様子は、コミュニケーション・ツールとしての

UC-win/RoadとVR-Cloud®の特長が活かされたものとなりました。

次回は冬休み企画として、2017年1月4日～5日に開催を予定していま

す。どうぞご期待ください。

ジュニア・ソフトウェア・セミナー夏休み
●日時：2016年8月4日～5日　●会場：東京本社ほか全国6ヶ所の当社セミナールーム

2016
4- 5Aug

SEMINAR
REPORT
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セミナーレポート

EXODUS・SMARTFIRE Asia Seminar
2016
20-24Aug

SEMINAR
REPORT
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I   M ＆ V   Rnformation odeling irtual  eality
BIM/CIM による建築土木設計ソリューション

®

3次元バーチャルリアリティUC-win/Roadを中心として、

各種建築土木設計ソフトや構造設計・構造解析ソフト、クラウド

システムとの連携を図りBIM/CIMのフロントローデングを大きく支援します。

13:30-14:00 「FORUM8 IM&VRソリューションによるCIM、i-Constructionサポートについて」

14:00-14:45  「CIMソリューション間データ交換事例（DXF・DWG、3DS、IFC、LandXML他）」

14:45-15:15 「CIMモデルのVRシステムにおける可視化事例
　　（津波・氾濫・交通流・土石流・風解析結果、点群他）」

15:30-16:00 「CIMモデルの解析システムにおける活用事例
　　（動的非線形、構造、地盤、エネルギー、騒音、火災、避難、洪水、津波解析他）」

16:00-16:30 「設計ソリューションからのCIMモデル連携事例（橋梁上下部工、道路構造物、駐車場他）」

16:30-17:30 
 システム展示・ムービー紹介：CIMモデルを活用したデバイス連携事例のご紹介
　　地震シミュレータ、HMD(Oculus Rift)、点検用UAV・ドローン、
　　センシングシステム(Kinect)、AR/MRシステム、ドライビングシミュレータ他

VRソフト、３DCADとエンジニアリングサービスで
土木建築分野のBIM－CIM環境を提供いたします。IM＆VR

forum8.jp

■3D・VRエンジニアリング 　■3D・FEM解析支援 　■3D・VRシミュレーション

目次構成（予定）

　1. 建設業に革命を起こしたBIM/CIMとは

　2. BIM/CIMを図面、CG以外に活用しよう

　3. BIM/CIMモデルを生きたVRシステムに進化させる

　4. BIM/CIMモデルでシミュレーションしよう

　5. 設計結果からBIM/CIMモデルを自動作成

　6. BIM/CIMモデルを機器とつなごう

　7. BIM/CIMと直結するフォーラムエイトのソフト製品

BIM/CIMのモデルを、図面やCG作成以外の用途に広げるためにフォーラムエイ

トのUC-win/RoadやUC-1シリーズ、ドライビングシミュレーター、ドローン、自動

運転制御などのハード／ソフトと組み合わせて活用する方法を紹介する。

監修：家入龍太氏、2016年11月発行予定
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スケジュール（予定）

バ-チャルな
3次元空間を作ろう！

バ-チャルな
3次元空間を作ろう！

夏休み
企画

ジュニア・ソフトウェア・セミナー

なまえ

バ-チャルな
3次元空間を作ろう！

バ-チャルな
3次元空間を作ろう！

夏休み
企画

ジュニア・ソフトウェア・セミナー

なまえ

テテーマ

開催日
第8回ジュニア･ソフトウェア･セミナー
「バーチャルな３次元空間を作ろう！」 

じぶんのテーマパークをつくろう！

2017年1月5 日（木）・6日（金）

バ-チャルな

3次元空間を作ろう
！バ-チャルな

3次元空間を作ろう
！

夏休み
企画ジュニア・ソフトウ

ェア・セミナー

Junior Softwa
reSeminar

Junior Softwa
reSeminar

バ-チャルな

3次元空間を作ろう
！バ-チャルな

3次元空間を作ろう
！

夏休み企画ジュニア・ソフトウェア・セミナー

なまえ

バ-チャルな

3次元空間を作ろう
！バ-チャルな

3次元空間を作ろう
！

夏休み企画ジュニア・ソフトウェア・セミナー

なまえ

小・中学生
向けワー

クショップ

2016年 作品賞表彰式：2016年11月17日（木）
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スケジュール（予定）

スケジュール（予定）

U C - w i n / R o a d  E x p e r t  C e r t i f i c a t e

Name

FORUM8 Co., Ltd.

Company

20XX.XX.XX 20XX.X.XX R 00000

UAV
Android デバイス

リモコン

Wi-Fi ルータ

UC-win/Road
+ UAV プラグイン
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▲UC-win/Road 体験シミュレータ ▲道路最適線形探索システム OHPASS

▲IM&VR ▲国土強靭化ソリューション

EXODUS

 ■土木・建築系

 ■自動車系

EVENT
PREVIEW

出展イベントのご案内
●出展情報：http://www.forum8.co.jp/fair/fair02.htm

来場プレゼント実施！！

G空間EXPO 2016

開催日 2016年 11月24日（木）～26日（土）

会　場 日本科学未来館

主　催 G空間EXPO2016 運営協議会

U R L http://www.g-expo.jp/

概　要 建設IT界最大の国際会議

出展内容 UC-win/Road、UAVプラグイン、3D模型プロジェクションマッピング 他

ながさき建設技術フェア 2016

開催日 2016年10月26日(水)～27日（木）

会　場 長崎県立総合体育館メインアリーナ

主　催 公益財団法人 長崎県建設技術研究センター

U R L http://www.nerc.or.jp/section.html?s=1&d=data/fair/&f=index.html

概　要 命を守る　～防災・減災～

出展内容 UC-win/Road、IM&VR、国土強靭化ソリューション 他

ながさき建設技術フェア 2016

建設技術フォーラム in 広島

開催日 2016年11月11日（金）～12日（土）

会　場 広島中央公園

主　催 建設技術フォーラム実行委員会

U R L http://www.cgr.mlit.go.jp/

概　要 地域づくりを支える建設技術

出展内容 UC-win/Road、IM&VR、Allplan 他

建設技術フォーラム 2016 in 広島

Archi Future 2016

開催日 2016年10月27日（木）

会　場 TFTホール

主　催 Archi Future 実行委員会

U R L http://www.archifuture.jp/2016/

概　要 イノベーションのチカラ！

出展内容 UC-win/Road、Allplan、Allplan、Arcbazar＋Project VR 他

建設技術フォーラム

開催日 2016年 11月10日（木）～11日（金）

会　場 さいたま新都心合同庁舎1号館　2F講堂

主　催 国土交通省関東地方整備局

U R L http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000034.html

概　要 「i-Construction（建設生産革命の推進）」

出展内容 UC-win/Road、IM&VR、Arcbazar＋Project VR 他

九州建設技術フォーラム 2016

開催日 2016年10月17日（月）～18（火）

会　場 福岡国際会議場

主　催 九州建設技術フォーラム実行委員会

U R L http://www.cag-forum.com/

概　要 九州の建設技術における産学官の連携

出展内容 UC-win/Road、IM&VR、Arcbazar＋ProjectVR 他

ハイウェイテクノフェア 2016

開催日 2016年11月1日(火)～2日（水）

会　場 東京ビッグサイト

主　催 EHRF 公益財団法人高速道路調査会

U R L https://www.express-highway.or.jp/htf2016/

概　要 高速道路を支える最先端技術

出展内容
UC-win/Road、i-Construction対応IM&VRソリューション、
ドライブシミュレータ、OHPASS 他

■…国内イベント　　■…海外イベント

第25回 プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム

開催日 2016年10月20日（木）～21日（金）

会　場 北九州国際会議場・西日本総合展示場 （AIM）

主　催 公益社団法人 プレストレストコンクリート工学会

U R L http://www.jpci.or.jp/

概　要 プレストレストコンクリート技術の更なる発展を図るシンポジウム

出展内容 UC-win/Road、WCOMD Studio、Engineer's Studio®、FEMLEEG 他

第２5回  プレストレストコンクリートの
発展に関するシンポジウム

建設技術フェア 2016 in 中部

開催日 2016年10月20日（木）～21日（金）

会　場 吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）

主　催 国土交通省中部地方整備局、名古屋国際見本市委員会

U R L http://www.kgf-chubu.com/

概　要 産・学・官の技術情報交流の場を提供

出展内容 UC-win/Road、IM&VR、国土強靭化ソリューション 他

CIM入門 10月21日（金）　フォーラムエイト名古屋ショールーム 　併催セミナー

びわ湖環境ビジネスメッセ 2016

開催日 2016年10月19日（水）～21日（金）

会　場 長浜バイオ大学ドーム

主　催 びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会

U R L http://www.biwako-messe.com/

概　要 BtoBに特化した環境産業総合見本市

出展内容 UC-win/Road、Allplan、Arcbazar＋Project VR 他

▲ 体験 タ
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®

®

® ®

The Era of Virtual Reality UC-win/Road

®

UC-win/Road・Adv 10月7日（金）　フォーラムエイト本社セミナールーム　併催セミナー



11:00-12:00　

  9:50-15:15　

  9:50-15:30　

  9:50-11:00　

フォーラムエイトデザインフェスティバル前夜祭

11月15日（火） 11月16日（水）17:30-21:00

FORUM８ユーザ、海外来訪者の方 を々ご招待し、最先端表現技術による
演出で彩られたカジノ風パーティが楽しめます。

11月17日（木）

11月18日（金）

9:50-20:00

9:50-19:40

9:50-17:00

FORUM8主催イベント

VRによるジオラマ・マッピングと
都市飛行アトラクションが織りなす

未来のシティパーティ

DJ ONI 氏
作曲、音楽プロデュースを中心に国内外で活動する実力派DJ。TV番
組や映画等のサウンドデザインを多数手掛ける。ロンドン、東京、
ミャンマー、インドなどヨーロッパ・アジア各国を中心に世界を駆け
回り、大使館や商業施設などの大規模イベントに参画。初開催と
なった2015年11月の本イベント前夜祭でもDJを務め、音楽により幻
想的なプロジェクションマッピングショーを演出した。
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15:45-17:20　

17:20-18:00　

18:00-20:00　

16:00-17:30　

17:40-19:40　

15:30-17:00　

13:15-16:00　

11月16日（水）-18（金）

ゴルフ（大多喜城ゴルフ倶楽部）

11月19日（土）

11月14日（月）-15（火）
UC-win/Road・エキスパート・
トレーニングセミナー

システム展示

1日目：13：00 ～ 17：30
 2日目：  9：30 ～ 17：30

代理店/コンサルタント様向け
エキスパート養成講座

テクニカルツアー
（山梨「日本の城と忍者を知る」）

ご来場プレゼント
FORUM8M8オリジオリジナルマナルマウスパウスパッドッド 2012016、6、
オリジナルルEECOバCOバッグ、ッグ、オリジオリジナルボナルボールペルペンン
FORUM88オオオリジナル図書カード500円
ランチランチランチククークークーポン（プレミアム会員ユーザ様のみ） ランチクーポン

図書カードNEXT 500円®

開催期間中、ドライブシミュレータをはじめとし
た最先端のVR連携システムを一堂に集めて展示
し、デモンストレーションを行います。
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社会貢献活動 Vol.4
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個人情報保護法が改正されます！

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、専門家の方にわ
かりやすく紹介いただきます。今回は、2015年9月に成立した改
正個人情報保護法に基づき、個人情報を取り扱う事業者が守る
べきルールについて、そのポイントを解説します。
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INFORMATIONINFORMATION営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内
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1位

2位

3位

4位

5位

1位　 2位　 3位　 4位　 5位　

大鳴門橋

三好橋

かずら橋

へそっ湖大橋（高速道）と池田大橋（国道）

橋長 ● 45.0ｍ 幅員 ● 2.0ｍ

橋長 ● 705.0ｍ 幅員 ● 10.4ｍ

橋長 ● 243.5ｍ 幅員 ● 6.1ｍ

橋長 ● 1,639ｍ 幅員 ● 25.0ｍ

橋長 ● 294.0ｍ 幅員 ● 11.5ｍ

へそっ湖大橋(上）

池田大橋(下）

［徳島県］

Up&Coming114号 橋百選10

本州四国架橋3ルートの１つで、本四の中で最初に完成した長大吊

橋である。桁は上下二層構造になっており、上層は自動車専用、下

層は将来的に鉄道を通すことが出来る構造となっている。近隣の

「小鳴門橋や架橋記念館」も見逃せない観光スポットとなってお

り、必見である。                                                                                        

日本の三大奇橋の一つで、重要有形民俗文化財に指定されてい

る。昔は深山渓谷地帯の唯一の交通施設であったが、現在は年間

35万人もの観光客が通る。そのため３年に一度架け替えが行われ

ている。木版画は当NPO会員の作品で新緑が映えて見事な逸品で

ある。

吊
橋
昔
と
今

「
吉
野
川
に
架
か
る
橋
」
そ
の
２

三
好
市
阿
波
池
田
周
辺

吊橋アンカー部のケーブルに腐食に

よる破断が見つかり、補剛桁をアーチ

で支える構造に現橋を改造された。

吊橋のケーブル・吊金具等のモニュメントが保存されている。

へそっ湖大橋は池田ダム湖・土讃線・国道32号の上に架かり、四国

の「へそ」池田町のランドマークとなっている。池田大橋は吉野川

の池田ダム湖上にかかる道路橋で、西詰は国道32号と192号が合

流・分岐する交通の要衝。二つの橋のコラボは絶景である。

西川水路橋

磐越西線：深戸橋梁（中央径間部）

新川は江戸時代に、三潟（鎧潟・田潟・大潟）からの排水

を目的に掘削された人工河川で、西川と交差し日本海に

注ぐ。このため「川の立体交差」といわれている。その交

差部は当初の木製樋管から、コンクリート造の暗閘へそ

して昭和30年に現在のようにトラス橋で西川を通水する

ようになった。

ＮＰＯ法人 シビルまちづくりステーション
http://www.itstation.jp/
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橋長 ● 72ｍ 水路幅 ● 4.0ｍ

橋長 ● 260.4ｍ 幅員 ● 車道8.8ｍ  歩道1.0ｍ 橋長 ● 172.0ｍ 幅員 ● 車道6.0ｍ  歩道2.0ｍ

水深 ● 約1.0ｍ

歴
史
を
語
る
異
色
の
橋

阿
賀
野
川
に
架
か
る

《
奥
阿
賀
五
橋
》

菱潟大橋（建設時：豊実３号橋） 船渡大橋（建設時：豊実２号橋）

菱潟大橋付近の国道脇に奥阿賀五橋菱潟大橋、「この自然、明日に残して通る道」と記した看板が設置してある。この五橋とは、起点

より・睦月橋・実川島橋・菱潟大橋・船渡大橋・徳石大橋であり、何れも見応えのある橋ばかりであるが、今回はその内の２橋を紹介す

る。この自然豊かなルートからはJR磐越西線の橋梁も垣間見ることが出来、「撮鉄ファン」にも魅力あるスポットである。並行する『磐

越自動車道』はトンネルが多く、自然を楽しむのであれば一般道や鉄道での旅がお奨めである。

磐越西線建設にともない大正3年に完成したアメリカンブ

リッジ製の橋梁である。中央のワーレントラスは約70年の

役目を終え昭和58年に現橋に架替られた。架替えは旧橋

を横に押し落とし、横に組み立てた新橋を所定の位置まで

横取りする落下後方で行われた。この新橋は、大船渡線北

上川橋梁として製作されたものであったが、妙高高原の土

砂災害で不通となった信越本線復旧に資するため急遽応

急橋として使用された後、当橋梁用に改造されると言う数

奇？な運命を持つ鉄橋である。鹿瀬駅頭にあるその間の

経緯を記したモニュメントも必見である。

橋長 ● 中央径間部90.67ｍ

橋百選、次号は島根県を、更には宮崎県、徳島県を予定しています。「橋百選」

では皆さんからの橋にまつわるお話を広く募集しています。ご自分が携わられた

橋梁をめぐるエピソードなどどのようなことでも結構です。当NPO法人へ奮って

ご応募ください。

ところで、件の鳶（橋梁特殊工）は少年時代の想いを貫徹され、全国の名立たる

橋梁の架設工事に携わり、その実績が土木学会で認められ「技能特別功労賞」

を受賞された。（H）

越路橋（3パネルに短縮）

萬代橋

姫津大橋

謙信大橋

長生橋

橋長 ● 241.4ｍ 幅員 ● 28.0ｍ

橋長 ● 850.8ｍ 幅員 ● 7.0ｍ

橋長 ● 70.0ｍ 幅員 ● 3.0～3.5ｍ

橋長 ● 306.9ｍ 幅員 ● 22.6ｍ

VOL.34 ［新潟県］
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初代越路橋は鉄道用橋梁を拡幅、道路橋に改造されたものであ

るが、平成10年の現橋開通にともない撤去され、橋名板、橋歴板と

ともに一部が「越路河川公園」に移設、保存されている。傍らに設

置された子供たちの10年後の思いを託したタイムカプセルの「未

来への架け橋」の碑が眩しい。

戦国武将・上杉謙信の居城春日山があった上越市を流れる関川に

架かる大きさの異なる二つのアーチ橋で、四季を通して周囲の景

観と調和する美しい姿から「グッドデザイン賞」を、設計施工技術

で「土木学会田中賞」を受賞している。地元では大小二つのアーチ

を親しみを込めて「大亀小亀」の愛称で呼んでいる。

長さ ● 31.4ｍ 幅 ● 6.0ｍ 高さ ● 7.8ｍ
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佐渡姫津港に架かり、釣人が絶好の漁場へ

行くには環境保全費として200円を支払いこ

の橋を渡らなければなりません。釣果はご

本人の腕前次第？佐渡ヶ島出身のご婦人か

らの写真提供です。

信濃川の河口に架かる本橋は、アーチの美しさと石の持つ重厚感

から新潟県・新潟市のシンボルと親しまれている。現橋は3代目で

昭和4年に完成し、平成14年に土木遺産に、平成16年に重要文化財

に指定された。

信濃川で分断されている長岡市の東地域と西地域を結ぶ重要な

橋で、毎年8月に行われる大花火大会では、「ナイアガラ」の名で知

られる仕掛け花火がかけられることから長岡市のシンボルとなっ

ている。現橋は三代目で、3年前に土木遺産に認定された。

新年明けましておめでとうございます。

橋百選をご愛読いただきありがとうございます。

遠い昔、現場で出会った鳶ボースンが「自分は子供の頃

『大きくなったらこんな橋を架ける仕事をするのだ！！』

と思いながら、越路橋を見ていた。」と言っていたことを

思い出し、今回の新潟県版にどうしても越路橋を取り上げ

たく「越路橋を愛する会」の2代目会長を現地に訪れ、い

ろいろと貴重なお話や資料を参考にさせていただいた。

岩津橋穴吹橋

舞の潜水橋

橋長 ● 207ｍ

橋長 ● 533.4ｍ 幅員 ● 10.5ｍ 橋長 ● 175.0ｍ 幅員 ● 11.25ｍ

ＮＰＯ法人 シビルまちづくりステーション
http://www.itstation.jp/
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橋長 ● 184.0ｍ
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二つの吉野川橋梁（徳島自動車道とＪＲ土讃線） 美濃田大橋

吉野川に架かる吊橋の中で、自

動車が通行できる唯一の吊橋

で、右岸側はJR徳島線と平面

交差する踏切があり、更に吊橋

の主ケーブルが鉄道と平行する

国道をも跨ぐ構造は珍稀であ

る。吊橋が建設されるまでの住

民往来は船頭さんが操る「辻の

渡し」が活躍、その風物詩が懐

かしく、今は近隣の「吉野川オ

アシス」を訪ねたり、清流や奇

勝、の景観が親しまれている。

我が国にはいくつもの大河があり、流域に住む人々は川

から多くの恵みを享受してきたが、同時に洪水や水害にも

苦しめられてきました。昔から洪水や水害を出す川のこと

を、人は「暴れ川」と呼び、坂東太郎（利根川）、筑紫次郎

（筑後川）、四国三郎（吉野川）など畏敬の念を込めた異

名で愛し親しんできました。今回の徳島県版では日本三

大暴れ川の一つで四国最大の川である四国三郎こと吉野

川に架かる橋を主に取りあげました。（H）

主塔：シングル鉄筋コンクリート造

架橋地点は、池田ダム下流で川幅が最

も狭まるところで、青石が美しい淵が

ひろがっている。

橋には正式名称がなく地名で呼ばれる。地

元に密着している証だろう。増水時橋が水

面下に沈むようになっており、流木などで

橋桁が壊されたり、流されたりしないように

欄干は設けてない。「にし阿波～剣山・吉野

川観光」の夕陽に映る名所でもある。

旧橋（ゲルバーワーレントラス橋／橋長416.4m、幅員5.5m）の

老朽化にともない約500ｍ下流に架け替えられたが、両岸の歩行者の利便性が損なわれたた

め、旧橋付近には歩道と自転車専用の「ふれあい橋」(PC橋）が建設されている。旧橋の一部

は、現在近隣に保存されている（写真右下）。写真右上はその雄姿利用のJRカードである。

橋長 ● 853ｍ

橋長 ● 571ｍ

徳島自動車道吉野川橋

JR土讃線吉野川橋梁

四国の中心地（臍の意）に相応しい道路橋と鉄道橋の競演で見応

えある風景を楽しめる。

羅漢寺 反橋　　　　　　　　大田市 高角橋　　　　　　　　　　益田市

261.6ｍ 幅員 ● 7ｍ橋長 ● 4.5ｍ 幅員 ● 2～2.2ｍ

羅漢寺の五百羅漢は、大森の観世音寺住職 月海浄印という方が銀山で働

いて亡くなられた方の供養や、労働者の安全のために発願され多くの方の

寄進により二十五年かかって1766年3月に完成した。

五百羅漢の造りは銀山川の支流を挟んだ寺向いの岩山に、3つの石窟が掘

られ小川にはそれぞれの石窟に入る石造アーチ橋が架けられている。ほぼ

同じ大きさで一重の輪石のみで構成された小規模な橋である。地場の石

材福光石を15枚組み合わせて造られた優美な曲線の三基の橋は当時のま

まの姿をとどめている。

江戸時代には高津川に橋はなく渡船で結ばれていた。1892年初代の高角

橋が架けられたが幾度も洪水で被災しその都度大修繕が行われた。その

後、永久橋架橋の気運が高まり五連アーチの鉄筋コンクリート桁橋で築造

し 変遷を経て今日に至る。2011年には生活を支えている築造50年以上の

土木構造物の中から技術的歴史的価値のある土木遺産として土木学会よ

り認定された。

ＮＰＯ法人 シビルまちづくりステーション
http://www.itstation.jp/
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西郷大橋           隠岐郡 志津見大橋　   飯石郡

橋長 ● 280ｍ 幅員 ● 10.75ｍ橋長 ● 271ｍ 幅員 ● 6ｍ

後鳥羽上皇、後醍醐天皇が遠流された島の中心

地 (旧西郷町) に架かる橋梁。船舶の航行を考慮

し16ｍの桁下空間を確保している。構造的には

アーチリブが約７°内側に傾斜したバスケットハ

ンドル型で1978年完成した。

志津見ダムのシンボル橋として景観に配慮し複合ト

ラス形式を採用。日本で初めて桁下の地形にあわせ

て橋桁の高さを変化させている。Ｐ3橋脚の位置で

複合トラス桁部とコンクリート箱桁部が連続するの

は世界初の構造である。(2007年土木学会デザイン賞)

    三井野大橋   仁多郡

橋長 ● 303ｍ 幅員 ● 9.25ｍ

出雲おろちループ中で最大の構造物。急峻なＶ字渓谷に

架かり下の道路との高低差が100ｍを超す（アーチ支間195

ｍ）の橋である。道路形状からループをとぐろを巻いたおろ

ちの胴体とすると口から火を噴くおろちのイメージの赤い色

の橋になっている。おろちは古事記に登場するヤマタノオロ

チのことであり、この奥出雲に降り立ったとされている。

   

大橋　　　　　　　　　　　松江市

浜田マリン大橋 浜田市

江島大橋(べた踏み橋)　　　  大田市

北惣門橋　　  松江市

橋長 ● 1,446ｍ 幅員 ● 11.3ｍ

橋長 ● 18.54ｍ 幅員 ● 3.82ｍ橋長 ● 305ｍ 幅員 ● 10.75ｍ

橋長 ● 134ｍ 幅員 ● 11ｍ

新江川橋　　  江津市

橋長 ● 378.3ｍ 幅員 ● 11.25ｍ(上路)
16.9ｍ(下路)

［島根県］
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松江を南北に分ける大橋川に架かる橋で、1607年松江城建築時資材運搬

に耐えられる本格的な橋を架けた。それが初代の大橋である。しかし基

礎工事が難工事であったらしく、人柱の伝承を生み小泉八雲がその物語を

『知られざる日本の面影』の中で紹介している。

1874年大橋が正式名称となった。欄干は御影石でできており唐金の擬宝

珠が飾り付けられている。第５代藩主松平宣維の正室岩姫が京より持参

した擬宝珠を６代目の橋にとりつけたことに由来すると言われている。

島根、鳥取両県の工業団地間の貨物輸送のみならず、背後圏との広域ネッ

トワークの一翼を担う橋梁として整備され2004年10月に供用を開始した。

江島大橋の整備により境港内の物流だけでなく島根県東部地域の交通も

スムーズになり、輸送コストの削減、輸送時間の短縮など様々な効果が期

待されている。主橋桁が一級河川斐伊川の河道内にとなるため,橋脚総幅

の河積阻害率3％（河道幅502ｍ）以内確保や、桁下を航行する船舶（5000

トン船舶）を考慮し中央径間２５０ｍのＰＣラーメン構造の橋梁としては日

本一の長さとなった。江島側の縦断勾配は６．１％である。

浜田漁港に架かる道路橋で1999年開通。原井地

区と瀬戸ケ島地区を結ぶ。主塔高89ｍの斜張橋

である。浜田海岸県立自然公園が隣接している

ことから美しい自然環境と調和をたもち浜田の

シンボルとなる橋梁である。

江戸時代には内堀の東側にあった家老屋敷(現松江

歴史館)と城内を結ぶ重要な通路で明治時代の中頃

に石造りアーチ橋に変わり、『眼鏡橋』と呼ばれてい

た。江戸時代の木橋とするため橋下の掘調査結果や

絵図や文献資料を検討し1994年11月に復元された。

1992年土木学会田中賞作品部門受賞。二層構造

のトラス橋で上側は国道9号(江津バイパス)下側

は市道新江川橋線には両側に歩道があり徒歩で

も渡ることができる。1992年完成。
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®

・高精度レンダリング（影/湖沼反射/天空自動生成など）：湖沼反射のリアルタイム表現、時刻による空
模様自動生成が可能、影レンダリングの性能と品質も向上
・線形パラメータ抽出：GPS等の点列からIP点パラメータを計算し、道路を自動生成
・インターフェース拡張：リボンメニューの導入とシミュレーションパネルとの統合
・VR-Cloud®プラグイン：クラウドサーバ上でUC-win/Roadを実行させ３DVRシミュレーションが利用可
能なクラウドシステム。Advanced標準
・CAVEシステム、ヘッドトラッキング：スクリーンと使用者の位置関係で視体積を計算・描画
・3DS出力プラグイン：XMLファイルへのオブジェクトの座標情報や景観設定出力に対応

・UC-win/Road Ver.11 Ultimate 標準
・HMDとの連携プラグイン。Oculus Rift DK2に対応

・UC-win/Road 別売プラグイン・オプション
・デジタルカメラで撮影した複数の写真を解析し、3次元座標（点群）を復元して利用可能

・UC-win/Road 別売プラグイン・オプション
・Web API経由で、OSM(OpenStreetMap)形式のファイルインポート、道路生成に対応

・UC-win/Road 別売プラグイン・オプション
・バーチャルサイクリングシステム「cycle StreetシリーズCity Edition」と連携。ペダルを漕ぐと速度に応
じてCGが動き、ゲーム感覚でエクササイズできる仕組みを実現

・UC-win/Road 別売プラグイン・オプション
・3DVRとの連携によりUAVの飛行計画作成、遠隔操作、ログ取得

® ・中国語ヘルプ (Ver 5.0.2相当)を同梱 
・ＪMA地震波データの新しい フォーマットに対応 （能登半島地震(2007 年)以降の地震波形が対象、
2007年以前固定列書式従来どおり可）

・3次元弾塑性地盤解析（GeoFEAS）3Dと3次元浸透流解析(VGFlow)の統合版
・弾塑性解析、浸透流解析のソルバーは群馬大学大学院理工学府環境創生部門地盤工学研究室にて開発
・解析モードの切換えスイッチで地盤の弾塑性解析と浸透流解析を簡単に切り替え可能
・形状データ・メッシュデータの共有化により、解析間での相互利用が可能

▶P.38　　　　　    
・材料パラメータの同定解析　　・N値から砂の構成モデルパラメータを推定
・鉛直方向と水平方向の同時加振対応　　・モデル作成機能の強化

▶P.39　　　　　　　　    
・プリプロセッサ―部の計算書出力
・ポストプロセッサー部の計算書出力

・計算部は、UC-win/WCOMDと同じ東京大学コンクリート研究室で開発されたRC構造物の2次元非線
形解析エンジンで、プリ・ポスト処理に関してEngineer's Studio®から多くを取り入れて刷新
・プリ処理では複雑な外形の内部を自動的にメッシュ分割する機能や表形式入力画面でのデータ修正が
可能、ポスト処理では変位図、変位のコンタ図、応力のコンタ図、ひび割れ図、変位図やひび割れのアニ
メーション機能による可視化が可能
・結果データのテキスト形式（CSVファイル）への出力やレポート出力機能

・面荷重に任意方向の指定を追加
・3次元直交異方性材料に材料主軸任意方向指定を追加 
・基準座標系指定での切断面断面力算定機能　・静弾性解析で軸対称シェル要素に対応 
・3角形低次シェル要素（フラットシェル要素）を追加　・モデルプレビュー表示する機能を追加
・NASTRAN変換で、要素面荷重の任意方向指定に対応 
・MARC変換で、3次元直交異方性材料の材料主軸任意方向指定に対応 
・CAD I/Fにモデルの平面変換、座標移動の機能を追加 
・解析結果重ね合わせに座標値マッチングと番号マッチングの選択機能を追加 

▶P.40 ・着目点変位の算定に対応 
・部材間最大最小変位の算定に対応 
・分布バネ部材の最大最小モーメント位置の厳密な算定に対応 
・断面力図等の数値表示を改善

▶P.40 ・着目点変位の算定に対応 
・部材間最大最小変位の算定に対応 
・分布バネ部材の最大最小モーメント位置の厳密な算定に対応 
・断面力図等の数値表示を改善
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・最大応力となる活荷重載荷位置の図示に対応
・格子構造骨組に対する影響値の＋範囲、－範囲の図示に対応
・解析結果のCSVファイル出力に対応　・クリープ・乾燥収縮・温度変化の載荷状態を改善

▶P.41 ・ピア－リフレ工法（曲げ補強仕様）による補強設計に対応 
・設計要領「鋼管・コンクリート複合構造橋脚」に対応、非線形動的解析モデルのエクスポート 
・基礎プログラムとの連動を起動状態で対応 

▶P.42
・はり柱間橋軸方向L2照査機能追加
・フーチングの水平方向L2押抜きせん断照査機能追加
・斜引張鉄筋の一括入力機能追加 

▶P.44 【Advanced版】
　・立体解析による荷重分担率算定機能の拡張
【Standard版】
　・ライナープレート＋モルタルライニングの混合土留め工対応
【Lite版】
　・底版照査機能の拡張
　・落橋防止構造荷重によるレベル２地震時照査対応
　・CAD機能（杭：柱状体、組杭）

▶P.46
【Advanced版】
　・逆解析による土留め壁変位に関するファジィ理論を用いたフィッティング評価機能
【Standard版】
　・弾塑性法のみの計算処理に対応
　・弾塑性法において、側圧計算表に土圧式、解析法ⅡESの解析条件を提示するなどの出力機能
【Lite版】
　・鋼矢板腐食低減係数の自動決定機能
　・火打ちに油圧ジャッキを入れた場合の腹起しスパン計算に対応
　・[初期入力]で余掘り量について全ステップ一律で設定していたのを、各ステップでの設定変更に対応
　・[初期入力]変更後、検討ケースの入力した地盤改良データを条件付きで継承するように改訂

・鋼矢板芯壁堤鋼矢板による河川堤防補強工法設計の手引き（案）」に対応 
鋼矢板芯壁堤による洪水・地震(液状化)対策等機能に対応　・鋼矢板・鋼管矢板の腐食の考慮 
・「標準値(中部要領)」「標準値(漁港基準)」の設定に対応 

・遠心力吹付け工法対応
・設計要領 第二集 モルタルライニング及び吹き付けコンクリートによる土留構造対応
・補強リングピッチの任意設定対応　・継手ボルト孔径の任意設定対応

・底版に張出がある形状への対応
・埋戻し土の考慮（Standard）
・SR235鉄筋（丸鋼鉄筋）対応
・PHCの杭の杭頭カットオフ区間の杭本体照査

【Advanced版】
　・H26年版 土地改良「水路工」対応：限界状態設計法、全体安定照査基準追加
【Standard版】
　・Ｕ型擁壁内部土圧拡張
【Lite版】
　・H26年版 土地改良「水路工」対応：浮力を考慮した示力線方程式対応
　・結果詳細計算書判定表示追加　・荷重ケース数拡張

▶P.45 ・限界状態設計法対応
・ケース毎の照査方法選択対応
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新製品／新バージョン情報

・「漁港・漁場の施設の設計参考図書(2015年版)」に対応
・前面矢板壁への任意水平荷重の載荷に対応
・見かけの震度の算出法に「二建の提案式」を追加
・腐食関連の改善：鋼矢板の低減係数の自動決定に対応　・部分係数の保存・読込に対応

▶P.48 ・集水桝の中壁あり形状対応　・集水桝のグレーチング入力対応
・他製品との地盤データ共有　・開口部FEM解析機能拡張、改善
・マンホール頂版への群集荷重考慮対応

・材料基準に道路土工カルバート工指針 平成21年度を追加 
・主鉄筋に丸鋼(SR235)対応、鉄筋量の直接指定に対応 
・胸壁－地盤反力度における複数ケースの一括取得へ対応 
・本体縦方向－設計施工マニュアル(案) H15.東北地整準拠したカラー継手計算に対応 
・本体横方向－円管(ダクタイル鋳鉄)、RC巻立函体(矩形換算)の計算
・本体横方向－温度荷重、隅角部集中格点の計算
・本体横方向－曲げ応力度照査時にハンチの影響を考慮するように対応 
・門柱－ゲート高、管理橋の設置オフセットの考慮に対応 
・胸壁－つま先版、かかと版ごとにLの入力、断面力計算、連動荷重の計算に対応 
・本体縦方向－剛支持モデルにおける相対変位量、水平変位量、水平方向の地盤バネ反力の計算に対応
・本体縦方向－レベル2の配筋図出力に対応 
・サンプルデータに推奨する初期値(計算スイッチ)設定に対応 

・「土地改良事業計画設計基準「水路工」（平成26年）」に対応
・矢板種類にコンクリート矢板を追加、河床底面の安定照査、フリューリッヒの地盤応力の理論に対応
・鋼矢板の低減係数の自動計算に対応
・N値観測点の入力と平均値の自動計算機能の追加
・見かけの震度、地震時崩壊角の直接指定に対応

・土地改良事業計画設計基準 設計 水路工（H26）に対応 　・必要地盤反力の算出、表示に対応 
・図面作成、天端幅一定（側壁基部厚変化）対応、側壁底版配筋、開口部補強鉄筋長改善

・砂州、湾曲部における水位上昇量考慮機能追加
・急流水路の余裕高計算機能追加など　
・U字溝、矩形、ボックス形状の側面の勾配拡張　　・等流計算条件の一括入力機能
・ファイルインポート時に連続線と見なす線分間距離指定機能追加

・U字溝、矩形、ボックス形状の側面の勾配拡張　　・等流計算条件の一括入力機能
・ファイルインポート時に連続線と見なす線分間距離指定機能追加
・急流水路の余裕高計算機能追加など

・降雨強度式の任意名称入力への対応　・矩形2段せきの放流計算への対応
・「土地改良事業設計指針「ため池整備」H27.5」に準拠した流入ハイドログラフへの対応
・「増補改訂 流域貯留施設等 技術指針(案)」に準拠した左右同値の降雨波形への対応、簡易式1/2・rc
への対応
・洪水調節容量計算のピーク時における詳細結果確認・出力への対応
・洪水吐きの設計洪水流量計算において複数降雨強度式への対応　・出力書式の改善
・各都道府県に準拠したサンプルデータ、基準値(降雨強度式)の提供
   兵庫県（サンプルデータ）、福島県、栃木県の基準値をサポート

・汚水流出域(Sewersheds)レイヤー追加による汚水流出域の可視化に対応 
・副流域の排出先の自動設定機能に対応 
・背景画像の透過率調節機能に対応 
・円形および矩形のオリフィス面積計算機能に対応 

・躯体形状を拡張（断面形状：円形、小判形、矩形面取に対応） 
・帯鉄筋の配筋（帯鉄筋形状：円形、小判形、矩形、矩形面取）に対応 
・躯体開口部の配置、および、開口補強筋の配筋に対応 
・IFC鉄筋出力に対応
　・SXF共通ライブラリをVer.3.30へ更新
・3D配筋ビューアデータ（*.RFV）の図面（正面図、断面図、加工図、鉄筋表）生成に対応 
・AutoCAD 2013形式のDXF、DWG出力に対応 

▶P.50 ・文字列表示改善：文字列をAutoCAD形式で表示する設定の追加
・「CAD製図基準 平成28年3月」「CADによる図面作成要領 土木編 平成27年7月」対応等

NEW ARRIVAL 2016/01 - 2016/07
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・建築基準：浅層混合処理工法多層地盤への対応
・建築基準：浅層混合処理工法　改良深さの自動計算対応
・円弧すべり設定画面の改良

・シーメンスPLM社のParasolid 3Dカーネルを使用、3D要素（円、スプライン、球、円柱、一般ソリッド
等）追加、機能（面取り、フィレット、ロフト、パススイープ等）追加
・オブジェクトナビゲーター追加
・CineRenderへのアンビエントオクルージョン追加
・RealTimeレンダーへのホワイトモデル追加
・LandXMLインポート対応
・鉄筋の直接編集を強化（Allplan Engineering）
・日本語版価格を改定

【Standard版】
　・国土交通省土木工事積算基準改訂（平成27年度版）に対応 
　・新土木積算体系改訂（平成27年度版）に対応 
　・建設物価調査会（建設物価，土木コスト情報）および経済調査会（積算資料，土木施工単価）の
　　基礎単価 2016年1月号に対応 
　・単価DBの施工パッケージ型単価と施工単価について単価検索の改善 
　・起動中の単価DBの検索アクセス時間を改善 
【Lite版】 
　・単価DBの提供都市、工種の限定版 

® ・電源ユニット設計改善
・ケース改訂（GPUロングボード対応、冷却フレーム変更） 

▶P.27 ・リフォーム、造園設計、インテリア設計、住宅設計、公共・商業施設などの建築プロジェクトのクラウド
ソーシングサイト「Arcbazar」でのコンペ開催を支援
・自主簡易アセス、3D・VRシミュレーションやVR-Cloud®でプロジェクトの評価をサポートする
「ProjectVR」と、「Arcbazar」との連携により支援

・縮小モデルの自律走行車。実車の挙動をスモールスケールでエミュレートし、セルフドライビングカーの
開発に役立てられます。

　　　   
・国土交通省国土地理院「地理院タイル」に対応
・駅すぱあと®による迂回路探索機能　※駅すぱあと®は株式会社ヴァル研究所の登録商標です。

・最新の写真測量技術を搭載した無人航空機(Drone)を使用をした、広範囲の地理データGeo、GISを作
成する新しい低コストのマッピング方法

・ウェブ設計や広告において活用
・各産業においての応用：ビデオ推奨システム、通販サイト、インフルエンザ流行予測、
交通状況予測、買物客の行動予測、エネルギー応用、通信応用

・太陽電池パネルを支持する架台の構造計算のためのEngineer's Studio®を用いた応力度照査を行う
サービス

® 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】 
　・Lux Renderレンダリングサービス　 ・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　 ・海洋津波解析サービス

▶P.34 ・サブスクリプション対応：新バージョンよりWeb認証も含めた製品のライセンス使用状況を確認可能。
・NetUPDATEサブスクリプション版をご契約いただいた場合、ユーザ情報ページより各製品のライセン
   ス使用状況を確認可能。NetUPDATEと組み合わせ、より柔軟にライセンス管理が行えます。

Up&Coming114号 Support Topics72

®

®

®

Up&Coming114号Support Topics 73Up&Coming114号Support Topics 71Up&Coming114号 Support Topics70

写真撮影

カメラキャリブレーションファイルの生成

Visual Wordsファイルの生成

SfM解析

UC-win/Roadでの可視化
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®

対 象

①フォーラムエイトオリジナルソフトウェア製品
（UC-win/UC-1シリーズ） ※弊社から直販の場合に限ります
②フォーラムエイトオリジナル受託系サービス
（解析支援、VRサポート） ※ハード統合システムは対象外

加算方法

ご入金完了時に、ご購入金額（税抜）の1％（①）、0.5％（②）
相当のポイントを自動加算いたします。
※ダイアモンド・プレミアム会員：100％割増
　ゴールド・プレミアム会員：100％割増
　プレミアム会員：50％割増

確認方法 ユーザ情報ページをご利用下さい（ユーザID、パスワードが必要）

交換方法

割引利用：1ポイントを1円とし、次回購入時より最終見積価格などか
らポイント分値引きが可能です。

有償セミナー利用：各種有償セミナー、トレーニング等で１ポイントを
1円としてご利用いただけます。

製品交換：当社製品定価150,000円以内の新規製品に限り製品定価
（税別）の約60％のポイントで交換可能。

有効期限 ポイント加算時から2年間有効

フラッシュメモリドライブ (SSD) 480GB

全天球カメラ

dyson ファンヒーター 空気清浄機能付

dyson コードレスクリーナー

楽天ポイントギフトカード 3,000 円分

楽天ポイントギフトカード 5,000 円分

楽天ポイントギフトカード 10,000 円分

number of users

Engineer's Studio®®

■解析支援サービス例

Engineer's Studio® FEMLEEG xpswmm2次元弾塑性地盤解析
　（GeoFEAS）2D



Up&Coming115号 Information112

フォーラムエイト
FPB景品カタログ

®

NEW

®
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詳細はこちら

®

®

NEW

NEW

NEW

®

®

NEW

NEW
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【U R L】 http://www.forum8.co.jp/fair/fair00.htm
【E-mail】 forum8@forum8.co.jp　【営業窓口】 Tel 0120-1888-58  （東京本社）
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 Ultimate ¥1,920,000
 Advanced ¥840,000

 Lite ¥570,000 / Base ¥369,000
アカデミー価格 : ￥295,200～

Advanced Suite ￥940,000　Senior Suite ￥2,170,000

Ⓡ 解析支援サービス
５径間連続桁橋

Ver.6

FEM Analysis

解析シリーズ

 

FEMLEEG Ver.6  Advanced ¥1,590,000
Standard ¥1,180,000 / Lite ¥550,000

 解析支援サービス
アーチクラウン

接合部付近応力照査

®

GeoFEAS Flow3D 価格 : ¥1,670,000 価格 : ¥1,200,000 

GeoFEASPost-GeoFEASPost-

地盤FEM解析シリーズ
弾塑性地盤解析（GeoFEAS）2D Ver.3 地盤の動的有効応力解析

（UWLC） Ver.2
3次元地すべり斜面安定解析・3DCAD
（LEM）Ver.2 

2次元浸透流解析
（VGFlow2D）Ver.3 価格 :  ¥650,000 価格 :  ¥630,000価格 : ¥336,000 価格 :  ¥284,000
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o.1153次元構造解析ソフトウェア

Bentleyクラウドサービス、DGN入出力対応

 3次元積層プレート・ケーブルの動的非線形解析 

平板要素拡張（三角形1次要素追加、四角形1次要素改善）

平板要素の高次要素を低次要素に変換する機能追加

プッシュオーバー解析事例のサンプル追加とヘルプ解説 

土木建築 3 次 元 構 造 解 析 を
最 大 限 に 活 用 し よ う ！

■メイン画面

■3D断面表示

UC-1連動製品例

土留め工の設計・3DCAD UC-BRIDGE 

配水池の耐震設計計算RC特殊堤の設計計算

橋脚の設計・3D配筋

Multiframe to
Engineer's Studio® 

コンバーター

現場打ち、組立て式マンホール / 集水桝の図面作成・3D配筋生成

￥698,000～
Multiframe Ver.21.02 

マンホールの設計・3D配筋 Ver.6
￥264,000

集水桝中壁あり・グレーチング、地盤データ連動対応

■3D配筋ビューア（中壁あり形状）■メイン画面

■メイン画面 ■Multiframeサンプルモデルの変換例

震度算出（支承設計）

CopyRight FORUM8 Co., Ltd.

東京本社　　　〒108-6021   東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A棟 21F　　　 Tel 03-6894-1888　Fax 03-6894-3888

スパコンクラウド神戸研究室

中国上海（富朗巴）

中国青島

台湾台北

ロンドン

ハノイ

Tel 078-304-4885　Fax 078-304-4884

Tel +86-21-6859-9898

Tel +86-532-66729637

Tel +8869-3511-6836

Tel +44(0)203-753-5391

Tel +84(0)912-418-745

大阪支社　

福岡営業所

札幌事務所

名古屋ショールーム

仙台事務所

金沢事務所

宮崎支社

Tel 06-7711-3888　Fax 06-7709-9888　 

Tel 092-289-1880　Fax 092-289-1885

Tel 011-806-1888　Fax 011-806-1889

Tel 052-688-6888　Fax 052-688-7888

Tel 022-208-5588　Fax 022-208-5590

Tel 076-254-1888　Fax 076-255-3888　

Tel 0985-58-1888　Fax 0985-55-3027

※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。仕様･価格などカタログ記載事項を予告なく変更する場合があります。

ISO27001 ISMS
ISO22301 BCMS
ISO9001 QMS

￥369,000～Engineer's Studio® Ver.6


