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システムインテグレーションにおける高いコストパフォーマンスと
高度な機能を提供する柔軟なシステム構築が可能です。
ユーザには空間モデリング環境は勿論のこと、SDK、APIによる開発環境も
提供しており、高い拡張性とパッケージに裏付けられた高い品質が確保できます。

BIM/CIM、i-Construction
対応ソリューション

Ver.12
t h e  E R A  o f  V I R T U A L  R E A L I T Yバーチャルリアリティの時代

株式会社フォーラムエイト

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

●64bitネイティブ対応
　地形空間拡大、分解能力向上 配置モデル数拡大、高品質のテクスチャ
　津波解析、氾濫解析、風解析、音響解析など解析結果の長時間可視化

●計算周波数制御及びSILS機能

●シミュレーションリアルタイム
　連携プラグイン

●エッジブレンディング、マスク機能

●電子国土地図サービスプラグイン ●PinP、HUDシミュレーション ●2Dビュー： 表示拡張

●UAVプラグイン Ver.2 ●自動車制御拡張 ●3DCAD Studio®連携

Ver.12 新機能 2017年1月リリース予定

PinP+マスクHUD
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Users Report
ユーザー紹介／第 116 回

Up&Coming116号 ユーザー紹介4

パイオニア株式会社 川越事業所

URL ●http://pioneer.jp/

所在地 ●埼玉県川越市

研究開発内容　●自動運転のキーテクノロジーや

コックピットHMIの企画／先行的な自社技術のPoC

User
 Information

パイオニア株式会社 川越事業所
自動運転事業開発部 事業企画部
商品統括部 技術開発部 先行開発部

左：商品統括部 技術開発部 先行開発部 1課 主事 大石智也 氏
中央：商品統括部 技術開発部 先行開発部 部長 榎本清 氏
右：自動運転事業開発部 事業企画部 企画課 主事 下平真武 氏

パイオニア株式会社 川越事業所
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カーエレ事業が柱、世界初の
多彩な製品化で高い評価

高度運転支援／自動運転向け
コックピットHMIの開発へ

IVCAの構築とUC-win/Roadベース
のコックピット・デモ機開発



Users Report
ユーザー紹介／第 116 回

Up&Coming116号 ユーザー紹介6

シミュレータの評価と期待、
今後の展開

インビークルコンテクストアウェアネス（IVCA）展示システム
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芝浦工業大学 システム理工学部機械制御システム学科

URL ●http://www.web.se.shibaura-it.ac.jp/tosi-ito/

所在地 ●埼玉県さいたま市

研究内容 ●無意識下のドライバーの運転行動と生体反応の相関／

                      完全自動運転のロボットの開発

システム理工学部
機械制御システム学科
運転支援システム研究室

■芝浦工業大学校舎



Academy Users Report
アカデミーユーザー紹介／第 11回

Up&Coming116号 アカデミーユーザー紹介8

■芝浦工業大学システム理工学部機械制御システム学科 伊東敏夫教授

■芝浦工業大学システム理工学部機械制御システム学科の皆さん
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■UC-win/Roadで作成した首都高データを研究に活用



雁がね橋

橋長 ● 210.0ｍ 幅員 ● 9.7ｍ

橋長 ● 107.0ｍ（三連橋） 幅員 ● 2.6ｍ

由利橋銀山御幸橋（建設時：松の木7号橋）

橋長 ● 190.5ｍ 幅員 ● 19.0ｍ 塔高 ● 50.0ｍ

［秋田県］

Up&Coming116号 橋百選10

横手市の後三年の合戦をモチーフにした「平安の風わたる公園」

には雁の形をしたこの橋のほか、合戦の様子を描写した壁画や源

義家、藤原清衡、清原武衡、清原家衡のブロンズ像があり、遠い昔

の合戦へと想いを馳せることが出来る歴史好きにはたまらない場

所になること請け合いです。長閑な風景も堪らない風情でした。

本橋はPC橋の主桁（ウェブ）のコンクリートを波形鋼板に置き換え

たコンクリートと鋼の複合構造で、日本初の本格的な波形鋼板橋で

ある。斬新な設計と景観や環境に対する配慮が評価され、土木学会

田中賞や土木学会デザイン賞優秀賞を受賞した。

住民から｢ゆりきょう｣と呼ばれ親しまれていた旧トラス橋の老朽化に

伴い県内初の斜張橋に架け替えられた本橋は、主塔や欄干をライト

アップするなど市民にいつまでも愛され続けられるように工夫され

ている。下校時の学生達の雑踏にも橋の世代交代が感じられた。

古
代
へ
の
誘
い
、
未
来
へ
の
架
け
橋

新
構
造
型
式
の
橋

宇宙大橋

橋長 ● 180.0ｍ 幅員 ● 10.25ｍ

橋名は中ノ台沢川を挟んだ｢羽場｣｢中ノ台｣両集落の頭文字から｢羽

中大橋｣と決まっていたそうですが、日本人女性初の宇宙飛行士、

向井千秋氏が数々の宇宙実験で大きな成果を上げられた姿に感

動した村内の子供達から｢羽中｣を｢宇宙｣に・・・との声が上がり、村

の未来の夢と希望を託し「宇宙大橋」と命名されたそうです。橋の

たもとに、氏の宇宙服姿の写真と直筆の記念碑が置かれている。



天狗橋（JH東北縦貫高速道、湯瀬五橋の一橋） ｢きみまちの里｣の遊歩道：みゆきばし

橋長 ● 上り:134.5ｍ 下り:146.4ｍ 幅員 ● 11.2ｍ 橋長 ● 14.0ｍ 幅員 ● 1.45ｍ

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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地
域
住
民
に
愛
さ
れ
る
橋

錦
秋
に
映
え
る
橋

明けましておめでとうございます。

今回は秋田県の橋紹介です。秋田県は、東・南・北の三方を山なみに囲まれ、西は日本海に面して

います。山地と山地の間に盆地が開け、山間を縫うように子吉川、雄物川、米代川の三つの大河

が西流し日本海に注ぎ、河口にはそれぞれ平野が形成されています。男鹿半島、十和田八幡平、田

沢湖など豊かな自然のほか、「大館、角館の桜まつり」、「竿灯まつり」、「火振りかまくら」など四

季を通して行事・観光イベントも多く、まさに「美の国あきた」と言われる所以です。ここでは流通

の主役は明治半ばまでは河川を利用した舟運であったため、古来からの有名な橋、歴史に名を残

す名橋、奇橋はありませんが、取材の旅で特に印象深い橋を紹介させていただきます。（H）

湯瀬五橋は奥羽山脈と出羽丘陵が形成する急峻

な渓谷地帯・鹿角市湯瀬に架かる東北道の大規

模な五橋である。当橋のほか八幡平橋、渓谷橋、

笹の渡橋、居熊井橋がある。いずれの橋もそれ

ぞれの地形、景観に調和し、特に錦秋の候、国道

282号から見える景色は秀逸である。

明治14年、当地(能代市二ツ井町）を訪れた明治天皇が下を流れる米代川と対岸の七

座山の美しさに感動し｢ 后阪(きみまちざか)｣という名称をつけました。また、この地

で長旅を気遣う皇后の手紙が天皇の到着を待っていたと言い伝えられています。皇

后の気持ちを和歌にしたこの手紙は天皇への恋文でした。このエピソードに因んで建

てられた｢恋文神社｣は隠れデートスポットになっている。この｢みゆきばし｣は名前から

察すると明治天皇が渡り初めをさた橋だろうか！？そう考えると感慨も一入である。

坊中橋

橋長 ● 55.0ｍ 幅員 ● 7.0ｍ+2.0ｍ

本橋は世界自然遺産の白神山地や、太良峡への玄関口にありトラ

ス形式は白神の山々をイメージしている。部材は地元の秋田スギ

を使用し、加工も県内の企業が担当した。また主桁などの部材は

強度を得るため集成材には鋼材が挿し込まれた構造になってい

る。前回の宮崎県と同じ「地産地消」である。

馬城橋

橋長 ● 56.0ｍ 幅員 ● 18.0ｍ

「五城目町」は馬の産地である。橋名の由来にもなっており、馬の

姿を抽象化したオブジェが親柱として四隅に置かれている。端の

脇には馬城台があり、その下は公衆トイレとなっている。散歩の途

中で休んだり、町のシンボル五城目城を眺めたり、住民の憩いの場

となっている。取材時も地域の婦人が清掃中でした。

二井田大橋

304.2ｍ 幅員 ● 7.0ｍ+2.5ｍ

東京・渋谷の「忠犬ハチ公」はここ大舘生れの秋田犬で

ある。秋田犬はもともと闘犬や猟犬として飼われていた

が、飼主に従順なうえ品格と威厳を備えていることか

ら、愛犬家を魅了している。市内には秋田犬をテーマにし

た銅像やモニュメントなどがたくさんあり、犬都・大館を

象徴している。当橋の親柱上に設置された像である。
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誌上セミナナー

 洪水リスク解析の基本フレーム

Flood risk = Flood probability × Flood Damage   (1)
Flood risk = Flood probability ＊ Flood Damage  (2)
Flood risk = Hazard ＊ Exposure ＊ Vulnerability  (3)

Hazard = Storm probability  Flood inundation  (4)

Flood risk = Hazard  Exposure  Vulnerability 
= (Storm probability) 
 (Flood inundation Exposure  Vulnerability)  (5)

Flood Damage 
= Flood Inundation  Exposure  Vulnerability   (6)

Flood risk = Storm probability  Flood damage  (7)

Flood risk = Storm probability × Flood damage   (8)

 ハザード解析

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 4回

RISK
Flood Risk Anal ysis

洪水リスク定量化の基礎 その1
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洪水リスクアセスメントのための 入門講座　Vol.4

図1　降雨強度曲線による中央集中型計画降雨の作成
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図2　浸水ハザード曲線の模式図

洪水リスクのミクロ解析

被災建物の資産分析
被災項目の分類

被災項目ごとの損失度曲線
（浸水深－損失度）

浸水ロス関数の作成
（浸水深－損失額） 浸水ハザード曲線

（浸水深－再現期間）

損失ポテンシャル曲線
（再現期間－損失額）

年間リスク密度曲線 

確率密度曲線

浸水リスクカーブ
（超過確率－損失額）

浸水リスクコスト
（年間損失期待値）

＝

降雨強度曲線（再現期間Ｔ）

計画降雨ハイエトグラフ 

２次元浸水氾濫解析 

（乗算） 

（積分） 

ハザード解析 

図3　洪水ミクロ解析のフロー



Up&Coming116号 誌上セミナー14

誌上セミナナー

木造家屋
家庭用品
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図4　損失度曲線
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洪水リスクアセスメントのための 入門講座　Vol.4
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参考文献

1）Chow, V. T., Maidment, D．R., and Mays, L.W.: Applied Hydrology, International Edition, 

New York, McGraw-Hill, p.466, 1988.

ご購入は、フォーラムエイトHPまたはAmazon.co.jp、rakuten.co.jpで！

都市の洪水リスク解析 
～減災からリスクマネジメントへ～



Up&Coming116号 HOT NEWS16

円簿インターネットサービスと建設業界向け開発で協業
会計・業務クラウド「円簿」と早期のサービス開発で合意

FORUM8 HOT NEWS 2016.10-12

HOT NEWSNo. 1
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CRMベストプラクティス賞を連続受賞
～サブスクリプション等のサービス体系移行モデルを評価～

HOT NEWSNo. 2

フォーラムエイト、組込システム開発のファーストシステム事業を譲受
IoT時代のソフトウェア開発事業展開を加速

No. 3

開発分野：

開発実績：

【受賞理由（要約）】

【表彰式・特別講演・事例発表】

HOT NEWS
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HOT NEWS

デザインフェスティバルで新刊書籍3冊を発表！「VRで学ぶ舗装工学」
「フォーラムエイトが広げるBIM/CIMワールド」「安全安心のピクトグラム」

No. 5

「VRで学ぶ舗装工学」

「安全安心のピクトグラム」

「フォーラムエイトが広げるBIM/CIMワールド」

環境マネジメントシステム認証（ISO14001）を取得
ソフト開発、シミュレーション、クラウド技術で環境向上に貢献

HOT NEWSNo. 4

HOT NEWS
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UC-win/Roadおよび関連システムの報道実績

HOT NEWSNo. 7

「パックン＆河北麻友子のあつまれ！VRフレンズ」が2017年1月6日スタート
VRをテーマとしたキッズ向けエデュテインメント番組

HOT NEWSNo. 6

■放送予定（全12回）
放送局：TOKYO MX1　提供：フォーラムエイト
毎週金曜　19：00~19：30　※エムキャスにて同時放送予定

第1回

第2回

第3回～第12回の予定
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■ 脳波を計測するHeadset

Mindwave Mobileは脳の活動を計測できる小型のBluetoothヘッ

ドセットデバイスです。独自の脳波アプリを開発出来、SDKについても

利用できます。使用方法は、センサー先端部(金属部分の電極)が額に

当たるようにセンサーアームを調節し、イヤーループが耳の後ろに来る

ようにセットしたらイヤークリップ（もう一つの電極）を耳に挟みます。

■Mindwave Mobileユニット

頭部センサー

耳センサー

■BrainwaveVisualizer

二つの電極により、脳活動の特性を示すEEG信号が記録されます。

EEG信号の解析を行い、信号コンポーネント、メディテーション係数の

ようなパラメータを抽出できます。使用者がリラックスしているときは

メディテーション係数が高くなり、特定事項に注意を向けいるときアテ

ンション係数が高くなります。脳の活動信号を8つの周波数帯別に分

けて、それぞれの活動信号が自然と揺れ動いて反映されています。

■ UC-winRoadの連携

弊社では、この脳波測定デバイスと連携するUC-win/Roadのプ

ラグインを開発しまして、アテンション係数の数値によって加速（と減

速）を決める形でUC-win/Roadの運転を制御可能としました。集中

すると（アテンション係数の数値が上がる）加速ができ、注意力が緩

慢になると減速致します。ハンドルとペダルを使用しなくても運転でき

る体験が可能となり、ゲーム性もシステム性もあり、展示会にて好評を

博しました。現在、このシステムは、フォーラムエイト東京本社のショー

ルームで展示しています。

■ 将来の活用方向

現在は、展示用システムとして、システム構築いたしましたが、将来

的には、センサーの小型化によるウェアラブル化や、方向性としては、明

確ではありませんが、脳波に関する研究の信頼度が向上することで、実

用化の可能性もあるものと考えています。車両運転ドライバーの脳波状

態により、注意喚起や、車両運動を制御するシステムに応用できるかも

しれません。実際のプロジェクトにおいては、NIRS脳計測装置と連携

したシステム構築事例あります。弊社では、様々なデバイスと連携した

UC-win/Roadによるシミュレータシステムをご提案いたしております。

システム構築について、ご相談・ご質問等、ぜひ、お問合せください。

　   Mind&VR UC-win/Road for Mindwave Mobile MMind&VR UC-win/Road for Mindwave MoHARDWARE
最新デバイス

■脳波ビジュアライザーが表示されながら脳波運転

種別・名称 内容

poorSignalLevel 接続信号の強さ

eSense eSense属性
（0～100までの整数値で大きさを表現）

attention 集中度

meditation 瞑想力

eegPower EEGの強さ：デルタ波、シータ波、アルファ波（高／
低）、ベータ波（高／低）、ガンマ波（高／低）

rawEeg EEGの波状数値

rawEegMulti 1～8のチャンネルのrawEegデータを数値で表示

blinkStrength まばたきの強さ

mentalEffort(BETA) メンタルの強さ

familiarity(BETA) 親しみやすさ

■対応可能な通信項目の一覧

IT TERMS&HARDWARE
INFORMATION

2017-No.1

知っ得 IT用語＆
　　　デバイス情報
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社名・製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。

　   自動運転レベル
■ 自動運転とその課題

近年、世界中で注目を集めている「自動運転」の技術は、主に運

転者の違反が原因である交通事故の大幅な低減や、渋滞の緩和、国

際競争力の強化等における効果を期待されています。「自動運転車

（autonomous car）」とは、「人間が運転の操作を行わなくても自律

的にで走行することが可能な自動車」を指しますが、その実用化に向

けてはさまざまな課題があります。自動運転を実現する技術そのもの

だけでなく、関連する政策の策定と実施などについて検討が必要にな

ります。こういった課題を国家的さらには世界的な枠組みで解決し、対

応を進めていくことを目的として、これまで「自動化」のレベル定義が

議論されてきました。

■ 自動運転レベルの定義

現在、SAE（国際自動車技術会／Society of Automotive 

Engineers International) の定義による6段階の自動運転レベルが

主流として採用されており、自動化の度合いを段階的に高めていくシ

ナリオとなっています。このレベル分けに応じて、各メーカーによる自動

運転車や関連システムの機能向上が徐々に進められ、同時に、実用化

を前提とした道路交通法などの法令整備や、ガイドラインの策定・実

施、インフラ整備、利用者の認知などを十分に図るためのロードマップ

が、関係者間で検討されています。

■ 「官民ITS構想・ロードマップ2016」による見通し

「日本再興戦略2016」においては、「2025年を目途に完全自動走

行システムの市場化を目指し、議実開発等を推進する取組等を加速す

る」との政府方針が出され、次のような取り組みが進められています。

・無人自動走行移動サービスや高速道路での自動走行について、2017年ま

でに必要な実証を可能とする

・2020年までに、無人自動走行移動サービスや高速道路での自動走行が

可能とする

また、「フォーラムエイトデザインフェスティバル2016」の自動運転

コンファランス（2016年11月16日）では、経産省、国交省、警察庁か

ら登壇いただき、「官民ITS構想・ロードマップ2016」に基づいて、各

省庁の管轄分野から見た自動運転の対応状況や国内外での見通しに

ついて、解説いただきました。これらの内容から、自動運転レベルのプ

ロセスと技術・政策の関係についてチャートをまとめましたので、参考

にしていただければと思います。

　   自動運転レベルIT TERMS
知っ得IT用語

■自動運転のレベル分けと関連技術・政策のロードマップ（参考：「官民ITS構想・ロードマップ2016」、2016年12月フォーラムエイト調べ）

100%自動化

技術レベル

ド
ラ
イ
バ
ー
責
任

シ
ス
テ
ム
責
任

走行環境に応じて、運転支援システムがハンドル操作や加減速のいずれかを行うと
ともに、システムによって補助されていない部分の運転操作は運転者が行う。
　関連技術：自動ブレーキ／車間距離の維持／車線の維持 
　開発状況：市販車へ搭載 
　政府の役割：実用化された技術の普及促進／ 正しい使用法の周知 

自動運転レベル1（安全運転支援システム） 　現在（実用化済み）

走行環境に応じて、運転支援システムがハンドル操作と加減速を行うとともに、シ
ステムによってが補助されていない部分の運転操作を運転者が行う。
　関連技術：高速道路でのハンドル自動操作（自動追い越し／ 自動合流・分流）
　開発状況：試作車の走行試験
　政府の役割：ハンドルの自動操作に関する国際基準の策定

自動運転レベル2（準自動走行システム） 　2017年予定システムからの運転操作切り替え要請に対し
て運転者が適切に応じるという条件のもと
で、特定の運転モードにおいて自動化された
運転システムが車両の運転操作を行う。

自動運転レベル3 　2020年まで

システムからの運転操作切り替え要請に対して運転者が適切に応じなかった場合で
も、特定の運転モードにおいて自動化された運転システムが車両の運転操作を行う。
　関連技術：限定地域における無人 自動走行移動サービス (遠隔型、専用空間） 
　開発状況 ：IT企業による構想段階 
　政府の役割：2017年までに必要な実証が可能となるよう制度を整備 ／技術レ
　　ベルに応じた 安全確保措置の検討 ／開発状況を踏まえたさらなる
　　制度的取扱の 検討／ハンドルの自動操作に関する国際基準の策定

自動運転レベル4（高度な自動化） 　2020年まで

高度

レベル0（自動化なし）：ドライバーが常時すべての運転操作を行う。

0%

運転者でも対応可能ないかなる道路や走行環境条
件のもとでも、自動化された運転システムが、常時、
車両の運転操作を行う。
　関連技術：完全自動走行
　開発状況：課題の整理

自動運転レベル5（完全自動化） 2025年目途
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郡上八幡：水とおどりの都

郡上八幡へ

　もうひとつの旅クラブのメンバーが

魅力的な地を訪ねる「もうひとつの

旅」。これまで、瀬戸内国際芸術祭、南

信州、ぶんご大野を研修先としてきた。

第４回となる2016年は、郡上八幡に決

定。正確には「郡上八幡市」は存在し

ておらず、郡上市八幡町。長良川、吉田

川、小駄良川などが合流する清流の町

（写真１）。そして、郡上踊りは、7月中

旬から9月上旬にかけて32夜開催され

る日本一ロングランの盆踊り。4月に9人

で水とおどりの都を訪問した。

　大阪からJRを乗り継いで美濃太田

へ。ここから長良川鉄道で郡上八幡に

向かおうとしたが、少し前に起こった脱

線事故の影響で、美濃市駅で代替バス

に乗り換え。「ゆらーり眺めて清流バ

ス」は、ところどころで乗客を降ろしつ

つ、長良川鉄道の鉄橋を眺めたりしな

がら、北上していく。我々は郡上八幡駅

で降車した。

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36回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回は郡上八幡の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，神戸市都市景観審議会委員，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 水舟 ２ 備前屋の前で
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まちあるき

　備前屋にチェックイン。そして、郡上

八幡まちなみ観光案内人に案内しても

らいながら、城下町をまちあるき（写

真２）。話題の中心はやはり水との関わ

り。

　観光バスが集まる城下町プラザから

歩き始めてすぐに出会ったのが、アス

ファルトの道端に勢いよく流れる水路。

ところどころに、水路の水を堰き止める

堰板が置かれてある（写真３）。国の重

要伝統的建造物保存地区に指定され

ている、職人町、鍛冶屋町を歩いてい

ると、家の中から住人が出てきて、堰板

で水を堰き止めて水を溜めて、何か洗

いものをしている。これが日常の風景な

のだそう。この辺りは、過去の大火の経

験から、水路は防火目的で張り巡らさ

れ、家の軒下には火の用心バケツや半

鐘が吊るされていた。間口の狭い、袖

壁が続く家並みも印象的であった（写

真４）。

　本町まで南下。桜間見屋で買った特

辛の肉桂玉を頬張りながら石畳を下り、

「日本名水百選」第1号に選ばれた湧

き水「宗祇水」へ。石で築かれた水場

は、湧口から水源、飲料水、米等洗場、

野菜等洗場、さらし場（食器等の洗浄

場）の順となる（写真５）。小駄良川に

面した家並みは、川側から見ると3階建

てだが、道路側からは2階建てと独特。

背後に迫った山並みが、家並みの垂直

性を助けている（写真６）。

　宮ケ瀬橋を渡る。ごつごつとした岩

盤の上に建物がしがみついている風

景。郡上八幡旧庁舎記念館を抜けて、

いがわ小径へ。民家の裏手、鳥谷用水

沿いに続く、幅1mの小さな生活道路。

今も、洗濯物の濯ぎ、芋洗いなど生活

の一部として水路を利用している。鯉、

イワナ、ニジマスが寄ってきた（写真

７）。つい11月には、皇太子ご夫妻が御

来町され、いがわ小径を散策された。

　新橋は、夏になると子供たちがここか

ら川に飛び込む。聞くと、橋から水面ま

では12ｍもあり、高飛び込み競技の10

ｍを上回るほど。川面を覗いてみたが、

とてもとても無理な高さであった。

４

５

６
３ 水路の水を堰き止める堰板　４ 職人町　５ 宗祇水

６ 小駄良川に面した家並み　７ いがわ小径

３

７
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食品サンプル生みの親

　レストランやカフェの入り口には料理

のサンプルが並んでいるものだが、こ

の事業化に初めて成功したのが八幡町

出身の岩崎瀧三。1932年、大阪市に食

品模型岩崎製作所を設立。第一号は

オムレツだったそうだ。今では、食品サ

ンプルは芸術と外国人にもてはやされ

るようになった。郡上八幡では食品サ

ンプルづくり体験が観光資源として定

着しており、街角でサンプルを見つける

のも楽しい。例えば、郡上で一番古い

酒屋・上田酒店にはゴジラとモスラの

フライが並んでいた。加えて、上田酒店

の吹き抜けは見事であった（写真８－

１０）。

空き家リノベ

　他の都市と同様、郡上八幡の市街地

には約350件もの空き家があるそうで、

（一社）郡上八幡産業振興公社「チー

ムまちや」が、八幡町内の空き家の改

修に取り組み、以下の3つのテーマで利

活用を進めている。空き家拝見ツアー

も行われているそうだ。

･  暮らし町家：郡上八幡へ移住を決め

た方、郡上八幡でお店をやりたい、起

業したい方に、空き家をチームまちや

で改修し、賃貸物件として貸し出す。

･  お試し町家：郡上八幡に住んでみた

いが、知り合いがいない、仕事が決

まっていないと迷っている方に、1～

3ヶ月住める賃貸物件を。

･  お仕事町家：郡上八幡の町家にオ

フィスを移したい、自然豊かな環境の

中でテレワークを行いたいと考える

企業の方向け。

　町家「玄麟」で空き家対策について

レクチャーして頂いた後、町家をリノ

ベーションした物件をいくつか見学さ

せて頂いた。郡上おどりの必須アイテ

ム、「手ぬぐい」と「踊り下駄」のアトリ

エ・ショップを（写真１１）。

･  「Takara Gallery Workroom」：郡上八

幡発祥のシルクスクリーン印刷によ

る、手づくり手ぬぐい体験の場。シ

ルクスクリーン印刷という古い産業を

新しい目線で多くの人々に知ってもら

いたいという想いが込められている。

･  「郡上木履」：郡上の山で育ったヒノ

キを活用し、木の削り出しから鼻緒

すげまで、一貫して郡上内で行って

いる。踊りにも使える丈夫な踊り下

駄を制作・販売されている。鼻緒は、

「Takara Gallery Workroom」で制作

した手ぬぐいとお揃いで揃えることも

できるそうだ。

國田家の芝桜

　八幡町から車でドライブして、郡上市

明宝地域にある、國田家の芝桜へ（写

真１２）。國田家のおばあちゃんが、

1961年に実家から一株の芝桜を持ち

帰って自宅裏の桑畑に植えたのが始ま

り。以来、たった一人でコツコツと花を

植え続け、管理してきた結果、2500m2

に及ぶ、見事な芝桜のじゅうたんと

なった。現在は「國田家の芝桜を愛す

る会」が結成されて、地元の方がボラ

９

８

10
8-10 上田酒店

11 「郡上木履」
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ンティアで維持されている。訪れた4月

は丁度見頃で、観光客向けに、露店が

出ていた。この辺りのソウルフードで、

最近はB-1グランプリに参加している、

鶏ちゃん焼きの露店は楽しく、そして美

味しかった（写真１３）。

　その後、村おこし事業として掘り当

てられた、明宝温泉に浸かる。この、湯

星館では、地域内で放置された間伐材

を薪として加工して、木質バイオマスボ

イラー燃料として活用し、灯油に代わっ

て、源泉の加熱、給湯、施設暖房に利

用している。

郡上八幡城

　最後に、司馬遼太郎さんが「街道を

ゆく」で「日本一美しい山城であり、

隠国の城」と紹介された、郡上八幡城

へ。戦国時代末期（1559）、遠藤盛数に

よって砦が築かれた。天守閣は1933年

に再建され、現存する木造の再建城と

しては日本最古。最近では朝霧に浮か

び上がる八幡城が「天空の城」として

話題となった。そして、「天守閣から見

えた風景は、・・・」ときれいに纏めた

かったのだが、実は、帰りの時間ギリギ

リの到着で、天守閣の麓まで何とか辿

り着いて記念写真を撮るのがやっとで

あった（写真１４）。

　次は、盆踊りの時期に来たいものだ。

13 鶏ちゃん焼き 14 郡上八幡城

12 國田家の芝桜
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CGレンダリングサービス
®

　今回は、郡上八幡と言えば有名な、清流とお城をメインに作成
しました。霧に浮かび上がる郡上八幡城、それに夏には子供たち
が飛び込む吉田川と新橋を表現しています。水の町を表す御用
用水、やなか水のこみち、また、郡上八幡の町並みの特徴のひと
つである袖壁を表現。格子が残る古い家並みと美しい水路、石畳
を作成しています。

VR-Cloud® 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog36.htm#city

「郡上八幡」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・郡上八幡  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・

郡上八幡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。

御用用水と袖壁 新橋から郡上八幡城やなか水のこみち

郡上八幡城
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　リオデジャネイロ・オリンピックで日本

代表選手が、史上最多41個(金12銀8銅21)

のメダルを獲得したこともあり、常に人気

のある野球やサッカーや大相撲だけでな

く、水泳、柔道、レスリング、それに卓球、バ

ドミントン、カヌー……といった競技の話題

も、テレビや新聞で取りあげられるように

なった。

　このスポーツの人気は、2020年の東京オ

リンピック・パラリンピックに向けて、ます

ます盛りあがっていくことだろう。

　が、ここでひとつ注意したいのは、どれ

だけスポーツ人気が高まったところで、わ

れわれ日本人はスポーツのことをあまり知

らない……という事実である。

　たとえばバレーボールって
どういう意味？と訊かれて、答え
られる人がどれくらいいるだろう？ また、

ドッジボールは誰もが子供の頃に遊んだ

経験があるだろうが、それは、どういう意

味？ と訊かれて、あなたは答えられます

か？さらに、野球の左投手のことを、なぜ

サウスポーというのか？「サウスsouth ポー

paw」は「南の手」という意味。それが何故

「左利き投手lefty pitcher」という意味にな

るのか？

　その答えは……？
　少々ツムジ曲がりの性格を自覚してい

る私は、それらの質問をテレビや新聞の

スポーツ担当記者にぶつけ、彼らが答えに

窮するのを見てニヤニヤ笑うことを趣味に

している。じっさい、彼らのなかで正解を答

えた人には、まだ一人も出会ったことがな

いのだ。

　とはいえ、じつは私も、スポーツライター

という肩書きを名乗りながら、40歳近くに

なるまで、それらの疑問に答えることがで

きなかった……という以上に、そんな疑問

を抱くことにすら気づかなかった。

　そもそもスポーツsportsとは外国語(英

語)で輸入文化。だから日常的にアルファ

ベットを使う人々なら、バレーボールとは 

volleyball のことで、それはテニスのボレー

volleyや、サッカーのボレーシュートvolley 

shootと同様、ボールが地面に落ちる前に

空中に弾き返す行為であると難なく理解す

ることができる。

　ドッジボールのドッジdodgeも「避ける」

という意味で、それがボールに当たらな

いように避ける遊びだとわかる。さらにメ

ジャーリーグの野球チームのロサンゼル

ス・ドジャースdodgersが、かつてはニュー

ヨーク郊外の下町ブルックリンのチーム

で、細い道に大きなトロリー・バスが走り、

道ばたで遊んでいる子供たちに向かって母

親が常に「ドッジ！ドッジ！(避けろ！)」と叫

んでいたので、ブルックリンの子供たちの

ことはdodgersと呼ばれるようになり、野

球チームの名前にまでなった……というエ

ピソードにもつながる。

　ところがアルファベット(英語)を日常的

に使うことのない我々日本人は、バレー

ボールと言えばネットを挟んでボールを打

ち合う球技、ドッジボールと言えばボール

をぶつけ合う遊び、という程度にしか理解

しないまま、サウスポーsouthpawも正しい

意味などわからないまま、「左利き投手」

のことと思い込んでしまうようになってし

まった。

　じつはサウスポーとは、ナイター設備の

ない時代に、西日が右打者の目に入らない

よう、「本塁から二塁方向は東北東を理想

とする」と野球場の方角がルールで定めら

れ、左投手の手pawが南southから出てき

たためsouthpawという言葉が左利き投手

のこととなったのだ。

　ほかにもスポーツには、我々日本人が意

味を知らないまま使っている言葉が山ほ

どある。フットボールfootballなら何となく

「足foot」を使うボールゲームだとわかる

が、では、サッカーsoccerとは、
どういう意味？
　それは次回に書くことにして、言葉の意

味がわかってくると、スポーツは、ますます

面白く楽しめるようになってきますよ。

バレーボールって
どういう意味か知ってますか？

vol.79

1952年京都市生。東京大学教養学部中退。在籍中よりスポーツ、音楽、演劇、映画に関する評論執

筆活動を開始。小説も発表。『京都祇園遁走曲』はNHKでドラマ化。静岡文化芸術大学、石巻専修大学、日本福

祉大学で客員教授、立教大学大学院、筑波大学大学院で非常勤講師を務める。主著は『スポーツとは何か』『ベー

トーヴェンの交響曲』『マーラーの交響曲』(講談社現代新書)『彼らの奇蹟－毛作スポーツ・アンソロジー』『９回

裏２死満塁－素晴らしき日本野球(新潮文庫)など。TBS『ひるおび！』テレビ朝日『ワイドスクランブル』BSフジ

『プライム・ニュース』フジテレビ『グッディ！』NHK『ニュース深読み』など数多くのテレビ・ラジオの番組でコメ

ンテイターも務めるほか、毎週月曜午後５－６時ネットTV『ニューズ・オプエド』のMCを務める。
公式ホームページは『Camerata de Tamaki（カメラータ・ディ・タマキ）』http://www.tamakimasayuki.com/スポーツ評論家  玉木 正之（たまき まさゆき）

スポーツ編（第１回）
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Vol.26

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

®

高品質なソフト提供、クラウドサービス提供で環境向上に貢献

®

関連リンク：FORUM8ランチャー　http://www.forum8.co.jp/product/f8-launcher.htm
　　　　　 プレスリリース　http://www.forum8.co.jp/forum8/press/press161014.htm 

ゲームモード
ゲームゲームモードモードでは2では2種類の種類のゲームゲームが楽しが めますす。。

・Virusrus CrCrashash
大企大企業のメ業のメインコインコンピュンピューターータ にウィルスが侵入！入！仮想空仮想空間を走間を走るコレるコレ
クタクターに乗ーに乗り善玉り善玉菌を回菌を回収してランデブーポイントに向かに向かえ！え！

・Ca・Cat Lt Labyabyrinrinthth
ボクボクは黒猫は黒猫。片思。片思いいの白猫ちゃんはブロックで囲まで囲まれたパれたパズル空ズル空間の間の
向こ向こうにいうにいる。パる。パズルを解いて白猫ちゃんのんの元に向元に向かおうかおう！！

今後の開発予定
・新しい問い合わせ方法、CHCHATシATシステムステムのサポのサポートートート
・問い合わせ支援ツールの改訂改訂と統合と統合 
・クリッカブルマップのデザイン更新更新

製品管理機能
製品管製品管理画面では以下の項目をご確認いただけます。

・ご・ご購入いただいた製品の一覧

・ご・ご購入いただいた製品のサブスクリプション終了までのでの日数 日数 

・製品のリリース情報等、フォーラムエイトからののお知らお知らせ表示せ表示

FORUM8ランチャーの使用で、ライセンス情報の報の確認が確認が容易に容易になり、なり、ライライ
センス期限切れにより製品が使用できなくなるるというという事が起事が起きにくきにくくなりくなり
ます。また、アップデートできる製品も見逃し逃しにくくにくくなりまなります。す。

「FORUM8サブスクリスクリプショプションサーンサー
ビス」の一部部としてとして、FO、FORUMRUM8ラン8ラン
チャーを無償無償でご提でご提供。購供。購入済入済み
製品のの起動、起動、製品管製品管理を行理を行えますえ 。

Virus Crash Cat Labyrinth

FORUM8ランチャー

FORUM8



Arcbazar ProjectVR

VR-Cloud
VR

Arcbazar支援サービステストケース
3 2016/2/16

10
29

コンペ開催結果

Arcbazar支援サービス 

価格例

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

VRを活用して自主簡易アセス（環境影響評価）を実施。太陽光パネル反射光シミュ
レーション、日照・日陰シミュレーション、緑視率計算などが行えます。アセスメントを
コンペの要件に加えたり、応募案を評価する際の基準にすることも可能です。

Sim Sim

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

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

1st 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。

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
USA

2nd2nd

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。

フォ

1st

TAKANAWAハウス 
ファサードコンペ

応募総数：29件1st
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。

TAKANAWAハウス 
外構コンペ

応募総数：13件

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。

動線計

1st

本社ショールーム 
インテリアコンペ

応募総数：8件

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

VR

VR

Arcbazar MIT Imdat As Web

15,000 5,000

仮想オバマ記念館コンペ

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

VR-Cloud®による敷地データ 審査の様子

自主簡易アセス
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■著者：稲垣 竜興
（一般社団法人 道路・舗装技術研究協会 理事長）

■発行：2016年11月

■価格：￥3,800（税別）

■出版社：フォーラムエイト パブリッシング

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

®

VR
 

Skype
 

3D

®

Rhinoceros 3D 3D UC-win/Road 3D
a3s UC-win/Road( )-Rhinoceros ( )

Rhinoceros 3D UC-win/Road

VR-Cloud Rhinoceros VR-Cloud

価格：￥100,000

2015年2月 リリース

Collaboration ￥550,000
Standard ￥336,000

Flash Version ￥336,000
UC-win/Road Adv.標準

3D VR
Web VR

３D・VRをクラウドで！ （登録商標 第 5445551号）

®

®
a3S

ON/OFF

®
VR

VR 3D

◆携帯端末の操作意図、反応処理による
　運転シミュレーション技術
◆携帯端末を用いた運転シミュレーション装置
◆仮想空間情報処理システム

◆a3S：クラウド伝送ライブラリ特許
◆クラウドコンピューティングの
　アーキテクチャ
◆運転シミュレーションの入力デバイス

　

®

目次構成

VR-Cloud®

第Ⅰ編 緒論
1 舗装の歴史
2 舗装の設計
3 舗装の施工
4 舗装の情報化施工

第Ⅱ編 舗装の調査と診断
1 舗装の破損の概要
2 維持修繕の計画
3 維持修繕の実施

発刊！
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NEW ARRIVALNEW ARRIVAL  2016/07 - 2017/012016/07 - 2017/01
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NEW ARRIVALNEW ARRIVALNNEEEEEEEWWWWWWWW AAAAARRRRRRRIIIIIIIVVVVVVVAAAALLNNEEEEEEEWWWWWWW AAAAARRRRRRRRIIIIIIIVVVVVAAAALL新製品／新バージョン情報
※表示価格はすべて税別価格です。

シミュレーション（UC-win/Road、VR-Cloud®）

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

 UC-win/Road Ver.12　▶P.38

新規（Ultimate） ： \1,800,000

新規（Driving Sim） ： \1,280,000

新規（Advanced） ： \970,000

新規（Standard） ： \630,000

・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／
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
・周辺車両制御拡張、他車検索機能追加　
・2Dビュー拡張、車両リポジション対応
・オーディオ出力デバイス選択、ホーン、後退、ウインカー、移動物任意体効果音追加

'17.01

Kinectプラグイン
▶P.39　　　　　　　　         新規 ： \232,000

・KinectTM Sensor for Xbox、Xtion Pro、Xtion Pro Liveに対応
・KinectTM For Windowsシステム連携 '16.12

Oculus Rift プラグイン
▶P.38　　　　　　　　         　新規 ： \50,000

・Oculus Rift CV1対応　　
・描画安定性向上 '16.12

UAVプラグイン・オプション Ver.2 

新規 ： \300,000

・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

'17.01

3DCAD Studio®連携プラグイン
  UC-win/Road Standard標準

・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
'16.10.25

電子国土地図サービスプラグイン
新規 ： \80,000

・国土地理院が公開してい地理院タイルをUCwin/Roadにインポート。
'16.10.25

Simulink連携オプション・プラグイン 

新規 ： \400,000

・UC-win/Road Simulinkブロック提供
・UC-win/Road 通信用Simulinkブロック提供
　　インプット：ゲームコントローラ操作量、自車路面情報、環境情報
　　アウトプット：自車物理量

'17.01

HUD(バーチャルディスプレー）
プラグイン・オプション     新規 ：¥300,000

・ミラーや別の視点の映像をメイン画面に表示、3D空間内の3Dスクリーンとして活用。
・複数プロジェクタ使用時のエッジブレンディングに対応。マスク機能としても活用可能。 '17.01

カメラセンサー基本

プラグイン・オプション     新規 ：¥800,000

・レンズ特性に応じた映像生成機能、クラスター構成対応
'17.01

OpenFlight変換

プラグイン・オプション   　新規 ：¥400,000

・UC-win/Road 3D空間OpenFlight形式出力
・３DモデルとしてのOpenFlightファイルインポート '17.01

DSコース変換
プラグイン・オプション    新規 ： \400,000

・道路線形・横断面・車線頂点データ出力、頂点間隔設定機能
・CarSim、CarMaker対応 '17.01

環境アセスプラグイン・オプション 
新規 ： \350,000

・太陽光パネル反射光チェック、緑視率計算
'17.01

ログデータUDP受信
プラグイン・オプション    新規 ： \300,000

・UC-win/RoadのログUDP情報を受信
'17.01

スピードメータ表示(独立モニター表示)

プラグイン・オプション    新規 ： \300,000

・別画面でのダッシュボード各情報表示
'17.01

シミュレーションリアルタイム連携
オプション   　　　　　　新規 ： \500,000

・交通と自動車の情報をリアルタイムにサードパーティアプリケーションから送受信
・マルチユーザクラスタ構成で複数車両にも対応　・システムオプション '17.01

ステアリングトルク制御オプション  
新規 ： \900,000

・外部命令に応じたハンドルトルク制御
・システムオプション '17.01

CAN信号連携オプション 
新規 ： \900,000

・CANインタフェースを用いたリアルタイム情報送受信
・システムオプション '17.01

A/Dボード連携オプション 
新規 ： \1,800,000

・A/Dボードインタフェースを用いたリアルタイム情報送受信
・システムオプション '17.01

レーザーセンサーオプション  
新規 ： \1,800,000

・レーザモデル定義、点群・距離データ生成と送信機能
・システムオプション '17.01

HIL連携オプション 
新規 ： \1,800,000

・自車情報受信と可視化　　・ログ出力・自車路面接地点、他車、環境情報出力
・運転開始・一時停止・停止制御機能　・システムオプション '17.01

カメラセンサー連携オプション  
新規 ： \2,000,000

・外部システムへの映像リアルタイムの出力
・カメラ姿勢制御、レンズ特性カスタマイズ　・システムオプション '17.01

 は新製品です。
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FEM 解析

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

Engineer's Studio® Ver.6

新規  （Ultimate)： \1,920,000 

新規 （Ultimate（前川モデル除く））： \1,230,000 

新規（Ultimate（ケーブル要素除く））： \1,590,000

新規 （Advanced）：¥840,000

新規 （Lite）： ¥570,000  

新規（Base） ：¥369,000

・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 

'16.09.12

WCOMD Studio Ver 1.1
▶P.42　　　　　　　　　　　　　　　新規 ： \1,200,000 

・「「2012年制定コンクリート標準示方書［設計編：本編］9編非線形有限要素解析による照査」の損傷
指標「偏差ひずみ第2不変量」と「正規化累加ひずみエネルギー」の算出 '17.01

FEMLEEG Ver.7　

新規 （Advanced）： \1,590,000

新規 （Standard）： \1,180,000

新規 （Lite）： \550,000

・Enginner's Studio®へのエクスポート機能を追加 
・輻射解析の機能を追加  　　・等価節点力の出力に対応 
・大規模な伝熱解析モデルの読み込み速度が改善  　　・反力値出力を拡張 
・直接法に非正定値マトリックス/正定値マトリックスの指定を追加 
・DXF変換の3DFACE→CAD面への変換を改良 

'16.09.28

地盤の動的有効応力解析（UWLC）英語版 Ver.2

新規： \1,260,000

・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

'16.12.16

構造解析／断面

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

RC断面計算 Ver.8

新規 ： \143,000

・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 

'16.07.29

橋梁下部工

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

橋台の設計・3D配筋 Ver.15

新規 ： \389,000

・近畿地方整備局の設計点検チェックシートのエクスポートに対応 
・深礎フレーム連動において、底版骨組みモデルの荷重連動に対応 
・設計要領準拠のパラレル翼壁に、活荷重、風荷重、衝突荷重の対応 
・胸壁前面突起部、桁かかり部（竪壁前面突起部）をコーベルとして設計に対応 
・設計調書において、落橋防止作動時の書式を追加 

'16.10.03

ラーメン橋脚の設計・3D配筋 Ver.3

新規 ： \550,000

・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 

'16.08.04

基礎工

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

基礎の設計・3D配筋 Ver.2

新規（Advanced） ： \530,000

新規（Standard） ： \421,000

新規（Lite） ： \284,000

【Advanced版】
　・杭基礎：異種杭混在に対応
【Standard版】
　・鋼管矢板基礎：仮想井筒梁解析モデル拡張
【Lite版】
　・杭基礎：ハイスペックマイクロパイルに対応
　・杭基礎：橋脚基礎時の方向ごとL2計算方法指定に対応
　・杭基礎：高耐力マイクロパイルのKv算式中の対数式を改善
　・杭基礎：出力及び許容塑性率の取り扱いを改善 
　・液状化：計算書、ヘルプ図、入力イメージ図を改善
　・共通：結果一覧計算書への一般事項の出力の対応

'16.11.08

深礎フレームの設計・3D配筋 
▶P.45

新規（Advanced） ： \570,000

新規（Standard） ： \470,000

新規（Lite） ： \400,000

【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

'16.10.26
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仮設工

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

仮設構台の設計・3DCAD Ver.8

新規（Standard） ： \440,000

新規（Lite） ： \284,000 

【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 

'16.09.15

土留め工の設計・3DCAD Ver.14

新規（Advanced） ： \500,000

新規（Standard） ： \420,000

新規（Lite） ： \264,000 

【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

'16.08.09

道路土工

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

控え壁式擁壁の設計計算 Ver.5
新規 ： \143,000

・限界状態設計法対応
・ケース毎の照査方法選択対応

'16.07.05

道路標識柱の設計計算 Ver.2　▶P.47
新規 ： \173,000

・添架式標識の計算に対応　・土被り厚を考慮した計算に対応（直接基礎・杭基礎）
・直接基礎のフーチング照査に対応

'16.12.19

水工

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

マンホールの設計・3D配筋 Ver.6
新規 ： \264,000

・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

'16.08.02

ＢＯＸカルバートの設計・3D配筋（下水道耐震）
Ver.11▶P.48

新規 ： ¥306,000

・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 
・下水道施設での頂版バネ設置　・曲げ耐力の算出方法（N一定／M/N一定）の指定対応 
・部材非線形解析によるL2断面力算出(L2非線形解析オプション) 

'16.12.01

柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.10  

新規 ： ¥470,000

・本体縦方向において補修・補強への設計(コンクリート増厚工法、鋼板接着工法)に対応。 
・スパンに設置するブロック函体数の上限を5ブロックより10ブロックに拡張。 
・弾性継手を設けたモデルにおいて継手毎（スパン間）のバネ値個別指定を計算に反映。 
・U型翼壁において底版傾斜型の形状に対応。 
・翼壁の天端2点折れ形状の図面作成（計算と一致した翼壁の図面作成)に対応。 

'16.11.18

配水池の耐震設計計算 Ver.7
▶P.49

新規 ： ¥550,000

・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に対応
・上載荷重および雪荷重の地震時慣性力成分の自動設定に対応
・1997年基準関連
　　・地震時土圧係数を近似式から算定する方法に対応
　　・「配筋の自動設定」機能追加／底版張出し部の骨組モデルを考慮した計算に対応
　　・安定計算における内水のアーム長の取り方を修正
・曲げ応力度照査：「軸力を考慮する／考慮しない」の選択を追加
・せん断応力照査：必要せん断鉄筋量(Awreq)の算出に対応
・側壁断面変化の勾配が極めて小さい場合の骨組モデルを改善
・2009年基準：底版の張出し部について格点の取り方を修正

'16.12

ため池の設計計算 Ver.3

新規 ： \173,000

・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

'16.08.25

地盤解析／地盤改良

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

補強土壁の設計計算 Ver.5　
新規 ： \284,000

・「二重壁ジオテキスタイル」の設計に対応
'16.10.03
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CAD ／ CIM

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

3D配筋CAD Ver. 2.5
▶P.40　

新規 ： \118,000

・鉄筋１本ごとの干渉回避 
・3D配筋状態の画像出力
・躯体・鉄筋の属性入力と出力

'17.01

建築／プラント

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

Multiframe Ver.21.02
新規： \698,000

新規（Advanced） ： \1,097,000

・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

'16.09.14

DesignBuilder Ver.5
▶P.50

新規（Architectural Essentials） ： \187,000 

 新規（Architectural Plus） ： \319,000 

 新規（Engineering Essentials） ： \319,000 

  新規（Engineering Plus） ： \429,000 

  新規（Engineering Pro） ： \660,000 

・LEEDとASHRAE 90.1 PRMの生産性改善
・エネルギープラスシミュレーションをカスタマイズすることを可能にする新しいスクリプトツールセット
・熱と水分の複合シミュレーション
・新たなコストモデリングオプション
・新しい流体熱交換器を含むHVACシステム

'16.10.31

積算

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

UC-1 Engineer’s Suite 積算 Ver.3 
▶P.45

新規（Standard） ： \600,000

新規（Lite） ： \300,000

・国土交通省土木工事積算基準改訂（平成28年度版）に対応
・新土木積算体系改訂（平成28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10月号に対応 

'16.09.14

サポート／サービス

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

FORUM8ランチャー 

無償

・「FORUM8サブスクリプションサービス」の一部として無償で提供
・購入したフォーラムエイト製品の起動、製品管理を実行
・製品管理画面：製品の一覧、サブスクリプション終了までの日数、リリース情報等表示
・ゲームモードでは2種類のゲームを用意

'16.10.03

地震シミュレーションサービス 
▶P.51

価格 ： 別途見積

・主に室内での地震の被害や影響を、UC-win/Roadを用いたシミュレーションでVR表現
・モデル毎に重量、重心高さ、摩擦力、反発力を設定し、重力を考慮した振動・転倒・移動をシミュレーション
・モデルを構成するパーツ単位での接触判定de、物体同士の接触による跳ね返りや物体同士が折重なる
表現、落下の動きを表現
・オブジェクト同士の接続構造を設定することで、ヒンジによる扉の動き、上から吊るされた物体が揺れ
る動き、引き戸が左右に移動する動きにより、臨場感あふれる表現が可能に

'16.11.24

VRゲーム開発サービス 
▶P.52

価格 ： 別途見積

・VRゲームの利用による訴求力の高いプロモーションや効果的な教育・学習コンテンツを企画・提供
・CRAVA社とフォーラムエイトの共同開発で、パッケージ活用でのローコストかつハイスピードなVRゲー
ムコンテンツ構築

ー

UC-1 for SaaS RC断面計算 Ver.3 
UC-1 for SaaS 基本ライセンス ： \4,000/月

UC-1 for SaaS RC断面計算 ： \5,500/月

・断面ケースに対し、並べ替え機能、複数断面力入力に対応 
・限界状態設計法を「土木学会コンクリート標準示方書(2012年制定)」に対応 
・鉄筋材質を2種類に拡張 

'16.11.24

ウルトラマイクロデータセンター®
（UMDC）Ver.4　　　　  価格 ： 別途見積

・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） 

ー

Arcbazar-ProjectVR 

価格 ： 別途見積（コンペ費＋サービス費）

・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

ー

Lily Car 
価格 ： 別途見積

・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。

ー

MAPSs（Micro Aerial Pilotless 
Scanning System）　　価格 ： 別途見積

・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

ー

ビッグデータ解析サービス

価格 ： 別途見積

・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）

ー

NetUPDATE Ver.5.1

価格 ： \34,000

・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

'16.07.07
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製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

新道路橋示方書対応 
▶P.36

・新道示出版に合わせ、対象製品を順次改訂。
順次

UC-win/Road 出来形管理プラグイン Ver.2 ・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 '17.01

UAVプラグイン・オプション Ver.3 ・自動接続、フライトデータログ再表示機能、ジオフェンシング '17.03

OHPASS英語版 ・英語対応 未定

RC断面計算 Ver.9 ・インターフェースの刷新　　・ファイル保存をXML形式へ変更　・平成29年道路橋示方書の対応 '17.03

UC-BRIDGE(分割施工対応) Ver.11 ・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

未定

線形計算（仮） ・線形計算プログラム 未定

斜面の安定計算 Ver.13 【Advanced版】
　・アンカー付きくさび杭工対応
【Standard版】
　・PCフレームアンカー工対応またはシャフト工対応
【Lite版】
　・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

'17.02

アーチカルバートの設計計算 Ver.2 ・下水道地震時検討対応（下水道施設耐震対策指針） 未定

２D地盤線形解析システム ・地盤２D線形解析ソルバー 17.03

車両軌跡作図システム ・CADインポートでAutoCADでも曲線部を読み込みに対応 '17.01

UC-1 for SaaS FRAME Ver.2 ・パッケージ版のマージ　　・サーバ上での確認 '17.01

BCP作成支援ツール Ver.2 ・「駅すぱあと®」※との連携による、鉄道およびバスの運行状況を考慮した職員の通勤可否の確認機能
　※「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
・メールベースでの職員の安否確認、連絡機能
・資産ベースでの被災シナリオの設定、定量的な事業継続計画の評価機能

'17.03

FORUM8ランチャー Ver.2 ・新しい問い合わせ方法、CHATシステムのサポート 
・問い合わせ支援ツールの改訂と統合 　　・クリッカブルマップのデザイン更新 

'17.03

電子納品支援ツール Ver.15 以下の国土交通省の基準に対応。
・工事完成図書の電子納品等要領 平成28年3月　・土木設計業務等の電子納品要領 平成28年3月
・CAD製図基準 平成28年3月　・デジタル写真管理情報基準 平成28年3月
・測量成果電子納品要領 平成28年3月

'17.03

※製品の仕様、 構成、 価格などは、 予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

UNDER DEVELOPMENTUNDER DEVELOPMENTUUUNNNNNDDDDDEEEEERRRRR DDDDDDEEEEVVVVVVEEEEEELLLLLLOOOOOOUUNNNNNDDDDDDEEEEERRRR DDDDDDEEEEVVVEEEEEELLLLLLOOOOO開発中製品情報

サポート／サービス

製品名／価格 製品概要・改訂概要 出荷開始

スパコンクラウド®

価格 ： 別途見積

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

順次

3D配筋ビューア

 無償リビジョンアップ

・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・3D配筋  ／ 橋台の設計・3D配筋 ／ ラーメン橋脚の設計・3D配筋 ／ 
　RC下部工の設計・3D配筋 ／ 基礎の設計・3D配筋 ／ 深礎フレームの設計・3D配筋 ／ 
   プラント基礎の設計・3D配筋 ／ 擁壁の設計・3D配筋 ／ BOXカルバートの設計・3D配筋 ／ 
   BOXカルバートの設計・3D配筋（下水道耐震）／ マンホールの設計・3D配筋 ／ 
   柔構造樋門の設計・3D配筋 ／ 開水路の設計・3D配筋 ／
※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

順次

共通開発機能 ・数量算出計算書のサポート　　・ODF（OpenDocument Format）への対応 順次
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平成28年 新道示の見通し
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プログラムの対応について

®

®

プログラム開発状況

おわりに
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IFC

UC-1連携

3DCAD Studio® UC-win/Road Allplan
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２、３本目の鉄筋に
干渉が発生

２本目の鉄筋に
オフセット設定

2本目の鉄筋の
干渉が回避

1

2

3D 配筋
画像出力

詳細情報は、材料
テーブルから取得
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「UC-1Engineer's Suite 深礎フレームの設計・3D配筋」
をリリース

®

®

®
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●スイート積算体験セミナー
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●深礎フレームの設計・3D配筋セミナー
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Ⅱ
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π
Uh

2

2 ・Sv・Ts・cos
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πH
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πz Ⅰ

●下水道耐震設計体験セミナー
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●配水池・揚排水機場の設計セミナー
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●レジリエンスデザイン・BIM系解析支援体験セミナー

●DesignBuilder体験セミナー
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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12月21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.12  Ultimate  ¥1,800,000

UC-win/Road Ver.12  Driving Sim  ¥1,280,000

UC-win/Road Ver.12  Advanced  ¥970,000

UC-win/Road Ver.12  Standard  ¥630,000

UC-win/Road Ver.12  Multi User Client Version  ¥118,000

UC-win/Road Ver.12  Presentation Version  ¥66,000

UC-win/Road Ver.12  Cluster Client Version  ¥66,000

UC-win/Road SDK Ver.12  ¥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～

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

TRACKS プラグイン ¥173,000

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

騒音シミュレーション プラグイン ¥336,000

駐車場モデル読み込みプラグイン ¥80,000

分類 プロダクト名 新規価格

3Dモデル出力 プラグイン ¥80,000

UC-win/Road DWGツール ¥80,000

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

無料ビューア出力プラグイン ¥75,000

津波プラグイン ¥336,000

OHPASSプラグイン ¥550,000

Oculus Riftプラグイン ¥50,000

OpenStreetMap（OSM）プラグイン ¥75,000

VR-Cloud®プラグイン ¥336,000～

電子国土地図サービスプラグイン ¥80,000

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

Kinect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

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

HUD(バーチャルディスプレー)プラグイン・オプション ¥300,000

カメラセンサー基本プラグイン・オプション ¥800,000

OpenFlight変換プラグイン・オプション ¥400,000

DSコース変換プラグイン・オプション ¥400,000

環境アセスプラグイン・オプション ¥350,000

UC-w
in/Road

プ
ラ
グ
イ
ン

UC-w
in/Road 

別
売
オ
プ
シ
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プ
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は、2016年6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

ログデータUDP受信プラグイン・オプション ¥300,000

スピードメータ表示(独立モニター表示)プラグイン・オプション ¥300,000

シミュレーションリアルタイム連携オプション ¥500,000

ステアリングトルク制御オプション ¥900,000

CAN信号連携オプション ¥900,000

A/Dボード連携連携オプション ¥1,800,000

レーザーセンサーオプション ¥1,800,000

HIL連携オプション ¥1,800,000

カメラセンサー連携オプション ¥2,000,000

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.7 Advanced  ¥1,590,000

FEMLEEG Ver.7 Standard ¥1,180,000

FEMLEEG Ver.7 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

地盤の動的有効応力解析（UWLC） Ver.2 英語版 ¥1,260,000

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

分類 プロダクト名 新規価格

スイート積算 Ver.3 WEB認証  ¥600,000

スイート積算 Ver.3 フローティング  ¥840,000

スイート積算 Ver.3 Lite WEB認証  ¥300,000

スイート積算 Ver.3 Lite フローティング  ¥420,000

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） ¥286,000

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
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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 Ver.2 Advanced  CAD統合 ¥530,000

基礎の設計・3D配筋 Ver.2 Standard CAD統合 ¥421,000

基礎の設計・3D配筋 Ver.2 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 ¥632,000

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 Ver.2 ¥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.11 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.7 ¥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.10 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.5 ¥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.12 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.12 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.12 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.12 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
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xpswmmxpswmm
総合情報 
Vol.46
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●浸水氾濫津波解析セミナー
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●3次元構造解析セミナー

Multiframe
総合情報 
Vol.45

 INFORMATION

for USERS Multiframe
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MaxsurfMaxsurf
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■はじめに 「医療と3D」について

奥山 文雄（鈴鹿医療科学大学）

■講演１ 「マルチモーダル画像のレジストレーション」

大西 峻（千葉大学）

■講演２「空気圧サーボを用いた腹腔鏡手術支援ロボットシステム」

只野 耕太郎（東京工業大学

■講演３「患者特異型手術シミュレータ」

長坂 学（三菱プレシジョン株式会社）

■講演４「拡張現実技術の医療応用」

中口 俊哉（千葉大学）

■講演５「眼科手術と3D」

徳田 芳浩（井上眼科病院）
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InterBEE出展

幕張メッセで2016年11月16日(水)～18日（金）に開催された

InterBEEに協力し、併せてブースを出展して活動を紹介しました。全周

囲型のデザインシミュレーションシステム プロジェクションマッピング

テーブル（表技協、フォーラムエイト共同開発）や、STEM教育に活用可

能な工作キットによるファブボット（ハマナカデザインスタジオ提供）が

大きな注目を集めたほか、InterBEEIGNITONのアンケートで無料配布

された折り畳み式のスマホ向け３Dビューワー（シンクデザイン提供）が

話題となっていました。

URCF実空間メディアワーキンググループセミナー

「実空間メディアとしてのVRを考えるvol.1」

2016年10月3日、フォーラムエイト東京本社セミナールームにて、超

臨場感コミュニケーション産学官フォーラム（URCF）実空間メディア

ワーキンググループセミナー「実空間メディアとしてのVRを考えるvol.1」

が表技協共催で開催されました。参加者は51名で講師によるセミナーに

加えて、今話題のFOVEのHMDのデモもあり、盛況のうちに終了しまし

た。多方面にわたる課題や今後の展開などが新しい視点から議論され多

くの情報を共有することができ大きな成果がありました。

今回の成功を踏まえ、このセミナーの２回目もURCFと共催で計画す

る予定です。詳細は表技協のHPおよびSNSで告知しますので、ぜひとも

チェックしてください。

■講演内容

「実写360°立体撮影の実際」 

株式会社ステレオアイ代表取締役 関谷隆司氏

360°立体撮影原理とカメラの種類、撮影原理

の説明があり現状の課題と今後の課題が報告

されました。

「実写360°2Ｄ映像の2眼視聴の有用性」

URCF実空間メディアワーキングリーダー/表技協会長 町田聡氏

3Dの全体像がイラストで説明されました。また

VRによる年齢制限で見落としている点として

ハードとともにコンテンツも重要であるというこ

とに言及されました。

「HMDにおける視線追跡機能の可能性」

株式会社FOVE Technical Director 佐野元紀氏

新商品のデモとともに特徴、原理の説明と今後

の期待されるアプリケーションの説明と具体例

２件の紹介があり、今後のビジネスへの期待が

語られました。

「VR映像の生体安全性」

 産業技術総合研究所 人間情報研究部門 

感覚知覚情報デザイン研究グループ グループ長 氏家弘裕氏

没入型立体表示によるHMDの映像酔いの仕組

みと実験による映像のヨー、ピッチ、ロールの寄

与度や感覚不一致の事例の発表があり臨場感

とガイドラインの取り決めが必要との見解が出

されました。

講演者によるラウンドテーブル（座長：町田聡氏）

さまざまな方面でVRの飛躍を目指して活躍している専門家の方々

からの活発な議論が展開され安全性と臨場感の両軸から今後の

活動を進めていくことで共有認識が得られました。
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ビジュアルメディアExpo2016 出展

パシフィコ横浜で2016年12月7日(水)～9日（金）開催されたビジュ

アルメディアＥＸＰＯに主催者として協力し、併せて出展も行いました。

ビジュアルコンテンツコーナーでは、表技協会員展示として、フォーラム

エイトから脳波ドライブ、CRAVAからVIVEシステム・Virus Crash VR

ゲームの体験デモを出展しました。表技協ブースでは、模型による円融

寺プロジェクションマッピングの展示を始め、ムービーを中心にさまざま

な活動を紹介。特に、ＶＲを活用して文化財の３Dアーカイブに関連する

活動に興味を持つ来場者が多く見受けられました。

合同部会での会員発表

■第5回「科学技術映画の世界」

発表者：渡辺雄志（映像ディレクター、表技協個人会員）

日 時：8 月1日（月）　会場：フォーラムエイト東京本社

科学技術映像というと昨今はコンピューターを使用したビジュアライ

ゼーションを思い浮かべますが、実はカメラで捉えた映像にも大変力が

あります。発表者の渡辺さんは日本での科学技術映画の老舗である、岩

波映画で長らく演出を担当後フリーで多くの科学技術映像を制作して

きました。スバル望遠鏡やスーパーカミオカンデなどの記録映画をはじ

め、実際の映像を見ながら解説いただきました。

■第6回「映像と実世界を融合する空間映像技術」　

発表者：石川洵（石川光学造形研究所、表技協個人会員）

日 時：9 月 5 日（月）　会場：フォーラムエイト東京本社

「映像とは画面を見るものである」という認識は、映画、テレビの視

聴スタイルとして長年私たちの感覚に刷り込まれてきて、スマホの時代

にも受け継がれています。もし、映像を、単に情報伝達の手段でなく、生

活空間における「モノ」と同等の存在として空間に融合できたら。すなわ

ち映像のモノ化、モノの映像化がクロスオーバーして進めば、映像世界

はもっと豊かなものとなり、また、AR技術もより実り大きいものになる

でしょう。発表者は究極の立体画像「ホログラフィ」よりスタートし、その

経験を生かして現在は空間映像のシステムハードをメインとして、映像

と実世界を融合する仕掛けを開発・製作しています。

■第7回「世界のグラフィックカードと

サイネージ用多画面モデルの紹介」

発表者：林田奈美（サードウェーブデジノス、表技協個人会員）

日 時：11月 7 日（月）　会場：フォーラムエイト東京本社

最新のPascal世代グラフィックカードの概要とデジタルサイネージや

プロジェクションマッピングに使われるグラフィックカードを使った多面

モデルについて講義いただきました。グラフィックカードの動向や現状

について多くの質問が参加者からあり、事例を含め活発な意見交換がな

されました。

■第8回「バーチャルリアリティ昔と今、そして未来-」

発表者：加納裕（ソフトキューブ株式会社、表技協個人会員）

日 時：12 月12 日（月）　会場：フォーラムエイト東京本社

バーチャルリアリティの歴史と変遷についての説明に加えて、HMDの

復活、プレステVRの動向がこれからを左右するなど、現状と将来の展望

について講義いただきました。
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■モバイルVRの構成要素

最先端の3Dコンテンツ技術を紹介

見渡せばVR元年（３）～モバイルVRの実際～



3Dコンテンツニュース
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■モバイルVRの課題

■QUICK360モバイルVRプラットフォーム



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／

BIM/CIM による統合ソリューションの連携イメージと展望
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『フォーラムエイトが広げるBIM/CIMワールド』刊行
BIM/CIMを活用したより広く高度な業務展開のヒントが満載

®
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第1章　建設業に革命を起こしたBIM/CIMとは

第２章BIM/CIMを図面、CG以外に活用しよう

第3章　BIM/CIMモデルを生きたVRシステムに進化させる

第４章　BIM/CIMモデルで　
　　　　　シミュレーションしよう

第5章BIM/CIMモデルを機器やクラウドとつなごう

第6章 BIM/CIMを支える技術力 ～フォーラムエイトの最新技術～

「フォーラムエイトが広げるBIM/CIMワールド」
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Vol.1

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

特定非営利活動法人サインセンター理事長

太田  幸夫

安全安心の
ピクトグラム

新連載
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■富士通、AI技術を活用した都市監視や駐車管理のソリューショ
ンを販売開始

富士通は、市街地や施設内に設置された監視カメラ映像を、同社の

AI技術「Human Centric AI Zinrai」と、スパコン技術で培った高速画

像処理技術を活用し、都市の状況をリアルタイムに把握するソフトウ

エア「FUJITSU Technical Computing Solution GREENAGES Citywide 

Surveillance」と、インテリジェントな駐車管理を実現するソフトウエ

ア「FUJITSU Technical Computing Solution GREENAGES Parking 

Analysis」を１０月３日より発売した。「シティワイド サーベイランス」

は、最先端のAI技術を適用した画像解析により、監視カメラ映像から

車両の車型や車種、人物の着衣タイプなどのさまざまな情報を自動抽

出し、都市全体の動きをリアルタイムに把握する。また、車両や人物以

外の多様な監視ニーズに合わせて、同社のAIエキスパートが高精度な

認識モデルを構築し画像解析機能を拡張するAI学習サービスもあわせ

て提供する。「パーキングアナリシス」は、駐車場満空情報の把握や、

駐車禁止区域のリアルタイム監視など、駐車場の運用効率の改善を支

援する。（2016.10.07／1面）

■NICTがシースルーなプロジェクション型ホログラフィック３D映
像技術を開発

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）電磁波研究所電磁波

応用総合研究室は、独自に開発したホログラムプリンタにより作製した

特殊な光学スクリーンと、今回新たに開発したホログラム映像を投影す

る技術を組み合わせることで、透明なスクリーンにホログラム映像が浮

かぶプロジェクション型ホログラフィック３D映像技術を開発したと発

表した。今回開発した技術は、SLMの解像度に依存せず、特定の観察

位置に対して画面面積と視野角を自在に設計することができ、さらに、

ホログラム映像をほとんど透明なスクリーンを介してユーザーに提示で

きることから、先述の障壁を緩和し、車載ヘッドアップディスプレイやス

マートグラスのホログラム映像化、デジタル３Dサイネージの実現といっ

た実用的な応用が期待できる。近年は、３Dプリンタや３Dスキャン技術

の台頭を受けて、立体映像表示を可能とする〝３Dディスプレイ〟への需

要が高まっている。（2016.10.19／1面）

■スカパーJSATなどが「水中ドローン」による遠隔海洋調査・監視
サービスの実証に成功

スカパーJSATと筑波大学発ベンチャー空間知能化研究所は、10

月17、18日の2日間、伊豆半島須崎沖で「水中ドローン（Remotely　

Operated　Vehicle：ROV）」と衛星IPネットワークを使ったサービス実

証実験を行い、成功したと発表した。今回の実験では、安全で低価格な

深海探査を目的として開発を進めているROVを使用。ROVは遠隔操作

で水中を自由に動き回る水中遠隔ロボットで、浅海から深海における海

中の海洋構造物、海洋生物などの様子をフルハイビジョンで撮影するこ

とが可能だ。映像は光ファイバーにより海上の調査船へ伝送され、スカ

パーJSATの所有する衛星IP通信回線を経由して陸上のデータセンター

まで伝送された。須崎沖での実験では、約深度145㍍の海底の状態や

海中の生物の様子を、調査船とデータセンターを介してリアルタイムで

見ること、そして伝送データをクラウドアーカイブできることが実証さ

れた。（2016.10.26／3面)

■国交省／国交省／i-Construction推進コンソーシアム準備会

国土交通省は、10月18日午前9時から東京・霞が関の中央合同庁舎

3号館特別会議室において、「i-Construction推進コンソーシアム（準備

会）」を開催した。建設現場の生産性向上を図る「i-Construction」を推

進するため、様々な分野の産学官が連携して、IoT・人工知能（AI）など

の革新的な技術の導入や、3次元データの活用などを進めることで、生

産性が高く魅力的な新しい建設現場を創出することを目的としている。

i-Constuctionの推進では、今後、3年以内に、橋梁・トンネル・ダムや維

持管理の工事にICTの活用を拡大すること及び産学官連携の体制に

より、公共工事の3Dを活用するためのプラットフォームを整備し、人工

知能、ロボット技術への活用等を促進するとした。コンソーシアムの体

制については、最新技術の現場導入のための新技術発掘や企業間連

携推進、3次元データ利活用推進のためのデータ標準やオープン化、

i-Constructionの海外展開を目的とし、生産性が高く魅力的な新しい建

設現場を創出。コンソーシアムの会員は民間企業、有識者、行政機関な

どを広く一般から公募する。（2016.10.26／4面）

■パナソニック／ディスプレイ248枚を使った広告収益モデル

パナソニックは、大阪府吹田市の市立吹田サッカースタジアムに国内

のスタジアムでは最多となる２４８枚のサイネージ用ディスプレイを用い

てライブ映像や試合進行と連動するスポーツ演出サイネージシステム

を導入し、一体感のあるスタジアム観戦を目指したエンターテイメント

演出の企画・運営の実証実験を、10月29日の「ガンバ大阪」対「アルビ

レックス新潟」戦から開始したと発表した。実証実験では、「ガンバ大

阪」の協力を得て、試合のライブ映像や選手情報などのスポーツ・コン

テンツを活用して、スタジアム空間での一体感や、観客の琴線に触れる

ライブ演出コンテンツを提供する。映像演出は、市立吹田サッカースタ

ジアムの３階コンコース周辺の柱と壁面、４階のＶＩＰエリア、２階のメ

ガストアに設置した２４８枚のディスプレイを用いたサイネージに、ライ

ブ映像や選手情報などのガンバ大阪の高付加価値コンテンツを表示し

て活用する。例えば、ゴールなどを決めた際には、ディスプレイの全画面

と既設大型ＬＥＤディスプレイを連動させ、スタジアム全体を盛り上げ

る演出を、オペレーターがリアルタイム操作によって行う。（2016.11.07

／4面）

電波タイムズダイジェストVol.9 2016.10 ～12
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。
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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

32
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Ieiri Labo
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®

®

®

●次号掲載予定  
UC-win/Road・VRセミナー

2017年1月19日（木）
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FORUM8

Study Trip

report

FORUM8 

Study Trip 

report Vol.3
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ディーラ・ネットワーク・ニュース

FORUM8 KOREADEALER 
NETWORK

EVENT
REPORT

SimTecT 2016
2016

26-29Sep
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海外イベントレポート

EVENT
REPORT

SIGGRAPH ASIA 2016 MACAO
2016

6- 8Dec
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海外イベントレポート

®

®

®

®

EVENT
REPORT

第23回 ITS世界会議メルボルン 2016
2016

10-14Oct
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国内イベントレポート

｢VR元年｣のインフラ・交通分野をリード 
国の施策に見る今後のニーズ、そこでの
IM&VRやDSによる多様な可能性

30周年記念事業のオープニングにあたり 
広範なVR活用を提案

®

®

EVENT
REPORT

フォーラムエイト デザインフェスティバル 2016-3Days+Eve
2016
15-18Nov
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セミナーレポート

Day1（11月16日） 第17回 UC-win/Road協議会　自動運転コンファランス

次代のモビリティを探る、 
先進のUC-win/Road DS活用の可能性

®

自動運転の実現へ、関係省庁の取り組み

®

動的都市モデルとVR、

プロジェクションマッピングを先進的に融合

Eve（11月15日）　前夜祭
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国内イベントレポート
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国内イベントレポート

「後世に残す我が母校、伏見工業高校」

京都市立伏見工業高等学校

準グランプリ 優秀賞

GRAND PRIXGRAND PRIX グランプリ
「境港市水木しげるロード」

EXCELLENCE AWARDEXCELLENCE AWARD

境港市水木しげるロードの 
リニューアル計画がグランプリに

第15回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド 受賞式 3D3D V
R

V
R

15th15th

審査員特別賞 審査員特別賞 

「ADAS機能体験シミュレーション」

株式会社デンソー

未来開拓賞 道路・舗装技術研究協会 理事長　稲垣 竜興 氏
HONORABLE JUDGE AWARDHONORABLE JUDGE AWARD 審査員特別賞 
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国内イベントレポート

同済大学 三井住友建設株式会社

ノミネート賞

「大型総合交通中枢の
                           交通集散シミュレーション」

株式会社岩崎

「社会インフラVR 
                       ～CIMによる生産性向上～」

「張出し架設工法による
                           橋梁架設シミュレーション」

NOMINATION AWARDNOMINATION AWARD

「歩行VRシミュレータを用いた
                          化学工業地区内での避難訓練と実験」

韓国国立災害管理研究所NDMI

アイデア賞IDEA AWARDIDEA AWARD

「利用者からの視点に配慮した
                                                           スキー場の施設計画」

三井共同建設コンサルタント株式会社

エッセンス賞ESSENCE AWARDESSENCE AWARD

国

「津波迅速避難教育システム」

秋田県産業技術センター/ 秋田大学

地域づくり賞 NPO 地域づくり工房 代表　傘木 宏夫 氏
HONORABLE JUDGE AWARDHONORABLE JUDGE AWARD 審査員特別賞 

®
®

®

「オバマ記念館コンペでの作品表現」

Arcbazar

デザイン賞 日本大学 理工学部 土木工学科 教授　関 文夫 氏
HONORABLE JUDGE AWARDHONORABLE JUDGE AWARD 審査員特別賞 
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国内イベントレポート

Day2（11月17日）　第17回 UC-win/Road協議会

Day1（11月16日） 第17回 UC-win/Road協議会　出版書籍講演

国内外から多様なデザインや 
VR活用の新提案

®
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国内イベントレポート

Day2（11月17日）　第9回 国際VRシンポジウム
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国内イベントレポート
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国内イベントレポート

Arcbazarと自主簡易アセスを融合する新提案

Day2（11月17日）　第17回 UC-win/Road協議会

Day2（11月17日）　第2回 最先端表技協・最新コンテンツセッション・CRAVA社



Up&Coming116号News & Events 99

国内イベントレポート

第4回 学生クラウドプログラミングワールドカップ公開プレゼン／表彰式

火災事故の避難訓練システムが 
ワールドカップ賞に

®

ワールドカップ賞

「Fire Plugin」
   - Simulation of Influences of
                                     Director Action in Fire Accident

World Cup AwardWorld Cup Award

「Leap Motion Controller」
チーム名：Unknown Legion（上海大学、中国）

審査員特別賞
Environmental Design

and IT Award
Environmental Design 

and IT Award
実行委員長、大阪大学 大学院工学研究科  准教授　福田 知弘 氏

Tap

Swipe

Touch

Circle

「Sketch it !」

チーム名：Super3D（上海交通大学、中国）

ニュージャージー工科大学 建築デザイン学部 准教授　楢原 太郎 氏

Best Interface AwardBest Interface Award 審査員特別賞
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国内イベントレポート

土地の複雑な問題に対する提案が 
ワールドカップ賞に

第6回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド 公開プレゼン／表彰式

ノミネート賞

Intelligent Transportation Research Center
（武漢理工大学、中国）

「Driving Simulation with Real  
                                       Vehicle Interface」

YOU
（上海海事大学、中国）

「JumpFly !!!」

Nomination AwardNomination Award

「Development of graphical 
　　　　　　    programming interface」

チーム名：Hua cheng（上海交通大学、中国）

フォーラムエイトVR開発テクニカル・マネージャ　ペンクレアシュ・ヨアン 氏

Best Practice AwardBest Practice Award

「The Early Warning Plugin of Ponding」
チーム名：HateRainyDays（同済大学、中国）

デジタルハリウッド大学大学院 特任教授　羽倉 弘之 氏

Best Environmental
Simulation Award
Best Environmental
Simulation Award 審査員特別賞

審査員特別賞
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国内イベントレポート

ワールドカップ賞

「Green Wave」

、台湾

World Cup AwardWorld Cup Award

「ORIGIN HILLS」

チーム名：Suqreme（芝浦工業大学）

優秀賞

set of evaluation criteria
clue of design

feedback

feedback

analysis

analysis

Melbourne's people have intimate relations with trees.But nowadays,urban development scale is becoming  bigger and bigger.
Or Buildings constructed become higher and higher.Therefore people are lossing interest in the city.
So that we propose the city not only solve the traffic problem like the tram but also recreate the relationship between the human 
and the tree.The city we proposed will bring the people interest in the city and the people may contact the city like the trees.

GoogleEarth RealtimeBoard

FlowDesigner
Rhinoceros Grasshopper

Google Drive Bentley Architecture

Modeling

Space verification/image

Environment  simulationGrasping the site information

Platform of information

LUMION

Twitter FaceBook You Tube

Visualization of community

Get the information in remote areas

Platform of Information storage
having position information

Real-time information
sharing in the team

Sharing and storage 
of files

Platform of modering

Parametoric design

Space verification/Material varification
Create the video for presentation

Wind analysis

UC-winRoad Drive Simulator

AECOsim Building Designer eve rain

Rain water analysis Sunshine analysis

Hill in the form of area there is a residence, inclination that 
can save the rain water efficiently has become a determining 
factor. Place a reservoir under the intersection, aimed such 
forms as to concentrate on the one point.

In the hills, and placed on stage on the ground, it made the amount of 
solar radiation of the gradient. In the strong place of the amount of solar 
radiation is carried out power generation becomes the space for human 
activities is a weak place. The plant was passed through the light to in.

1.PROPOSAL 

2.DESIGN CONCEPT
2-1_Artificial ground 2-2_Natural environment system

FACTORY

HOUSING

SUN LIGHT

RAIN WATER

Elevated issues of LRT will be resolved by the artificial ground. 
Is lifted high trees from the ground is a symbol of this city,and 
caused a lot of people visit the rooftop garden. 

This proposal is to use rainwater and solar architecture 
(factories, housing, etc.). These systems achieve a sustainable
city.

FACTORY

CIRCUIT
WATER
PARK

OFFICESHOWROOM 
CAFE
ROUNGE

Office is illuminated by natural light that is reflected 
by the basin. Car through the highway can see the car 
that is on display in the showroom. Circuit, which is 
provided on the roof is able to test drive a car that has 
been developed in a car factory. In addition, from time 
to time in the circuit, Motor Show is opened. Office 
and showroom connect seamlessly by a cafe lounge.

There is a gentle slope on 
the roof. Rain water flowing 
down from the roof will be 
the water park. Accumu-
lated rain water is carried in 
a residential area. And, to 
use as domestic water.

RAIN WATER

RAIN WATER

RAIN WATER

HOUSING

WATER PARK LIFE WATER

Four of the building is a 
huge filtration device. 
Leverage as living water 
of residential area by 
filtering the rainwater. 
Those of water is carried 
through in the flyover.

RAIN WATER

LIFE WATER

phase0 phase1
Masterplan
Zoing

Volume
study

Planningproblem
institution

Program

study

phase2 phase3 phase4

Master plan

Reading Site

Tool 

Collaboration

Diagram

Building form

Process

Bentley Architecture

Bentley Architecture

Rhinoceros

Grasshopper

Excel

Bentley Architecture Bentley Architecture

Rhinoceros

Grasshopper

Excel

Bentley Architecture Bentley Architecture

FlowDesigner

LUMION

UC-winRoad Drive Simulator

AECOsim Building Designer 
eve rain

RealtimeBoard RealtimeBoard RealtimeBoard RealtimeBoard

GoogleEarth

Twitter

FaceBook

You Tube

Reading information of 

surrounding environment

Studying program with 

Bentley Architecture Studying daylight hours

with AECOsim Building Designer  

Studying Wind analysis

with FlowDesigner  

Studying Building form

with Rhinoceros & Grasshopper  

Studying Flood analysis

with eve rain

Visualization with 

LUMION & UC-winRoad 

Drive Simulator

Enter 

information in 

the modeling

RealtimeBoard

3.Tool cooperation

4.PROCESS CHART 5.MASTER PLAN

6.System diagram

7.Rainwater analysis 8.Sun light analysis

 ORIGIN HILLS

Excellence AwardExcellence Award

「Modern City Farming」

チーム名：Old McDonalds Vertical Farm
（ウェスタンシドニー大学、オーストラリア）

優秀賞

Entrepreneur 
Centre

Sustainable 
Vertical 
Farm

Retail and 
Restaurants

Research and 
Development 

Centre

Modern 
Apartments

Collaborative 
Office Space

Sky-bridge to 
Agricultural 
School 

Dense
Native 
Plant

“Old McDonald had a farm” as the nursery rhyme goes, but 
imagine a modernised farm integrated into a city setting!As a growing Melbourne seeks to provide new

housing stock, it consumes nearby agricultural
land that traditionally fed the city. This means
new sources of produce must be located
further away, increasing the carbon footprint
of the Melbourne relating to food production,
and removing a connection between people
and what they eat. Our team returns food
production to being central to city life.

MODERN INTERACTIVE OFFICE SPACE
Offices located in Lorimer will have shared
open spaces within the building and
additional lobbies along access points to the
sky-bridges. This will create opportunities for
different businesses to gather and collaborate
with each other over a common idea, and
technology will be available throughout the
buildings to facilitate the sharing of these
ideas.
Offices will have vertical green walls internally
and externally, but also wherever feasible
there will be internal fruit and vegetable
producing plants in all shared spaces. These
miniature farms will be monitored by the
office users, but the maintenance and
harvesting will be done by the vertical farm
team.
Entrepreneurs will have access to facilities
that assist in launching their ideas into market.

VERTICAL FARM
Vertical Farming involves combining modern
technology with agriculture. Each of the three
towers will house different types of produce,
all grown through gravity fed hydroponics.
Each floor is double heighted, fully water-
proofed, and electronically monitored to
ensure maximum yields and minimum waste.
Additional features include climate controlled
floors, mobile bee hives for targeted
pollination, complimentary plantings to
reduce pest invasion, mirrored walls to reflect
lighting, rooftop solar powered panels to offset
power consumption, and onsite water filtration
and recycling system.
The vertical farm will produce food for
wholesale, retail and local restaurant
consumption. Importantly, the vertical farm will
extend beyond the building and into nearby
public spaces, creating a greater connection
between people and what they eat.

LIGHT RAIL AND TRANSIT
The pre-existing and dis-used Industrial rail line
will be converted to a new Light-rail line, and
this will be continued along Ingles street,
where it will connect to the existing Light-rail
network at Montague Station, increasing the
walkability of the area.
There will be a network of bike and foot paths,
a bike exchange, and Lorimer will also
connect to the public bus network.
The McDonald Road will divert traffic away
from Lorimer Street, giving easy pedestrian
access to the Yarra River.

SKY-BRIDGES
Lorimer will encourage collaboration with sky
bridges connecting offices to the research
hub, and the vertical farm to the modern STEM
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics) and agricultural high-school.
These bridges encourage engagement and
collaboration with interests that share
common ground and provides opportunity.

RESTAURANTS AND RETAIL
Shopping will be located along Lorimer street.
The top floor will be open to the public with
wrap around views for dinners of all types,
including a public bar, children’s play
equipment, fine dining and casual dining.

PUBLIC SPACE
Lorimer’s open public space will be a great
location for festivals and gatherings. The
square will have numerous places to sit, with
views of a public play area.
On summer evenings, there will be a light,
water and music show that offers a point of
interest for all users of the space.
A shadow wall will be located along the side
of Ingles street bridge which allows people to
explore their own created shadows.

LIVING GREEN
There will be a strong focus on green
technology throughout Lorimer. Beyond a
large network of rooftop solar panels, a
combination of permaculture and passive
solar design principles will be implemented.
Dense tree plantings will be either native to
the region, or fruit producing and maintained
by the Vertical Farm.

Light  Rail 
Station

Bus 
Terminal

Solar 
Panelled 
Roofs

Public Square 
with Light 

and Water 
Feature

Connection 
to Yarra River

Farmable
Public 
Gardens

Sky-bridges 
between 
Office and 
R&D Centre 

Complimentary 
Living 
Amenities

Pubs 
and 
Bars

Excellence AwardExcellence Award

「Melbourne Ripple」
チーム名：Hen-hui studio（国立高雄大学、台湾）

実行委員長、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授　池田 靖史 氏

審査員特別賞
Westgate Freeway: 

underground or overground

LRT track: 
underground or overground

pedestrian/cyclists
landscape

Dock traffic

We planed to use Designbuilder software for the daylighting, shadow and CFD simulation and analysis of 
energy efficiency of the building, in accordance with open window and green land planning.

To test the function performance of transit station that we had designed, we used UC-WIN/ROAD software to simu-
late the changes of flow of road and pedestrian after the transit station was built. We also analyzed the function per-
formance of this building as a transit station through visual simulation from a yacht when sailing on Yarra River.

Too test the function performance of 
latte the changes of flow of road and 
f f h b ld

The Lorimer precinct is part of the Fishermans Bend Urban Renewal Area of Melbourne. It's located between 
Yarra River and the West Gate Highways. Such a geographical location doesn’t allow Lorimer to have a proper 
transportation system and has to intercept it into two. To connect the transportation system and territory of 
Lorimer with its surrounding, we tried to change the pattern of the highway so that road and green land can be 
expanded wider. Also, main buildings of Lorimer was served as transit station for yacht and other public trans-
ports.

The Lorimer precinct is part of the Fisher
Yarra River and the West Gate Highways.

The Lorimer precinct is part of the Fishermans Bend Urban Renewal Area of Melbourne. It's located between 
Yarra River and the West Gate Highways. Such a geographical location doesn’t allow Lorimer to have a proper 
transportation system and has to intercept it into two. To connect the transportation system and territory of 
Lorimer with its surrounding, we tried to change the pattern of the highway so that road and green land can be 
expanded wider. Also, main buildings of Lorimer was served as transit station for yacht and other public trans-
ports.
Exterior design of the transit station combined the totem of aboriginal and the imagery of coral reefs as the 
design concept. Greed land and trees were planted for energy saving and carbon reduction. 

In this project applied software such as Xpswmm, UC-WIN/ROAD to simulate what truly happpened to 
stromwater system, foul water system of floodplain when waters flowed in Melbourne for the purpose of 
analyzing possible disaster relief.

Exterior design of the transit station combined the totem of aboriginal and the imagery of coral reefs as the 
design concept. Greed land and trees were planted for energy saving and carbon reduction. 

Sustainable Development
Award

Sustainable Development
 Award

「ReMelbourne Transfer Station」

チーム名：Reborn（ 、台湾）

NPOシビルまちづくりステーション理事長/シビルNPO連携プラットフォーム副代表　花村 義久 氏

審査員特別賞
In order to represent the features of Melbourne. The design concept of the trans-
portation center is inspired by the image of plentiful shellfish and City Circle Tram 
in Melbourne. The main body of the building is composed of three stacked cylind-
ers. This multifunctional transportation center will become a forest in the heart of 
the city by growing Australian native plants. In addition, the rainwater collection s-
ystem can be used to collect rainwater for irrigation and other outdoor water uses.

ReMelbourne Transfer Station
THE 6th VIRTUAL DESIGN WORLD CUP

˙DESIGN CONCEPT

˙INTRODUCTION
“ReMelbourne” is a redevelopment plan for 
Lorimer precinct.In this plan, a multifunctio-
nal transportation center will be designed b-
y the image of shell spiral. The traffic netwo-
rks include the highway, LRT, and bus transit 
are all considered among a background that 
prioritizes pedestrians and cyclists over veh-
icles for neighborhood access. The function-
s of BIM/CIM and VR will be applied in the d-
esign processes to analysis and simulate the 
transportation, energy consumption, and dis-
aster prevention in this plan.

˙DISASTER PREVENTION
This plan applied “UC-win/Road” and “XPSWMM” to predict inundation are-
a and its water depth caused by possible tsunami. This simulation will assist 
the activity of disaster prevention.

00:03:30

00:10:3000:08:30

00:06:30

˙TRANSFER STATION USABILITY
Due to the traffic chaos, we design a transfer station. This station provide 
tiket office,shops and hotels and comfortable relaxng site for residents.In 
order to cope with the problem.We seperate the trafic system into 2 sec-
tions which are pedestrian traffic flow and car traffic flow.

.

TTRANSFER STATTRA ION USABILITY

Bicycle

Pedestrian

LRT

˙ECO ANALYSIS
The ECO design applied “DesignBuilder to simulate and analysis the energy co-
nservation.The implementation includes the simulations of daylight factors and 
illuminance. In addition,the CFD analysiscalculates the distribution of air proper-
ties of design alternatives.

˙TRANSPORTATION SYSTEM
The plan between Melbourne downton and Port Phillip Bay-Fishermans Bend has a complicated traffic system. In this plan we applied UC-win/Road as the major
 software to simulate traffic system. By means of the simulation result,we propose a feasible and convenient way for people,cyclists,cars, LRT and bus system.

NewValue AwardNewValue Award
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ジュニア・ソフトウェア・セミナー作品賞

小中学生がUC-win/Roadで 
作ったVR作品に歓声が

「The Green Revolution of Lorimer.」

チーム名：ICE-TECH　（交通運輸大学、ベトナム）

ハーバード大学 准教授　Kostas Terzidis 氏

審査員特別賞

「Connecting People Connecting City」

チーム名：LET’S JUMP　（ 、台湾）

台湾国立交通大学 人文社会学部建築研究課 教授　C David Tseng 氏

ノミネート賞

Amphibians
（逢甲大学、台湾）

「The Lung Of Melbourne」

W.D.M.：Watershed Design & 
Management（立命館大学、日本）

「Urban redevelopment  　
　　　    using water space」

M.C.A.A. 
（シドニー工科大学、オーストラリア）

「A Sustainable
　　　　　　    Central City」

5-t-W
（法政大学、日本）

「KULIN GREEN」

審査員特別賞

Nomination AwardNomination Award

BACKGROUND

INTRODUCTION

DESIGN CONCEPT

KEY ISSUE

STRATEGY

Reference http://www.telegraph.co.uk/content/dam/Travel/Destinations/Oceania/Australia/Melbourne/Melbourne-go-yarra-river-xlarge.jpg

SITE ANAYLSIS 

CONCEPT

URBAN DESIGN

TRAFFIC PLAN

pedestrian bridge 

transfer station 

Commercial building 

annular air bridge

greenbelt park 

hill

building 

air corridor

greenbelt park

Humans have traditionally lived near riversides to
maximize their time for relaxation. Proximity to rivers
has benefitted the development of new cultures (
the Ganges in India). It is important to construct space
for relaxation at Fisherman’s Bend in Melbourne,
where a modern business district has been developed.
The construction of this space will entail the
redevelopment of the Yarra riverfront.

1. PeoplewholivealongtheGangesriverinIndia.
2. Fisherman’sBendinMelbournefromthesky.
3. Water contamination in the Yarra river.

The development of this district has similarities with that of
waterfront culture in the United Kingdom. Our riverfront
design draws inspiration from the view of the river Thames.

4. Image of our planned design.

After improving the water quality, many people
will gather and enjoy themselves on the
redeveloped riverfront.

11. Office workers enjoying lunch.
12. Cruising by yacht.
13. Families enjoying themselves.

The new development will
be open until midnight as
well as during the day.
Therefore, an illumination
plan is required so that the
redeveloped area can be
seen.

14. Illumination for
walking in the park

15. Illumination of the
café restaurant

16. Night view from the
inside

17. Ferriswheelview

For purposes of relaxation,
the living space must be in
a healthy environment; in
this regard, therefore, the
water quality must be
improved. However, the
water purification project
will be difficult without
cooperation from residents
of the river basin. Therefore,
we propose to publish an
explanation of the water
purification project using
VR (Virtual-reality tool;

UC-win/Road).

We present a plan to redevelop the
riverfront for relaxation. However,
further work will be needed to enhance
the prosperity of the area, given the poor
water quality on the Yarra River caused
by drainage from living areas and
factories.

5. Before redevelopment.
6. Afterredevelopment(samespot).
7. Caférestaurantonthebridge.
8. Public hall.

We propose purifying the water of
the Yarra River alongside the
redevelopment. In Japan, many
successful cases of water
purification have been reported,
and a number of measures to
address pollution problems have
been implemented.

9. Before water purification.
10. After water purification.

Eco AwardEco Award

Visionary AwardVisionary Award
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GoldGoldGoldGold PrizePrizeGold PrizeGold Prize

SilverSilverSilverSilver PrizePrizeSilver PrizeSilver Prize BronzeBronzeBronzeBronze PrizePrizeBronze PrizeBronze Prize
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社会環境やニーズの変化、これからの公共事
業へのアプローチを探る

®

Day3（11月18日） 第10回 デザインコンファランス　耐震・地盤・水工セッション
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国内イベントレポート

第3回 ナショナル・レジリエンス・デザインアワード 受賞作品

多様な技術提案から技術者教育まで、 
新たな視点に期待

®

®

グランプリ

「PC-壁体による自立式擁壁の高耐震化と
 　　　　合理的な性能照査型耐震設計法の提案」
　　　　－実大実験の実施と高性能FEMファイバーモデルによる照査－

Grand PrixGrand Prix

®
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®

®

「下水道施設に非線形有限要素解析を適用する場合の
                実験結果および解析結果に基づく限界値の設定」

株式会社エーバイシー

審査員特別賞

審査委員長、東京都市大学 災害軽減工学研究室 教授　吉川 弘道 氏

ノミネート賞

株式会社トーテツ

「雨水貯留浸透施設『アクアパレス工法』
                                         における構造特性把握」
                    ―貯留浸透施設の開発における三次元骨組解析の適用―

®

Nomination AwardNomination Award

「ソフト防災への活用を念頭に置いた
  浅水長波方程式に基づく津波遡上シミュレーション」 
                 －津波遡上シミュレーション結果に与える建物のモデル化の影響－

大分工業高等専門学校

®
®

「有限要素法を用いた
           シェル式ローラーゲートの津波荷重による照査」 
　　　　　　　　－扉体構造物の津波襲来時のより詳細な検討のために－

応用技術株式会社

芝浦工業大学 副学長、工学部土木工学科 都市環境工学研究室 教授　守田 優 氏 

審査員特別賞

審査員特別賞

群馬大学 理工学部 教授　若井 明彦 氏 

株式会社三協技術

「既設RCラーメン橋脚の耐震性能照査
                                                       および補強解析」
― 昭和20年代竣工の橋脚に対する合理的かつ経済的な耐震性向上を目指して―

®

日中コンサルタント株式会社 名古屋支店

「揚水ポンプ場における耐震照査」
                                                                          ―ES前川モデルに対する考察―

®

®

「人材育成におけるEngineer's Studio®の活用」
　　                                            －3径間連続鋼鈑桁橋の構造特性把握に向けて－

国土交通省中部地方整備局
道路構造物研究会・橋梁技術研究会

準グランプリ 優秀賞Excellent AwardExcellent Award

Tsunami Protection AwardTsunami Protection Award

Performance-based Design AwardPerformance-based Design Award

Tsunami Risk Management AwardTsunami Risk Management Award
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EVENT
REPORT

GIS学会 企画セッション「IoTとGISが創る超スマート社会」
2016

16Oct

®

®

EVENT
REPORT

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
2016
20-21Oct

Satellite 

Drone 
Goggles 

Sensor 

Pseudo 
GPS 

GIS/Map 
CAD/Drawings 
Database 
Multimedia 

Weather Observation 

Photo 

Sensing 

Mapping 

Boring 

Cyber world 

Real World 

Past Future 

3D Printer 

VRs 3D Models 

CAD DEM 

5th Dimension 

oggles
Plan 
Design 

Digital data 

Historical data 

semantic Narrative 

n

Ontology 

Structure 

Big data 

Ontol

WiFi 

Imagination 

CPSS (Cyber and Physical Spatial Systems) 

IoT GIS  

®W.YAN, KEIO SFC 
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®

EVENT
REPORT

建設技術フェア 2016 in 中部
2016
20-21Oct

EVENT
REPORT

ながさき建設技術フェア2016
2016
26-27Oct

®

EVENT
REPORT

九州建設技術フォーラム 2016
2016
17-18Oct
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®

EVENT
REPORT

Archi Future 2016
2016

27Oct

®

EVENT
REPORT

建設技術フォーラム
2016
10-11Nov

®

®

EVENT
REPORT

建設技術フォーラム2016広島
2016
11-12Nov
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EVENT
REPORT

第19回 関西 設計・製造ソリューション展
2016

5- 7Oct

EVENT
REPORT

第21回 日本バーチャルリアリティ学会大会
2016
14-16Sep

EVENT
REPORT

G空間EXPO 2016
2016
24-26Nov
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EVENT
REPORT

TOKYO GAME SHOW 2016
2016
15-18Sep

®

®

EVENT
REPORT

CEATEC JAPAN 2016
2016

4- 7Oct
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®

EVENT
REPORT

びわ湖環境ビジネスメッセ 2016
2016
19-21Oct

®

EVENT
REPORT

ハイウェイテクノフェア 2016
2016

1- 2Nov

® ®

®

EVENT
REPORT

ビジネスEXPO 2016
2016
10-11Nov
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セミナーレポート

UAVプラグイン・VR体験セミナー
2016

27Oct
SEMINAR
REPORT

®

Arcbazar・環境アセスVR体験セミナー
2016

7Dec
SEMINAR
REPORT
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CIMチャレンジ研修 -CIMSoluthon-SEMINAR
REPORT

®

®

CIM技術セミナー「フォーラムエイトが広げるBIM/CIMワールド」
2016

4- 5Aug
SEMINAR
REPORT

2016
26-28Oct

9-11Nov
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スケジュール（予定）

テテーマ

開催日
第9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3月29日（水）・30日（木）

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
！

春休み
企画ジュニア・ソフトウ

ェア・セミナー

Junior Softwa
reSeminar

Junior Softwa
reSeminar

バ-チャルなルバ-ババ-チバ-チ-チ-チチャルチャルャルなャルなルなルな

3次33次元33次33次元3次元元空間を作ろう空間を作 う！うう空間を作ろうを作ろ次元空次元空元空間元空空間を空間間を作間をを作ろを作作ろう作ろろうう！！

春休み
企画ジュニア・ソフトウ

ェア・セミナー

JuJJu rr SSofSSSSo reeeSemmimmmSSeminarinaarr
unJunioJJ nioJunJunJunioJunioJJJJuunniioorrrrrr ftwartwarS fS fSSofSofofooSSSSSoftSoftSS fffftwttwtwoftoftwwtttwartwarararaaSSS ftftftftSSofofoftftftwfttwtwwaarreeeeeeeeeeeeeeeSem

inarSSS rSemSemSemimiSeSSSSSeeeemmmmmmmmmmSeSSeSSeeemim arrinarinaiinnaaaarrrrrr

小・中学生
向けワー

クショップ
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EVENT
PREVIEW

出展イベントのご案内

® ®

®

2017年6月26日（月）

2017年6月28日（水）

2017年6月30日（金）
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フォーラムエイト賞には、昨年に引き続き中京大学の作品が選定
された。被災地での遠隔操作ロボットを想定し、初心者でも簡単に
操作できるユーザインターフェースを使ってロボットを操作するも
ので、単眼のカメラだがステレオ立体視画像を生成してスマホに

表示し、ヘッドセットに装着してロボット視点で無線操縦できる。ま
た、ヘッドセットの加速度センサにより、操縦者の顔の向きに合わ
せてカメラの向きが変わるようになっている。加速度センサが内蔵
されたボックスを手に持って傾けることで、進行方向を制御し操作
を行う。視野範囲や操作性には改善の余地があるが、一般にこのよ
うな目的でのロボットの遠隔操縦装置は複雑で難しく、開発の方向
性のひとつとして高く評価できる。VRを積極的に活用し、
UC-win/Roadと連携できるようなシステム拡張を期待したい。
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フォーラムエイトのアドバイザーがそれぞれ
の経験や専門性にもとづいたさまざまな評論
やエッセイをお届けするコーナーです。

Vol.6
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Up&Coming116号 フォーラム－総務120

自転車のルールを知っていますか～正しく安全に利用するために～

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

安田病院心療内科、統合医療アール研究所所長   板村 論子（いたむら ろんこ）

はじめに
　2017年1月号から5回にわたり『統合医療

とメンタルヘルス』について紹介します。

現代社会はストレス社会といわれていま

す。心のバランスを崩し、不安や抑うつ状

態から適応障害、パニック障害、うつ病、

統合失調症など心の病気になる人が多く、

特にうつ病の患者さんの増加は社会問題

となっています。統合医療は、最先端医療

と伝統医療や相補・代替医療を融合させ、

患者さん一人ひとりの生きかたにあった医

療を提案しています。すでにメンタルの問

題を抱え薬物療法を受けているがなかな

か薬が減らない、何とか仕事をしているが

眠れない、いつも疲れを感じている、何ら

かのメンタルの『不調』を抱えている、ある

いは身体の不調から自律神経失調症です

よと言われて薬を服用している、このよう

な場合西洋医学に基づく従来の医療だけ

では改善しないことが多いのです。

自分の心と体に目を向けて、健康な心身を

つくるためにどうすればよいのか、統合医

療からメンタルヘルスを考えてみたいと思

います。

統合医療とは
　統合医療とは医療の受け手である「人」

を中心とした医療システムです。

近代西洋医学に基づいた従来の医療の

枠を超えて、種々の相補・代替医療、生き

ていくために不可欠な「衣・食・住」、さ

らには自然環境や経済社会をも包含する

医療です。これまでの従来の医療は「治

療」を目的とする医療供給側からみた医

療でした。近代西洋医学に基づいた疾患

（Disease）に対応して治療が行われてい

ます。そのため高度化・細分化された医療

が提供されていますが、その一方で病気

（Illness）である「人」への全人的な視点

が抜けがちです。受け手である「人」ひいて

は社会からみた医療が統合医療です。病気

になる前に予防する、病気を抱えながらも

よりよく過ごすこと（生活の質の向上：ＱＯ

Ｌ）を目指し、統合医療は従来の治療法を

超えて、遺伝子治療をはじめとする最先端

治療や相補・代替医療をも柔軟に取り込み

ながら、真の意味で「人」のためになる医療

を提供するシステムが統合医療なのです。

人は一生を通じて「健康（Wellness）」と

「病気（Illness）」を行き来します。健康な

状態であれば、そうした「ゆらぎ」を維持

する生活スタイルが大切です。疾患名のつ

いた病気であれば、基本的には近代西洋

医学に基づく従来の医療の範疇ですが、

「未病」であれば相補・代替医療を視野

に入れることも重要です。このような多様

な解決法を、あなた自身が能動的に選択し

ていく。それが統合医療です。図１に示す

ように統合医療では「人」の生老病死に関

わり、健康維持や予防のための食・運動・

睡眠・生活スタイル、そして未病な状態で

は相補・代替医療を取り入れ、病気になれ

ば最先端医療や専門の治療を受けること

ができます。統合医療は「人」の身体症状

だけでなく、心理的、社会的な面を含め、

一人ひとりを診るオーダーメイド医療であ

り、全人的に「人」を診る医療です。

補足；
相補・代替医療（Complementary and Alternative 
medicine :CAM）：厳密な定義はありませんが、一
般に近代西洋医学領域以外のすべての医学や医
療の総称をいいます。中国伝統医学、漢方、アーユ
ルヴェーダ、ホメオパシー、アロマテラピー、鍼灸、
カイロプラクティック、オステオパシー、整体、マッ
サージ、食事療法、植物療法、サプリメント、精神療
法、芸術療法など幅広い分野の手技なども含み、
民間療法として知られているものも多くあります。

ホメオパシー：230年の歴史を持つドイツ発祥の相
補・代替医療です。現在は世界保健機関（WHO）
が認め、世界の80カ国以上で用いられています。特
に欧州では人口の約30％が利用しています。発祥国
のドイツでは75％もの家庭医がホメオパシー薬を
処方しています。ヨーロッパや南米では保険が適用

される国も多くあります。

第１回　これからの医療からみた心のケア

統合医療とメンタルヘルス
新連載（全5回）

図１ 統合医療

図２ キューバの医療システム

Up&Coming116 号 先進の産業医講話122



統合医療先進国
『キューバ』の医療
　次号で世界の統合医療の流れを紹介す

る前に、昨年と今年に統合医療の先進国

ともいえるキューバの医療を視察したので

紹介したいと思います。

　キューバでは1959年、先日亡くなった

フィデル・カストロ、カミーユ・フォルネ、

チェ・ゲバラの3人の指導者のもとに革命

が起こりました。チェ・ゲバラはアルゼン

チン人医師であることから革命後、健康・

医療システムの構築は教育とともに最も重

要な国策となっています。キューバの医療

水準は高く、幼児死亡率 1000人あたり4.2

人（米国6.17人、日本2.13人）で、平均寿命 

79 歳となっています。キューバ憲法50条に

国民が医療を受ける権利を持っていると

記され、キューバの医療はキューバ国民な

ら無料で受けられます。実際医師の数も人

口10万人当たりでは日本の3倍以上です。図

２にキューバの医療システムを示していま

す。一次医療としてのプライマリケアが非

常に充実しています。プライマリケアとして

ポリクリニックとファミリードクター（家庭

医）の間に基本的な医療グループがあり、

そのチームがファミリードクターの補助と

患者の健康を含め指導するようになって

います。ハバナのポリクリニックでは近代

西洋医学に基づく医療だけでなく、食事指

導、ホメオパシーや鍼灸などの自然伝統医

療（MNT）が統合して患者に提供されて

いました。約30％の患者さんに自然伝統医

療を用いているということでした。写真１

はハバナのポリクリニックのファミリードク

ターと薬局です。薬局で患者はドクターに

処方されたホメオパシー薬（レメディ）を受

け取るようになります。キューバでは2015

年まで医師の卒後研修として自然伝統医

療（鍼灸、ホメオパシー、植物療法、オゾ

ンテラピーなど）が教育されていたので

すが、2016年度から医学部教育（6年間）

の内科、外科、産婦人科、皮膚科、精神科

など西洋医学の必須科目と同等に、自然

伝統医療が取り入れられるようになりまし

た。医師は全員医学部の授業で自然伝統

医療を学び、看護師や薬剤師、理学療法

士など医療従事者は卒後研修として自然

伝統医療の専門性を取得しています。

　一方、市町村の一次医療機関でも統合

医療が実践されています。写真２はハバナ

から車で約1時間ほど離れたプライマリケ

アの診療所（Camilo Ciefuegos）です。地方

の中核となる診療所ですが、自然伝統医療

（MNT）の診察室があり鍼灸やホメオパ

シーだけでなく、食事療法や運動療法にも

力を入れていました。リハビリテーション

施設もありました。

　さらにハバナの三次医療、最先端医療

を実践している644病床を有するハーマノ

ス・アメエヘイラス病院（写真３）では、副

院長や麻酔科医、精神科医、自然伝統医

療専門医と自国の統合医療について意見

交換をしました。自然伝統医療部門が病

院内で活発に稼働していて、手術前後にホ

メオパシーやオゾンテラピーが行われて

いたり、精神科領域では特にホメオパシー

が有用であるということでした。また都市

にはいくつかの二次医療の専門病院があ

ります。ハバナにある整形外科専門病院

（Fructuoso Rodrigue ）では統合失調症の

80才の女性が骨盤骨折で入院していまし

た。骨折による侵襲から統合失調症で高

齢者であることから精神的なコントロール

として術前にホメオパシーが投与されてい

ました。また手術では腰椎麻酔に鍼灸も

行われる予定だと医師が説明してくれまし

た。（写真４）

キューバの医療は①治療 ②予防 ③健康

増進 ④リハビリを目的としています。自然

伝統医療はその目的に応じて近代西洋医

学に基づく従来の医療と統合的に実践さ

れています。医療が無料で受けられ、プラ

イマリケアの充実は日本と大きく違うとこ

ろですが、日本でも統合医療先進国といえ

るキューバの医療から学ぶべきことは多い

ように思いました。これからの超高齢化社

会で統合医療を行うことは重要な要となる

と予想されます。

　滞在は10日間ほどでしたが、キューバの

医療全体を視察することができたことは

今後の日本における医療の進むべき方向

が統合医療であると確信しました。

処方箋を持っておくとホメ
オパシー薬（レメディ）を
薬剤師より受け取る

写真１ ハバナのポリクリニックのファミリードクターと薬局 写真２ 地方の一次医療の診療所での自然伝統医療

写真３ キューバ最先端病院風景 キューバの自然伝統医療 政府担当の先生と

写真４
ハバナの整形外科専門病院で

Up&Coming116 号先進の産業医講話 123
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社会貢献活動 Vol.5

GoldGoldGoldGoldPrizePrizeGold PrizeGold Prize

SilverSilverSilverSilver PrizePrizeSilver PrizeSilver Prize

BronzeBronzeBronzeBronzePrizePrizeBronze PrizeBronze Prize

Junior Software SeminarJunior Software Seminar
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新製品紹介
製品・サービス価格一覧

橋百選
新製品・新バージョン
フェア・セミナー情報

ユーザー紹介
景品カタログ

ちょっと教えたいお話
サポートトピックス
都市と建築のブログ

知っ得
誌上セミナー

最新デバイス情報
FORUM8 Hot News

営業窓口からのお知らせ
イエイリラボ・体験レポート

その他
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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

VRで学ぶ舗装工学 

フォーラムエイトが広げる BIM/CIM ワールド 

安全安心のピクトグラム

number of users

橋台の設計・3D配筋  Ver.15 BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.15 柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.10 斜面の安定計算 Ver.12

▶
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シミュレー
ション

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

UC-win/Road Ver.11 Driving Sim ¥1,280,000 ¥853,333

UC-win/Road Ver.11 Advanced ¥970,000 ¥646,667

UC-win/Road Ver.11 Standard ¥630,000 ¥420,000

VR-Cloud® Ver.6 Collaboration ¥550,000 ¥366,667

FEM解析

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

Engineer's Studio® Ver.6 Ultimate
（前川モデル除く）

¥1,230,000 ¥820,000

Engineer's Studio® Ver.6 Ultimate
（ケーブル要素除く）

¥1,590,000 ¥1,000,000

Engineer's Studio® Ver.6 Advanced ¥840,000 ¥560,000

カテゴリ

FEM解析

WCOMD Studio ¥1,200,000 ¥800,000

FEMLEEG Ver.7 Advanced ¥1,590,000 ¥1,000,000

GeoFEAS Flow3D ¥1,670,000 ¥1,000,000

GeoFEAS Flow3D 
(浸透流解析限定版)

¥790,000 ¥526,667

GeoFEAS Flow3D
 (弾塑性地盤解析限定版) 

¥1,050,000 ¥700,000

弾塑性地盤解析（GeoFEAS）2D Ver.3 ¥650,000 ¥433,333

地盤の動的有効応力解析
（UWLC）Ver.2 

¥630,000 ¥420,000

3次元地すべり斜面安定解析・3DCAD
（LEM）Ver.2 

¥336,000 ¥224,000

2次元浸透流解析（VGFlow2D）Ver.3 ¥284,000 ¥189,333
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カテゴリ

構造解析

FRAMEマネージャ Ver.5 ¥316,000 ¥210,667

鋼断面の計算（限界状態設計法） ¥320,000 ¥213,333

設計成果チェック支援システム Ver.2 ¥1,280,000 ¥853,333

橋梁
上部工

UC-BRIDGE（分割施工対応） Ver.10 ¥650,000 ¥433,333

任意形格子桁の計算 Ver.7 ¥420,000 ¥280,000

鋼床版桁の概略設計計算 ¥420,000 ¥280,000

非合成鈑桁箱桁の概略設計計算 ¥359,000 ¥239,333

連続合成桁の概略設計計算 ¥420,000 ¥280,000

橋梁
下部工

橋台の設計・3D配筋 Ver.15 ¥389,000 ¥259,333

橋脚の設計・3D配筋 Ver.14 ¥440,000 ¥293,333

RC下部工の設計 ・3D配筋 Ver.3 ¥810,000 ¥540,000

ラーメン橋脚の設計・3D配筋 Ver.3 ¥550,000 ¥366,667

RC下部工の設計 ・3D配筋 Ver.3 ¥810,000 ¥540,000

ラーメン橋脚の設計・3D配筋 Ver.3 ¥550,000 ¥366,667

二柱式橋脚の設計計算 ¥380,000 ¥253,333

基礎工

基礎の設計・3D配筋 Ver.2 Advanced ¥530,000 ¥353,333

プラント基礎の設計・3D配筋 Ver.2 ¥500,000 ¥333,333

深礎フレームの設計・3D配筋
 Advanced

¥570,000 ¥380,000

仮設工

仮設構台の設計・3DCAD Ver.8 
Standard

¥440,000 ¥293,333

土留め工の設計・3DCAD Ver.14 
Advanced

¥500,000 ¥333,333

道路土工

BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.15
 Advanced

¥389,000 ¥259,333

擁壁の設計・3D配筋 Ver.16
 Advanced

¥389,000 ¥259,333

斜面の安定計算 Ver.12 Advanced ¥440,000 ¥293,333

港湾

矢板式係船岸の設計計算 Ver.3 ¥336,000 ¥224,000

直杭式横桟橋の設計計算 ¥389,000 ¥259,333

防潮堤・護岸の設計計算 Ver.2 ¥336,000 ¥224,000

カテゴリ

水工

BOXカルバートの設計・3D配筋
（下水道耐震）Ver.11

¥306,000 ¥204,000

柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.10 ¥470,000 ¥313,333

管網の設計・CAD ¥359,000 ¥239,333

配水池の耐震設計計算 Ver.6 ¥550,000 ¥366,667

揚排水機場の設計計算 Ver.3 ¥550,000 ¥366,667

ハニカムボックスの設計計算 ¥550,000 ¥366,667

大型ハニカムボックスの設計計算 ¥500,000 ¥333,333

RC特殊堤の設計計算 ¥380,000 ¥253,333

ＣＡＤ/ＣＩＭ 橋梁点検支援システム Ver.2 ¥389,000 ¥259,333

スイート
製品

スイート 積算 Standard ¥600,000 ¥400,000

 FEM解析スイート Advanced Suite ¥940,000 ¥626,667

構造解析上部工スイート
Ultimate Suite

¥1,950,000 ¥1,000,000

下部工基礎スイート Ultimate Suite ¥2,410,000 ¥1,000,000

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

港湾スイート Advanced Suite ¥730,000 ¥486,667

水工スイート Ultimate Suite ¥2,260,000 ¥1,000,000

CALS/CADスイート Ultimate Suite ¥1,000,000 ¥666,667

建築プラントスイート Advanced Suite ¥570,000 ¥380,000

サービス

レンタルライセンス 30万以上 補助率2/3

フローティングライセンス 30万以上 補助率2/3

その他
ウルトラマイクロデータセンター
(UMDC) Ver.4 

¥600,000 ¥400,000

申
請
書
作
成

（
フ
ォ
ー
ラ
ム
エ
イ
ト
へ
提
出
）
募集期間：平成29年1月末～2月末頃

経
産
省
の
事
務
局
よ
り

交
付
決
定
通
知

製
品
の
導
入

（
購
入
の
費
用
支
援
を
受
け
る
）

報
告
書
作
成

（
フ
ォ
ー
ラ
ム
エ
イ
ト
へ
提
出
）

事
務
局
よ
り
交
付
金
が

支
払
わ
れ
る
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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

®

NEW

®

®

NEW

NEW

NEW

NEW



UC-
1シリ

ーズ

UC-
1シリ

ーズNEW
  

斜面上深礎基礎の設計計算、図面作成プログラム

￥400,000～
深礎フレームの設計・3D配筋

  

柔構造樋門の設計・
3D配筋 Ver.10

￥470,000

本体縦方向補修・補強、
U型翼壁底版傾斜型対応

ハイスペックマイクロパ
イル、異種杭混在対応

  

BOXカルバートの設計・
3D配筋（下水道耐震） Ver.11

￥306,000

水道施設耐震工法指針
（2009）対応

斜面上の組杭深礎基礎・単杭の深礎杭（柱状体深礎基礎含
む）およびフーチングの設計計算、図面作成 

深礎基礎に結合する柱・梁を含む下部工全体の骨組み（フレ
ーム）構造解析

杭形状:円形断面以外に小判断面（H24道示対応）対応（単杭のみ）

レベル2地震時の計算：十分収束した解析結果を安定して取得

基礎の設計・3D配筋
 Ver.2

￥284,000~

積算ツール・3D配筋対応でC IMをサポート
F8ランチャーで製品一括管理

  

UC-1エンジニアスイート製品とスムーズに連携

スイート積算 Ver.3
￥300,000～

国土交通省土木工事積算基準改訂（平成28年度版）に対応

新土木積算体系改訂（平成28年度版）対応

建設物価調査会（建設物価、土木コスト情報）、経済調査会
（積算資料、土木施工単価）の基礎単価2016年10月号に対応 

断面ケース：並べ替え機能、複数断面力入力対応 

限界状態設計法を「土木学会コンクリート標準示方書(2012
年制定)」に対応 

鉄筋材質を2種類に拡張 

ネットワーク経由のサービスとして提供

RC断面計算 Ver.3 
for SaaS ￥4,000/月

￥5,500/月

UC-1 for SaaS
 基本ライセンス
UC-1 for SaaS
RC断面計算

積算
データ
連携

ライセンス購入済み製品の一括管理・起動ツール

「FORUM8サブスクリプションサービス」の一部として無償提供

購入したフォーラムエイト製品の起動、製品管理を実行

製品一覧、サブスクリプション終了までの日数、リリース情報、
お知らせを表示

ゲームモードでは2種類のゲームを用意

FORUM8ランチャー
ライセンスユーザ無償

■ゲームモード



BOOK
フォーラムエイトHP ＞製品購入＞オーダーページ＞製品購入タブ＞FPB景品販売 または www.forum8.co.jp/product/book.htm へ！

書籍のご購入はフォーラムエイト公式サイト または 、rakuten.co.jpにてお買い求め頂けます

rakuten.co.jpにて販売中！、

進撃の稲垣ロケット･デジアナブック第２弾

2016年11月発売

本体3,800円 ＋税定価

VRで学ぶ舗装工学
著者  稲垣 竜興

安全安心のピクトグラム
著者  太田 幸夫

2016年11月発売

本体3,500円 ＋税定価

NEW2016

BIM/CIMワールド

2016年11月発売

本体2,500円 ＋税定価

監修  家入 龍太
出版  日刊建設通信新聞社

フォーラムエイトが広げる

2012-

2015-
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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）

NEW

Ⓡ

NEW

 

NEW



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

テーマ じぶんのテーマパークをつくろう！
～「鉄道ジオラマ」、「お店屋さん」...VRなら何でもつくれます～

http://www.forum8.co.jp/fair/fair02.htm#junior
TEL：03-6894-1888　　FAX：03-6894-3888　　E-mail：forum8@forum8.co.jp

小・中学生向けワークショップ小・中学生向けワークショップ

ジュニア・ソフトウェア・セミナージュニア・ソフトウェア・セミナー ジュニアソフトウェア塾ジュニアソフトウェア塾
2017年開講！

1回 ￥18,000 （2日間、教材費、作業Tシャツ含む）　
※有償セミナー招待券、FPBポイント利用可

月謝 15,000円 （教材費込）
作品賞でのゴールドメダル獲得を目標

夏休み、冬休み、春休みの年3回開催
2日間（1日目：13：30-16：30 、2日目：10：00-16：30）

毎週 火、木で週一回希望日（月５回）、3ヶ月間
小学生 16：30－18：00　　中学生 18：30－20：00

フォーラムエイト東京本社 および全国8ヶ所の当社セミナールーム フォーラムエイト東京本社 
（セミナールームまたはプレゼンテーションルーム）

UC-win/Road Education Version、VR-Cloud® UC-win/Road Education Version、VR-Cloud®
Education版参加者特別価格：定価より50％引き
（教材としては購入不要です）

小学生・中学生　
※小学生の方は、保護者同伴でご参加ください。パソコン操作経験は不問です。パソコンやソフトは当社設備を使用いたします。

「UC-win/Roadと事例紹介」　1．VRの基礎知識、事例紹介　2．初期設定と基本操作準備
「じぶんのテーマパークをつくろう！」～「鉄道ジオラマ」、「お店屋さん」...VRなら何でもつくれます～
　1．線路を走ってみよう　2．駅前をつくろう　3．線路を延ばそう　4．町と町をつなげよう　5．シミュレーション　6．3DVRクラウド
「作成モデルの決定」「VRジオラマ作成の実技個別指導」「作成ジオラマの発表」

会 場

概 要

使用製品

プログラム
内 容

費 用 等

開 催 日
時 間

対 象

詳 細
問 合 せ

®

18歳未満の学生を対象とした「3Dバーチャルリアリティ作成教育ソフト」。
3DVR空間で街や道路を作成/走行し、ハンドル接続でマニュアルドライブ体験も可能。

データ閲覧 / Web操作

Webへのデータ公開

データの
ダウンロード
アップロード

まちなみの作成  / 
リアルタイムVRシミュレーション

Education Version

®

価格：￥54,000

ジュニア・ソフトウェア・セミナーでの作品一覧

Ver.4Ver.4

 東京・札幌・仙台・金沢・名古屋・大阪・福岡・宮崎・岩手
※TV会議システムを通じて全国9会場で同時開催

→詳細P.115→詳細P.115

特別価格キャンペーン

■TV番組放映期間特別価格：30％OFF
　￥54,000→￥37,800

■ジュニアソフトウェア塾参加者特別価格：50％OFF
　￥54,000→￥27,000

※TV番組詳細は裏表紙をご覧ください※TV番組詳細は裏表紙をご覧ください

VRデータサーバ UC-win/Road 
Education Version

バーチャルリアリティソフトUC-win/Roadを使用した小中学生向け

の塾を開催致します。3ヶ月間で、VR空間に「じぶんのテーマパーク」

の完成を目指します。ぜひご参加ください。

小中学生の皆さんでソフトウェアに興味ある方や自由研究、学習課

題のテーマにバーチャルリアリティをご使用いただく機会として、

ジュニア・ソフトウェア・セミナーを開催しております。




