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３次元リアルタイム・バーチャルリアリティソフト
UC-win/Road は、各種プロジェクトの３次元大規模空
間を簡単な PC 操作で作成でき、多様なリアルタイム
シミュレーションが行える先進のソフトウェアです。
柔軟な開発環境、高度なシステム開発に適用できます。
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長谷川章氏ディレクション TV 新 CM 放送開始
BS フジプライムニュースを 10 月よりフォーラムエイトが提供
番組内で弊社ユーザが登場する CM シリーズを順次放映予定！！

T VC M 放 映中！

わたしは 、

CM 出演ゲスト
デンソーアイティーラボラトリ 吉澤 顕 氏
愛知県立大学 教授
日本大学 教授

小栗 宏次 氏

関 文夫 氏

大手建設会社 杉浦 伸哉 氏
管路情報協同組合

有井 良一 氏

他多数
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BS フジ「プライムニュース」 毎週 月〜金 20：00 〜 21：55 （生放送）

2018 年 10 月 1 日より シーズン 5

「Innovative Tomorrow」（BS 日テレ）で放送

放送スタート！BS 日テレ 毎週月曜日 24:00 〜 24:30

2017 年 1 月より TOKYO MX1 で放送された「VR フレンズ 1・2」に続くシリーズ

Innovative Tomorrow
VR が 変える あの業界 の 未来！

パトリック・ハーラン

河北麻友子

10 月 1 日放送は「ジャパネットたかた」の創業者 髙田明氏をゲストにお迎えします！！
メイン
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Users Report

医療法人知邑舎 岩倉病院
リハビリテーションセンター
本来のリハビリを実践、意識障害を持つ患者の社会復帰支援に独自アプローチも
運転可否の検討にUC-win/Road DSベースの「運転判断反応評価シミュレータ」適用へ

「（リハビリテーションを受けた患者が退

同病院では、意識障害を持つ患者の運転

院後、クルマの運転を出来るかどうか判断す

行動を測定するため、実際の運転シーンを可

る際、）一番問題（となるの）は、手足を動か

能な限りリアルに再現するシミュレータの可

すといった運動機能ではなくて、高次脳機能

能性に着目。2017年末までにフォーラムエイ

というのがあるのです」

トの3次元（3D）リアルタイムVR「UC-win/

人の有する自然治癒力を最大限引き出す

Road」ベースのドライビング・シミュレータ

医療を標榜する、医療法人知邑舎（ちおう

（DS）を採用することとし、今年6月、それを

しゃ）岩倉病院。そこでは、テレビドラマなど

ベースに構築した「運転判断反応評価シミュ

を通じて定着してきた、患者自らが率先して

レータ」の活用をスタートしています。

頑張るような誤ったリハビリのイメージを極
力排し、治療者が一貫して技術を改善・駆使
しつつ治療を行う本来のリハビリの実践に

明るくゆったりとした環境で
自然治癒力重視のスタンス

ウェートが置かれています。同病院リハビリ
医療法人知邑舎 岩倉病院

テーション部長の片岡寿雄氏は、そうした方

URL http://www.iwakura-h.or.jp

針を体現すべく、理学療法士として治療に当

所在地

愛知県岩倉市

事業内容 ：物理医学およびリハビリテーション

たるとともに、治療者らの教育も担当。その
ようなプロセスで、所定のリハビリを終えた
患者が社会復帰（職業復帰）する上でカギと
なる、クルマの運転の可否について判断基準
となるモノへのニーズが顕在化。高次脳機能
障害を含む意識障害が個々の運転者の操作
挙動に及ぼす影響の評価が難しい中、その対
応策が模索されてきたと振り返ります。
今回ご紹介するユーザーは、知邑舎を構成
する通所リハビリテーション、老人保健施設
および岩倉病院の各リハビリテーション部門
を統括する「岩倉病院リハビリテーションセ

医療法人知邑舎 院長 高田 幹彦 氏

ンター」です。

医療法人知邑舎 岩倉病院
リハビリテーション部長 片岡 寿雄 氏
医療法人知邑舎 岩倉病院 ホームページ

4

Up&Coming123号 ユーザー紹介

医療法人知邑舎の起源は1922年、愛知県
岩倉市に開設された木村医院に遡ります。
1985年には現在の場所へ拠点を移すととも
に岩倉病院を開設。翌1986年に現院長 高田
幹彦氏のもと医療法人知邑舎を設立した後、
段階的に組織を拡充。外科、内科、脳神経外
科、整形外科、胃腸科、循環器科、物理医学
＆リハビリテーション科、肛門科および麻酔
科の幅広い診療科目を擁し、急性期から回復
期、維持期までカバーする岩倉病院を核に、
複数の血液透析センターと介護保険サービ
スセンター、岩倉病院通所リハビリテーショ
ン、老人保健施設洋洋園、および訪問看護ス
テーションを設置するまでに至っています。

岩倉病院へは、最寄りの岩倉駅まで名古
屋駅から名鉄電車で約15分、岩倉駅からは
タクシーで5分。周辺に田畑も残る広大な敷
地には通所リハビリテーションや血液透析セ
ンターが併設され、療養型病棟、回復期リハ
ビリテーション病棟および急性期一般病棟
を配置しています。
病院の南正門は、その自然治癒力に重きを
置くスタンスを反映して明るく開放的な雰囲
気を形成。ホテルのフロントを思わせる受付
をはじめ、行き交う患者の気持ちを前向きに
させるような工夫に満ちたロビー空間が印象
的です。
ロビー西側はリハビリテーションセンター
のエントランス。センター内は広大なフロアに

運転判断反応評価シミュレータ

多数の治療用ベッドがゆったりとレイアウト
され、前述の「運転判断反応評価シミュレー

療者の教育に注力。具体的には、理学療法士

返って悪くなることと同じです。また、単に歩

タ」をはじめ入浴シミュレータなどの各種機

として自ら担当する患者の治療を行うほか、

く練習をするなどは病院で行うことではあり

器も機能的に収容されています。

リハビリテーションセンターの若手職員らを

ません」。

リハビリへの意識改革目指す

中心に治療行為や患者ごとの方針の立て方、

こうした本来あるべきリハビリへの考え方

その説明手法などについて教育・指導を実施

を実践し、発信し続けることで、患者や一般

しています。

の人々の、ともすると誤った意識を改めていく

ただ、リハビリというと、患者が痛みに耐
「急性期から回復期、維持期にある患者
さんを対象に、
（自ら提供するリハビリテー
ション医療を通じ）可能な限り社会に復帰さ
せてあげることが（私たちの）主要な使命に
なります」
医療保険制度が変遷してくる中で、例え
ば、大学病院や市民病院などが急性疾患や
重症患者の命を救う（急性期病院の）機能を
果たすのに対し、回復期リハビリテーション
は、急性期を脱して在宅復帰あるいは社会
復帰を達成させることに位置づけられます。
そのうち、後者を主軸として担っているのが
まさに、岩倉病院において自身がリードする
リハビリテーション部門、と片岡氏は解説し
ます。
知邑舎内のリハビリテーション関連部門を

えながら頑張っている姿が一般的にイメージ

語ります。

されがちです。とはいえそれは、あくまでドラ
マ映えするための演出によるもの。患者は治

高次脳機能障害と運転への影響

療用ベッドに横たわっているだけで、理学療
法士や作業療法士ら治療者が自ら向上させ
た技術を駆使し、患者の運動機能を改善すべ
く最善を尽くしているのが本来の姿です。
また同氏は、回復期の運動療法で患者が
頑張って、時には毎日休みなく関節や筋肉を
動かすことを促す回復期病院が目に付く例に
言及。これについて、多少無理をして頑張っ
ても良いのは予備能力に余裕のある健常者
の場合であり、予備能力の乏しい回復期の患
者ではかえって筋疲労などで弱化をもたらし
かねないといいます。
「たくさんの薬を飲ん
だからといって良くなるどころか、副作用で

統括する同氏は、当該分野の課題対応と治

体幹や足の運動機能が改善し、患者が自宅の風
呂に一人で入ることが可能かどうかチェックする
ための入浴シミュレータ

ことも自らに課された重要な役割との認識を

屋外リハビリエリアや
遠くの景色を眺められる広い開口部

「運転技術というのは、身体機能に麻痺が
あったらその状態（を見ること）で何とかクル
マの運転を出来るかどうか、だいたい想像は
つきます」。ところが、
「では（回復期退院後
の患者への）運転免許（の再発行）はどうしま
しょうというと、自動車安全運転センターにも
（明確な）基準がないのです」
つまり、従来はそのような患者の手足の機
能だけを見て「まあ、大丈夫でしょう」と判断
し、運転免許の再発行を申請。その後のこと
は自己責任に委ねられてきた、と片岡氏は述
べます。

広大なフロアに複数の
治療用ベッドをゆったりとレイアウト
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ユーザー紹介／第 123 回
その際に問題なのは、病気や事故などによ

「こういう世界なのです」。その意味では、

ベースに、前述の要件を満たすようなシミュ

り脳が損傷し、認知機能に障害を生起する高

路上に出ていない非現実場面でも、出来るだ

レータの構築が可能との判断から採用を決

次脳機能障害などがある例です。紙面上でテ

け脳を騙して患者の状態を見なければならな

定。2018年6月、高次脳機能障害をはじめ広

ストをすると良好な結果を示すが、何かがお

いが、それがなかなか難しい。そこで同氏は、

く意識障害を持つ患者向けに運転時の反応

かしいという状況がうかがわれた場合、
「不

そのソリューションとなり得るシミュレータ

を評価するための「運転判断反応評価シミュ

確かながら、あまり勧められません」と回答

の導入を目指し、昨年秋から調査を始めまし

レータ」が開発・導入されるに至っています。

するところまでがせいぜいです。

た。

一方で、回復期のリハビリテーションを終
える患者が社会復帰するに当たり、クルマの
運転が可能と言って良いかどうか、ファジー

シミュレータの構築と
今後への期待

な領域にあるケースは長年懸案となってきま
した。
「通常、脳にダメージを受けた患者は、
発症から1年ほどすると霧が晴れたようだと
いいます。つまり、何かもやがかかった状態
（意識障害）にあり、そのこと自体に気づけな
い」といいます。加えて、そのような問題を抱
えたドライバーによる事故も少なからず起き
ていることから、自動車教習所や運転免許セ
ンターなどでは近年、医師の診断を求める動
きも見られます。
とはいえ、医師の診断でも「高次脳機能障
害があります」とは言えても、具体的にそれが
運転にどのような影響を与えるのかまでは判
断できません。その背景には、例えば、それら
の障害による運転への影響がどのような時、
どういう条件下で著明に現れるのかはっきり
と分からないという制約があります。そもそも
そのような影響が現れる状況に近い環境を
再現できなければ、たとえ様々な注意を伝え
てみても本当のところには迫れません。

Up&Coming123号 ユーザー紹介

影響はなく、30分程度安全に運転を行えた」
「検査中、軽度の脳疲労は認められたが、歩
行者等の見落としや反応速度の低下、判断速

同氏らが既存のシミュレータに注目した当
初、費用の多寡とともに、ゲームに近いモノ
からリアルさに欠けるモノ、単にきれいに走
行するだけのモノなど多岐に渡るDSの存在
を認識。また、類似した目的で既にDSを導入
しているという病院も訪ねたところ、ゲーム
のようなモノに過ぎず、狙いに合致した活用
例は見られませんでした。
その上でまず、患者の脳があたかも本当に
運転していると錯覚してくれなければ意味が
ないことから、リアリティのある再現性を追
求。次いで、生活道路の端に登下校の子供た
ちや買い物途中の母親たちがいたり、先行車
両が急ブレーキをかけたり、といったドライ
バーの判断能力や認知機能を見るための多
様な条件が設定できるシミュレータを、とい
う具体像が描かれました。
2017年末、片岡氏自らフォーラムエイトの
ショールームを訪問。UC-win/Road DSを

医療法人知邑舎 岩倉病院 リハビリテーション部の皆さん

6

同シミュレータの活用を通じ、例えば、
「右
上下肢の深部感覚障害や筋持久力、複視の

度の遅延もなく、走行可能であった」といっ
た同病院としての判断の提示が可能になって
います。
とはいえ、シミュレータに設定されたイベ
ントは利用開始時に最低限必要なものにと
どまっており、今後はシチュエーションや出
現するタイミングの多様化など継続的な拡張
が必要。そのVR作成をセンター内の職員が
業務と兼務しながら対応していけるよう人材
育成も図っていきたい、と同氏は語ります。
クルマの運転にしても日常生活にしても、
どのような状況の時に患者に何が起きるかを
本人はもちろん家族が理解しておくことで、
問題が起きる前に注意し、リスクを回避する
ことにも繋がります。また、意識障害が運転
時や日常生活に与える影響の程度を知るとい
う部分については、新たなアプローチへの展
開可能性にも期待を示します。
（執筆：池野隆）

Academy User

vol.18

名古屋大学

未来社会創造機構 モビリティ領域 「人間・加齢特性研究室」
「高齢者が元気になるモビリティ社会」へ、加齢の運転に及ぼす影響など研究
世界初の機能を誇る4K・3D CAVEの大型5面立体視DSをフォーラムエイトと共同開発

「人間研究というのは非常に奥が深く、

まれ始めました。その際、そこでの研究を推

様々な最先端のツールを使うことで、今まで

進するに当たり核となる設備として求められ

分からなかったことが分かってくる、というこ

たのが、本格的な高精度DSでした。そのた

とがあります」

め同氏らは2015年、フォーラムエイトの3次

もともと機械工学を専門としながら、そこ

元（3D）リアルタイムVR「UC-win/Road」を

での人間との関わりの部分に興味を持って

ベースに前例のない各種高機能を実現する

いたという、名古屋大学未来社会創造機構モ

DSを共同で開発し、導入しています。

ビリティ領域（人間・加齢特性研究室主宰）
の青木宏文特任教授（名古屋COI拠点副研
究リーダー）。長年にわたり建築環境や都市
計画をはじめ宇宙、自動車などへと軸足を

自身の研究開発の変遷と、
そこでのVR活用の流れ

移しつつも、一貫して人間工学的な観点から

名古屋大学 未来社会創造機構
モビリティ領域 人間・加齢特性研究室
URL
所在地

http://hﬂab-nu.com/
名古屋市千種区

研究開発内容
高齢者の身体特性や認知機能を含む人間特性デー
タベースの構築、人間特性と運転行動との関係解明

様々な研究開発を行ってきています。またそ

「バックグラウンド（早 稲田大学時 代の

の過程では、いち早くバーチャルリアリティ

専門）はもともと機械工学」という青木教授

（VR）の可能性にも注目し、独自に工夫を重

は、大学院（東京工業大学）から建築や都

ねながらツール化するなど、先進の情報通信

市空間などの環境と人間行動との関わりと

技術（ICT）の活用に力を入れてきました。

いった人間工学に転換。一方、宇宙への興味

現在、人間と機械の関わりに対し、特に人

から大学時代は機械工学の一環としてロケッ

間の加齢がそこに与える影響などの研究に

トにフォーカスしていたのが、大学院では宇

取り組む同氏は、高精細かつ立体視が可能

宙居住の分野へと移行。当時の宇宙開発事

な大型ドライビング・シミュレータ（DS）を

業団（NASDA：現JAXA）と共同研究を重

活用。それによって従来手法では到達し得

ねました。その後、
マサチューセッツ工科大学

なかったような発見が可能になり、今後は同

（MIT）に移ってからはそれまでの知見を活

DSを駆使して次なるフェーズの人間研究に繋

かし、アメリカ航空宇宙局（NASA）との共同

げていきたい考えを示します。

研究で宇宙飛行士の訓練への応用などの取

青木 教 授 が名古屋 大学へ 移 籍したのは

来社会創造機構 モビリティ領域
人間・加齢特性研究室 青木 宏文 特任教授
（名古屋COI拠点 副研究リーダー）

り組みを展開しています。

2013年。同時期に、同大で立ち上がったモ

その間、例えば、計画段階の建物が街並み

ビリティに関する国のプロジェクト「名古屋

に与える影響を評価するため、同氏は大学院

大学COI」の活動拠点となるナショナル・イ

時代の1996年、設計図面から3D・CGを作

ノベーション・コンプレックス（NIC：2015年

成。ただ、それだけではゴーストタウンの中

竣工）の建設に向けた具体化作業が取り組

にいるような感じになるということで1998

未来社会創造機構 モビリティ領域
人間・加齢特性研究室 米川 隆 特任教授

未来社会創造機構
テクニカルサポート室
高井 章治 特任主席技師

モビリティ領域
人間・加齢特性研究室
稲上 誠 研究員
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未来社会創造機構 モビリティ領域
人間・加齢特性研究室の研究内容

年、ジオラマの中に内視鏡を入れて表示され

セスも経験。例えば、プリクラッシュセーフ

成り、人間・加齢特性研究は支援手法開発

る画像とCGで作成した人やクルマの動きと

ティシステム（PCS）の開発に関連し、追突

グループと同氏がグループリーダーを務める

をリアルタイムに合成して自身初のVRを作

事故防止に向けてドライバーにより異なるブ

「人間・加齢特性グループ」の2グループが位

成。ヘッドマウントディスプレイ（HMD）を介

レーキタイミングを個々の視覚特性に基づき

置づけられています。

して体験できる仕組みを開発しました。

定式化し、接近感指標「PRE」として提案。

名古屋大学COIのスタートに合わせてNIC

また、宇宙ステーション（無重力環境）内

それを実際の制御に入れた場合の効果をDS

を開設することとなり、その建 設に向けた

における空間形状と方向感覚（空間識）の関

と実車を用いて測定・評価。その成果は2012

具体化プロセスで「モビリティの研究拠点と

係を探る研究（1999〜2000年度）では、VR

年から同社のPCSに採用されています。

してはDSも必要」
「世界初のDSでいろいろ
な研究が出来るスペックのモノを作ろう」と

を利用して視覚シミュレーション。ビジュアル
的に逆さになるなど無重力らしさの表現が
可能なVRの機能を活用し、宇宙ステーショ
ン設計に関する研究も行われています。

名古屋大学COIを拠点に
加齢特性の研究へ

原口哲之理副領域長や米川教授、青木教授
を中心に詳細を検討し、まず1）先行車との
接近感などの表現力に優れた立体視、2）遠

さらにMITでは、宇宙飛行士の空間認知能
力に関する訓練へのVRシミュレーションの適

研究成果の製品化という区切りを機に再

くから徐々に近づいてくるクルマなどを小さ

用についてNASAと共同研究（2004〜2007

びアカデミックな世界に戻ることを考えてい

な段階から形を正しく表現できる高解像度

年度）。被験者の方向感覚を事前にチェック

た矢先、名大が文部科学省「地域資源等を

（4K）― という2つの必須要件が設定されま

し、それに応じた対策を講じるなどすること

活用した産学連携による国際科学イノベー

した。

でVRの訓練効果が認められています。

ション拠点整備事業（2012年度）：愛知県、

「人間・加齢特性研究室」は、健康寿命や

それまで人に関わる研究に長く携わる中で

豊田市、トヨタ自動車との共同申請」の採択

運転寿命を延ばすことにより高齢者も活動

「実際の製品に繋がるような活動をしたい」

を受け、
「名古屋大学COI」の立ち上げを決

的に暮らせる社会の実現を目指し、そこで必

との思いを抱いていた同氏は2007年、トヨタ

定。青木教授は2013年4月、同大に移籍し、

要となる運転支援技術の開発に資するべく、

自動車に入社します。

立ち上げから参加しましたました。

高齢者の身体特性や認知機能を含む人間特

名古屋大学COIは「人がつながる 移動

性データベースの構築に取り組んでいます。

さに同社で求められていたタイミングとが合

イノベーション拠点」との理念の下、
「高齢

その活動には15名のメンバーを中心に、学内

致。加えて、同社東富士研究所に世界最大の

者が元気になるモビリティ社会」の構築をビ

外から共同研究に参画するメンバーを含め、

DSが米川隆氏（現名古屋大学未来社会創造

ジョンに掲げます。同COIプロジェクトの研

約50名が携わっています。

機構モビリティ領域交通・社会分野特任教

究体制は1）モビリティ研究、2）情報基盤研

同研究室では現在、加齢とともに変化する

授）を中心に導入されたところで、それを使

究、3）くらし・健康基盤研究、4）サステナ

高齢者の認知機能、視覚機能、運動機能に

えることも大きなモチベーションになったと

ブル基盤研究、5）強調領域研究の5領域に

関する基礎データの収集にウェートが置か

いいます。

より構成。そのうち、モビリティ研究は1）知

れています。これは、高齢者が関係する事故

以来、青木氏は同DSを使って様々な基礎

能化モビリティ研究、2）人間・加齢特性研

と高齢者特性との因果関係を調べる基盤と

研究に取り組み、それらが製品化されるプロ

究、3）交通・情報システム研究の3領域から

なるもの。具体的には、DSをはじめ、各種機

自身の思いと、自身の有する専門性がま

8

いった枠組みを構想。同大モビリティ領域の
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能を測定、検査するための多様な機器を活用
し、高齢者300名の協力を得て毎年同じ人々
を対象に継続的にデータを取得。そのうち
100名には自家用車にドライブレコーダを搭
載してもらい、日々の運転も記録。各機能と
運転特性との紐づけが出来るよう意図されて
います。
青 木 教 授 が力を入れているもう一つの
活動が、
「人間機械協奏技術コンソーシアム
（HMHS）」です。
「産学共創プラットフォー
ム共同研究推進プログラム（OPERA）」
（科
学技術振興機構）に採択され、名大をはじ
めとする公的な4研究機関が参加。人間と知
能機械が協奏サービスするプラットフォーム
「Harmoware」を研究し、その上で動作する

未来社会創造機構 モビリティ領域 人間・加齢特性研究室の皆さん

アプリケーションの開発を進めようというも

エイトと一緒になって作り上げてきた部分は

設置されたDSを大型スクリーンが壁のよう

の。同氏らはその中で、名大発で開発した自

あります。今も一緒に進化させている状況

に囲み、床にもスクリーンを配置。リアプロ

動運転OSをHarmowareとして拡張し、運転

で、その意味では頼もしいパートナーだと思

ジェクションにより各スクリーンへ映像を表

時のデータやドライバーのデータをリアルタ

います」

示するため、全部で20台のPCが使われてい

イムに取得し、クラウドに上げて処理するな

2013年に名古屋大学COIプロジェクトお

どして連携。運転の場面だけでなく、仕事や

よびNIC開設に向けた準備が進む中で、新

同DSでは、例えば、緑内障による視野欠

生活の幅広い場面でそのメリットの共有を図

DSに求められる機能要件を設定。これを受

損の症状をリアルに再現。車線維持や先行

りたいとしています。

けて複数社のDSが比較検討され、当社の

車への追随などの運転操作への影響を見る

UC-win/Roadをベースに開発することが決

ことが出来ます。また、近年問題となってい

定。2015年4月にNICが竣工した後、6月に高

るアクセル・ブレーキの踏み間違えが起きる

度な接近感や没入感を実現する世界初の大

状況や起きた後の運転行動などもDSを使っ

型5面立体視の「車両性能実証装置 高精度

たテストが行われています。

大型5面立体視DSの開発と活用、
今後

DS」
（4K、3D CAVE、6DOF）が納入されて
「世界初の4K 3D大型DSを作るといった

今後はさらに、加齢黄斑変性や白内障と
いった他の視覚障害、あるいは急な歩行者な

います。

時、ベストソリューションを提示されたのが

同DSが置かれているのはNICの1階、車両

フォーラムエイトでした」と、青木教授は振り

台上特性評価室のドライビング・シミュレー

返ります。

タ室。本格的なVR空間内での運転・車両走

「ただ、世界初のものであり、フォーラム

ます。

どの飛び出し、信号の見落としなどイベント
への対応も拡充していく予定といいます。
（執筆：池野隆）

行シミュレーションを実現するため、中央に

大型4K5面立体視ドライブシミュレータ

車両性能実証研究・開発用DSとして2015年にフォーラムエイトが名古屋大学へ納入

車両性能実証装置 高精度ドライビング・シミュレーターシステム
世界で初めて※1）、本格的バーチャルリアリティ（VR）空間内での
運転・車両走行模擬を実現した大型5面立体視ドライビング・シミュレーター

キャビン

運転時の視覚環境、振動環境を高精度に再現する事により、運転車の特性や感性のモニタリングおよび数学モデル構築を目指します。
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モーション、モーション制御（MOOG）
¶ᢉʬ˂ʁʱʽʣ˂ʃɂǾ¶టɁӦʁʴʽʊȟͩ᎔ȪǾख़ኌ
ॴᓦȢ¶ᒲႏ࣊ɁӦȠɥးǿ႕ᬂЅɁӦȠȾնɢȮ࢚࣋
ɥҰऻˁࡿծˁ˨˩ȾӦȨȮɞǿ

車両ダイナミクスCarMaker／CRUISE
ȨɑȩɑȽᤆᢆస͔ᴥɬɹʅʵǾʠʶ˂ɷǾʙʽʓʵǾʁʟʒ
ͽᴦȻၥہస͔ᴥଳΡୣɗᯚȨ۰ԇɁȕɞᤍᡅɽ˂ʃǾ
᭛ȽȼᴦȾȝȤɞ˵ɁӦᄑȽમӦɥ೫ǿ

3D・VR（UC-win/Road）

³ඒЫʴɬʵʉɮʪˁʚ˂ʋʭʵʴɬʴʐɭʇʟʒǿյሗʡʷʂɱɹʒɁ³ඒЫ
۾ൌሳᩖɥዊԨȽÐÃͽȺͽȪǾ۹റȽʁʩʯʶ˂ʁʱʽȟժᑤǿ

䝟䝛䝹ゎീᗘ

ගฟຊ䠄᭱䠅

㻠㻷䠄㻠㻜㻥㻢㼤㻞㻝㻢㻜䝢䜽䝉䝹䠅

㻟㻡㻘㻜㻜㻜㻌㻯㼑㼚㼠㼑㼞㻌䝹䞊䝯䞁
㻔㻟㻞㻘㻡㻜㻜㻌㻭㻺㻿㻵䝹䞊䝯䞁䠅㻙㻢㻚㻜㼗㼃䝷䞁䝥

交通流シミュレーター（Aimsun）
ÕÃ÷éî¯ÒïáäȻᣵଆȪȹᤍᡅ̬ᣮၥہɥʴɬʵʉ
ɮʪȾʁʩʯʶ˂ʒǿʊɮʔʩʍɹጽᡅᤣȺÉÔÓᩜ
ᣵɁ೫ȟժᑤǿ
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2

下路式3径間鋼カンチレバートラス橋

大橋（大石田橋）

上路式鉄筋コンクリートアーチ橋

明鏡橋（めいきょうばし）
橋長 ● 115.0ｍ
幅員 ● 17.3ｍ

3

上路式鉄筋コンクリートアーチ橋

旧・明鏡橋（きゅう・めいきょうばし）
橋長 ● 75.0ｍ
幅員 ● 5.5ｍ

親柱には塀蔵のミニ版を設置

最上川本流で初めて橋が明治8年(1875年)に架けられたのが明鏡橋であ
現在の大橋は二代目。渡船に代わり、初代の木橋が架けられたのは１９０１

る。昭和12年(1937年)に永久橋として県内初の鉄筋コンクリートアーチ橋

（明治三十四）年。現橋は鉄骨で橋脚の上を頂点に緩やかにカーブする造

が架けられた。交通量の増大と共に、幅員が5.5mと狭少ないために大型車

形で全体の姿も良く、最上川によく映えていると言われている。周辺には

が擦れ違えず、歩行者も危険な状態にあったことから、平成5年11月隣接し

塀蔵を模した修景護岸や再現された最上川舟運の舟役所跡大門がある。

て上流側に新・明鏡橋が完成した。旧・明鏡橋は、美しい形状を造り上げ

橋長 ● 145.8ｍ

VOL.45

5

上路式鉄筋コンクリートアーチ橋

臥龍橋（がりゅうきょう）

遺産」に認定。

［山形県］

6

コンクリート橋

竜神つり橋（りゅうじんつりばし）

7

鋼単純合成箱桁橋9連

村山橋（むらやまばし）

度々の大雨や洪水で流失と架橋が繰り返えされ、

最上川に架かる橋としては珍しい歩行者専用の

より安全な橋の建設が検討され、流失の原因が橋

竜神の吊り橋。水に親しむ空間をつくる最上川

最上川に架かる橋で、山形県道23号天童大江

脚にあるということから、橋脚のない刎橋が採用

ウオーターフロント構想の一環として1993年に

線が通る。山形県管理の橋の中では、3番目の

された。本橋は、県内で唯一の「日本百名橋」に登

架けられた。橋の名前は、河島地区にある、竜神

長大橋となっている。支間割は58.2ｍであり、耐

録されている。

を祭る八大竜王神社に由来する。

候性鋼材が使用されている。

橋長 ● 52.0ｍ

10

た当時の技術の高さを今に伝えている。平成18年(社)土木学会「選奨土木

幅員 ● 5.5ｍ

Up&Coming123号 橋百選

幅員 ● 5.5ｍ

橋長 ● 160.0ｍ

幅員 ● 1.5ｍ

橋長 ● 532.7ｍ

幅員 ● 12.0ｍ

4

（石造アーチ橋）

上山四橋とは、上山市近代的な橋として明治初期に架けられた石橋の四橋

上山四橋

を示す。江戸が東京になり、廃藩置県が行われ、上山藩は上山県となる。
その後米沢藩や庄内藩との合併を経て、明治9年8月大山形県として発足し
た。初代県令(知事)を努めた鹿児島県出身の三島通庸は、道路の拡張やト

新町新橋（しんまちしんばし）

ンネルの開削、橋の架設など数多くの土木工事を行った。上山四橋と呼ば
れる石橋もその三島通庸の遺品で、百年以上も風雪にさらされながらめが

14.7ｍ

ね橋と愛称され、親しまれている。
「新町新橋」、
「覗橋」、
「堅磐橋」、
「中

幅員 ● 4.4ｍ

山橋」は昭和52年に上山市指定文化遺産に認定された。また(社)土木学会

アーチ高 ● 4.4ｍ

「選奨土木遺産」に認定されている。

堅磐橋（かきわばし）
橋長 ● 13.6ｍ

覗橋（のぞきばし）

幅員 ● 6.1ｍ
アーチ高 ● 5.6ｍ

橋長 ● 10.8ｍ
幅員 ● 3.5ｍ
アーチ高 ● 3.8ｍ

中山橋（なかやまばし）
「新町新橋」と「覗橋」は、金山川を二度渡るところに架かる。新町新橋

橋長 ● 11.3ｍ

は、通称新町めがね橋、覗橋は下町めがね橋として親しまれていた。新橋

幅員 ● 6.7ｍ

は、明治13年の竣工、一方の覗橋は、新橋から遅れて2年後の明治15年に

アーチ高 ● 4.35ｍ

竣工している。石材は大門石という凝灰岩質が用いられている。堅磐橋は
二連の石造アーチ橋で、現在は使用されていない。川口のめがね橋と愛称
され、親しまれている。中山橋は現在も立派な現役橋である。

ＮＰＯ法人

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

● FPB（フォーラムエイトポイントバンク ) ポイントの寄付を受付中 !!
詳細は P.109 をご覧ください。

8

9

上路式鉄筋コンクリートアーチ橋

竜王橋（りゅうおうばし）

上路式鉄筋コンクリートアーチ橋

旧・最上橋（きゅう・もがみばし）

旧最上橋は美しい三連アーチが特徴。きれいな半円を描いていることか
龍王橋は、上山市出身の歌人「斎藤茂吉」が愛した古里に架かる二連アー

ら、地元では別名「太鼓橋」とも呼ばれている。橋がある一帯は、江戸時

チの橋から東側に目を向けると、雄大な蔵王連峰がそびえる。そのため

代に舟着き場として栄え、最上川の中でも一番川面が静かな場所といわれ

か、橋の名称は「龍山」と「蔵王」にちなんで付けられたという。当時とし

ている。この付近には新旧二本の最上橋が架かる。2003年度には、社団法

ては珍しい、巨大で優美な橋脚（川面から15ｍの

人土木学会から「選奨土木遺

高さ）の龍王橋は、多くの人の注目を集めた。

橋長 ● 72.5ｍ

産」の認定を受ける。

橋長 ● 97.6ｍ

幅員 ● 5.5ｍ

橋百選 Up&Coming123号
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HOT NEWS

1

Shade3Dの全事業譲受、3DVR事業のさらなる展開へ
フォーラムエイトは、2018年8月、ニューホライ

当社はShade3D社のグループ化により、3DVR

ズンキャピタル株式会社より、株式会社Shade3D

事業のさらなる拡大を目指しています。海外対応

（東京都台東区浅草橋 5-5-5 キムラビル4F 代表

の3DVRシミュレーションソフトVR Design Studio

取締役 笹渕 正直）を買収いたしました。
株式会社Shade3Dは「Shade3D」シリーズを中
心とする国産3DCGソフトウェアを開発・販売し

UC-win/Road および、Shade3Dの数多くの

関連製品情報
●VR Design Studio UC-win/Road
http://vr.forum8.co.jp
●Shade3D
https://shade3d.jp/product/top.html

ユーザをベースとして、国際展開をさらに強化し
≫≫Shade3D 関連情報

ていきます。

ています。
「Shade3D」はフォトリアルな3Dイメー

今後も3DVRソフトウェアの技術開発をいっそ

P.50

新製品情報

ジやアニメーション、3D立体視映像から、3Dプリ

う推進し、創造的で斬新な新機能、新システム

P.60

Shade3Dニュース

ンター向けのモデルデータ作成まで幅広く対応

の開発により、3DVR事業を多様な産業分野へ

P.81

サポートトピックス

しており、統合的に3Dデータを作成することが

と展開していく方針です。

できます。

フォーラムエイト代表取締役社長 伊藤裕二（左） 株式会社Shade3D代表取締役 笹渕正直（右）
No.

国産統合型3DCGソフト「Shade3D」

2

フォーラムエイト製品オーダーページをリニューアル
れま
に い
ア ケ トでもご要望
もご要望
これまでHPについてのアンケート

示いただけます
また お見積・
お見積 ご注文
履歴
示いただけます。また、
ご注文の履歴

頂いていたオーダーページが大幅リニューアル

が確認可能になり、お見積を作成後、ご注文

し、さらにご利用いただきやすくなりました。リ

いただくこともできます。その他にも多数の機

ニューアルページでは、製品一覧に製品画像

能を追加いたしました。

と概要が表示されるほか、製品名検索でも表
No.

今後も機能向上に務めて参りますので、ど

うぞよろし
うぞよろしくお願いいたします。
≫≫詳細

P.110

製品オーダーページ
https://www2.forum8.co.jp/cgi-bin2/order.htm

3

NZクリケット Over-50s 代表のスポンサーに
弊社開発担当取締役ブレント・フレミング
弊社開発担当取締役ブレント

として応援いたします この大会は2018年11
として応援いたします。

が、4年に1度のクリケット世界大会の50歳以上

月21日から12月5日までシドニーで開催され、

枠Over-50s Cricket World Cupのニュージーラ

ニュージーランド、オーストラリア、カナダ、ス

ンド代表に選出され、弊社はこの度初めてNZ

リランカ、パキスタン、イングランド、ウェール

クリケットOver-50s代表チームのスポンサー

ズ、南アフリカの8カ国が参加予定です。

12
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New Zealand Over-50s Cricket Team 公式 facebook
https://www.facebook.com/nz050s/

No.

4

CSAJ/山梨ICT共催「心と身体の健康づくり」体験イベントに参加
2018年9月7日〜9月8日に行われたCSAJと

り、学校の廃校などを活用し地域創生をする

山梨ICT共催の「心と身体の健康づくり」体験

など、社会貢献ができる活用方法も実践され

イベントにフォーラムエイトが参加しました。

ています。

地方のシェアオフィスを活用する「働き方改

ぐーももファームで農業体験

革」、農作業体験による「心と身体の健康づく

山梨ICTコンタクトセンターが所有するぐー

り対策」およびICT技術を活用した果樹栽培

ももファーム（北杜市白州町）で、ハーブ畑の

の現状視察を盛り込んだ複合イベントであり、

草 取りと冬収穫の白菜の苗植えを行いまし

参加者は山梨県甲州市・北杜市へ赴き、大自

た。朝まで雨空だったのが、午後からは蒸し

然の中で木の香りに包まれながら中身の濃い

暑い晴れ空の下の作業となりました。没頭しす

2日間を過ごしました。
まず最初に向かったのは、塩山駅から車で

お試しサテライトオフィス

20分の甲州市役所勝沼支所。塩山駅の隣駅の

や甲州市の地域創生への取組についてお話を
伺いました。

「山梨県における人口対策」
（山梨県地域創生・人口対策課 総括課長補佐
植村武彦 氏）

山梨県人口のピークは、2004年で約90万
人。以降は14年で約8万人が減少し続けてい
ます。減少の原因は死亡人数が出生人数を上
回る自然減少と、働き手が都会に転出するな
どの社会減少があります。少子高齢化や生産
年齢人口の流出による減少がこのまま続くと、
22年後にはさらに18万人が減少し、64万人程
度になる見込みだそうです。

た。他の参加者の方と一緒に農作業を行い、
コミュニケーションを取りながら、身体を動か

勝沼ぶどう郷駅という駅名がふさわしく、見渡
す限りぶどう畑という地域です。そこで山梨県

ぎて、一度も時計を見ることがありませんでし

甲州市「奥野田ぶどう園」見学

すことで、心も身体も健康になった感じがしま

野田ぶどう園では、農業にIoTを活用してい

した。普段室内で働く私たちが外で2時間も集

ます。奥野田ぶどう園と富士通が提携し、セン

中して何かに没頭する機会は少ないですが、

サーからぶどう園の温度・湿度・照度を10分お

程よく体を動かすことで、農業の楽しさと心と

きにアプリに通知する機能を開発し、すでに

身体の健康を感じることがで、とても良い体

実用化しています。

験でした。

過去10年間のデータから病原菌がぶどう
に付着する条件を分析し、以前は栽培時期の
半年間で20回程度農薬散布を行っていました
が、今では年4回にまで減少し、ぶどうの品質
も向上しています。
「勘で行う農業」から、センサーを設置し
データを細かく分析することで「データに基づ
いた農業」に転換し、担い手不足が課題の農

ぐーももファームでの農業体験

業にITの技術を取り入れると飛躍的に生産性

山梨県では、人口減少対策として「山梨県

が上昇することを実感しました。

まち・ひと・しごと創生総合戦略」を2015〜

まとめ

2020年の5か年計画を策定し、雇用、人材、人

山梨県で2日間過ごしてみて、ほとんど時計

の流れ、子育て環境、地域の分野において各

や携帯を見ず、時間にとらわれることなく過ご

施策に取り組まれています。

しました。自身初の農業体験では、最初はい
やいや草むしりをしていましたが、次第に畑が

「シェアオフィス甲州を活用した

きれいになっていくことが嬉しくなり、気づけ

甲州市地方創生の取組み」
（甲州市対策秘書課 副主幹

ばすすんで行っていました。ほんとうにあっと
いう間の2時間でした。
「心と身体の健康づく

坂本豊 氏）

り」体験イベント参加して、ほんとうに良い時

人口減少対策の雇用、人材、人の流れの具

間を過ごせました。皆さんもたまには都会を離

体的な取り組みとして、甲州市では移住者や
定住者を呼び込むために「お試し住宅」を用

奥野田ぶどう園

れて農作業を体験されることをおすすめしま
す。きっと都会では感じることができない解放

意するなどの環境整備を行い、今年5月にはサ
テライトオフィスとコワーキングスペースを市

自然・農業と健康経営の関わりついて

感や、各地方ならではの良さを発見できると思

役所の出張所に開設しました。

（株式会社セネコム 代表取締役 斎藤和興 氏）

います。

コワーキングスペースは現在43社260名が使

自社製作のセンサーを使用して、完全室内

用していますが、サテライトオフィスの申込は

でLED栽培を実験的に行っています。品質と

未だにないとのことで、住宅の準備と併せて

しては旬の野菜に劣りますが、ミスト栽培方

オフィスの利用の拡大を推進されています。

法で育成時間の短縮を可能にしています。旬

地域が目指すものと都会に住む人が興味を

でない時期の贈答品や香料のみを必要とする

感じるものには差があります。それでも地域を

加工品として需要があるそうです。生産には専

活性化させたいと願い行動する地域の力には

用の工場を作り、1次産業〜6次産業までを一

頭が下がる思いでした。

つの建物で行うことでコスト削減を図ってお

【CSAJ/山梨ICT共催「心と身体の健康づくり」
体験イベント実施レポート】
http://www.csaj.jp/NEWS/committee/mhealth/180907̲
yamanashi̲report.html
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知っ得IT用語
IT TERMS

HEVC (H.265) コ
コーデック
デック
H.264に比べ、約2倍の圧縮性能をもち、スーパーハイビジョン

■ コーデックとは
コーデック(CODEC：Compression/Decompression)とは、符号化方
式を使ってデータのエンコード（符号化）とデコード（復号）を行うプ

(4K、8K) など高解像度な映 像だけでなく携帯端末向けの動画
フォーマットとしても採用されています。
H.265

ログラムです。
データを再生（表示）する際は、作成時に使用した同種のコーデッ
クが必要となります。

H.264

解像度

8Kまで

4Kまで

フレームレート

300fpsまで

59.94fpsまで

コーデックは動画、音声、画像などで使用されており、動画コー
デックと音声コーデックは、それぞれ用途やデータに応じて選択し、
組み合わせて圧縮を行います。

■ H.265実証実験
H.265とH.264との比較についてIEEE（The Institute of Electrical

■ 動画コーデックについて

and Electronics Engineers, Inc）の研究者による実証実験が行われま

動画ファイルは大容量のデータとなるため、さまざまなコーデック
の開発が進んでいます。ここでは一般的に利用されている主なコー
デックを紹介します。

した（2016年1月）。
実験方法は、解像度を4種類（4096×2048（4K）、3840×2160
（4K）、1920×1080（1080p）、1280×720、832×480）と、フレーム

MPEG2

1995年規格化。DVD、地デジなどで利用。

H.264/AVC

2003年規格化。Blu-ray、ワンセグなどで利用。
圧縮率はMPEG2と比べ約２倍である。

H.265/HEVC

2013年規格化。4K,8K,スーパーハイビジョンなどで利用。
圧縮率はMPEG2と比べ約4倍、H.264の約２倍。

レートを30fps、50fps、60fps（4096×2048は30fpsのみ）の設定でそ
れぞれの映像を視聴し、オリジナルとH.265、H.264でエンコードされ
た圧縮映像を比較して、映像の再現性を10段階で、感覚的に判断す
るというものです。

॒ᛵʝʍʒʶ˂ʒᵘᴢᵚ

±°°
¹°
¸°
·°
¶°
µ°
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³°
²°
±°
°
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グラフは横軸は映像ビットレート(Mbps)、縦軸が主観による評

■ H.265 (ISO/IEC 23008-2 HEVC)
H.265 (ISO/IEC 23008-2 HEVC)は、ITU-Tにより国際規格化され
た動画圧縮規格で、H.264（MPEG-4 AVC）後続の規格です。

価(MOS)、PSNR(dB)を表しています。数値的（客観的）評価である
PSNRの結果は点線で表記されています。実験では、同等の画質を得
るためのビットレート(Mbps)削減量は、客観的評価であるPSNRでは
約44％、主観的評価であるMOSでは約59％となっており、約6割の
データ量の削減が成功したと結論づけされています。

IT TERMS & HARDWARE
INFORMATION

知っ得 IT 用語＆
デバイス情報
2018-No.4

参考：https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7254155

■ UC-win/Roadの録画について
H.265対応のコーデックをインス
トールすることで、UC-w in / Roadの
AVI録画機能で使用することができ
るようになります。UC-win/Roadでは
解像度を縦横最大10,000ピクセル、フ
レームレートを最大1,000fpsまで設定
することが可能です。
ただし、実際に設定可能な最大値は▲ AVI オプション設定画面
コーデックによって変わりますのでご注意ください。
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最新デバイス
HARDWARE

最新アクションカム事情
USB充電ケーブルを接続してしばし充電されるのを待ちます。

■ アクションカムの特徴
アクションカムは小型軽量で、フリーハンドで撮影できることから、
アウトドアスポーツの動画撮影によく使われています。防塵、防水機
能もあり、場所や天候を選ばず撮影できることが大きな特徴です。主

GoPro Hero6

HDR-X3000
SONY

STYLUS TGTacker
オリンパス

タッチパネルから、4K60フレームモードに切り替え、撮影を開始し

Key Mission170

メーカ

GoPro

画質※1

4K 60

4K 30P

4K 30P

4K 30P

寸法

62.3ｘ44.9ｘ
33(mm)

29.4 x 47.0 x
83.0(mm)

35.0×56.5×
93.2(mm)

66.4×46.8×
42.7(mm)

重量

117g

114g

180g

134.5g

防水

10m

IPX4相当

30m IPX8相当 10ｍ

ニコン

※1

▲カメラ比較

ておくと、アップデートの更新、映像の確認等ができます。

てみました。

なメーカのカメラをリストにしてみました。
品名

なお、スマートフォンのアプリも用意されていて、インストールをし

IP6相当

最大解像度

共通する機能としては、ビデオ、写真、連写が可能です。ビデオ撮
影だと4K解像度での撮影が現状の標準となっているようです。4Kビ
デオカメラについては、本誌 2013年 新年号 の本コーナーにて、業
務用4Kカメラが100万円を切るコストで入手できると報告しておりまし
たが、アクションカムの価格帯は数千円〜数万円です。5年で10分の1

▲設定画面：
「4K」を選んで、パネルをタッチすると確定します。

撮影後は、デジカメと同様USB経由か、SDカードからデータを取

以下まで下がるとは当時は想像できませんでした。

り出せます。動画はWindowsならWindows Media Playerで再生でき

■ アクションカムといえば「GoPro」

ます。4Kモニタにて動画を再生すると、ちらつきもなく綺麗な動画が

アクションカムは各メーカからリリースされていますが、この分野
のカメラの人気に火をつけたのがGoProです。SNSの利用者の増加に
伴い、その特徴が目を引きあっという間にユーザを獲得していったと
いう印象を受けます。ラインナップ数も他社メーカを抜きん出ていま
す。そこで、最新情報を紹介するにあたり、GoPro Hero6を早速購入し
てみました。

■ 「GoPro Hero6」について
取扱説明書説に従い、フレームからカメラを取り出し、バッテリを
装着します。メモリカードは同梱されていないので、
マイクロSDXC-I

表示されました。紙面ではお伝え出来ないのが残念ですが、技術の
進歩を感じました。
なお、電源ボタンを押すごとに、ビデオ→写真→写真（連写）で撮
影モードの切り替えが行るようです。

■ 最後に
スマートフォンを持っている人にとっても、小型、低価格、タフさな
どから魅力的なデバイスだと思います。フォーラムエイトポイントバ
ンクで、交換入手できますので、興味のある方はご検討されてはいか
がでしょうか。

64GBを用意しました。4K動画では2時間の録画が可能です。あとは

▲内容物：GoPro Hero6（フレーム付き）、バッテリ、充電ケーブル、 接着式カーブ＋フラットマウント

※一般に商品名、社名は、各社の商標または登録商標です。
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ホーチミン：王の法律も村の垣根まで
大阪大学大学院准教授

福田 知弘

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。CAADRIA（Computer Aided Architectural Design Research In Asia）国際学会 元会長、
日本建築学会 情報システム技術委員会 幹事、大阪市都市景観委員会 専門委員、神戸市都市景観審
議会 委員、吹田市教育委員会 教育委員、NPO法人もうひとつの旅クラブ 理事など兼務。著書など
に、VRプレゼンテーションと新しい街づくり（共著）、はじめての環境デザイン学（共著）、夢のVR
世紀（監修）など。ふくだぶろーぐは，http://fukudablog.hatenablog.com/

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43回。毎回、
福田氏がユーモアを交えて紹介する都市
や建築。今回はホーチミンの3Dデジタル
シティ・モデリングにフォーラムエイトVR
サポートグループのスタッフがチャレンジ
します。どうぞお楽しみください。

ホーチミンへ

乗車する時のヘルメット着用が義務付
けられた。そのため道路脇には、お祭

ベトナムは、インドシナ半島の東南端

りや縁日の屋台で並んでいるお面のよ

ホーチミンの生活の足はバイク（写

に位置し、国土はS字状で、南北の長さ

うに、ピカピカのヘルメットが壁に張り

真２）。それはものすごい数である。信

は1650㎞にも及ぶ。中国、ラオス、カン

巡らされていた。という訳で、ベトナム

号が赤になると、停止線には、まるで

ボジアと国境を接する。面積は32.9万

は久しぶりである。

レースの始まりを待つかのごとく、軽く

㎢、人口は9370万人。主要民族はキン族

50台は並ぶ。信号が青になれば、凄ま

（越人）であり、他に53の少数民族で

じいエンジン音の合唱がはじまり、一

構成される。ベトナムの南部に位置する

斉にゴーである。ホンダ、ヤマハ、スズ

ホーチミン市は、ベトナム経済の中心地

キと日本企業のものが多いが、シート

であり、人口は842万人。

が長く、二人乗りの仕様になっている。

通貨はドン。貨幣の桁が大きい（写

カップル、子供連れ（大人二人に加え

真１）。レストランを物色中に、ランチ

て、追加で子供1人まで基本的に乗車

は「わずか29.9万ドン（日本円で1500

可）、大きな荷物を載せての運転、中に

円）」、カフェで「10万ドン（同、5 0 0

は、多くの鶏が入った籠が載せられた

円）」といわれるとその額の大きさにド

ものなど乗り方は多様であった。

キッとする。

排気量は、二人乗りということもあっ

以前、ベトナムに訪問したのは10年前

て、日本の原付のような50ccではなく、

（訪問先はハノイ）。この頃、バイクに

125ccや150ccとなっている。現地の学
１ ランチはわずか 29.9 万ドン！
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２ バイク洪水

生に聞いたら、彼はバイクに乗って郊

コーヒー（アラ

外から40分運転して大学に通っている

ビ カ 種 ）とは

そうだ。そういわれると、筆者自身も学

違って 苦 かっ

生の頃、原付で20㎞超の道のりを40〜

た が 、風 味 が

50分ほどかけてアルバイトに通ってい

しっかりして

た。長時間乗っていると、原付に乗る

いて、嫌 で は

ポーズを解きほぐすのに結構時間がか

な か った 。し

かったことを思い出す。今、彼らもそう

かし、アラビカ

かもしれない。

種の方が個人

４ 天后宮
３ ベトナムコーヒー

的には好みである。アラビカ種をずっ

テクニカルツアー

と飲み続けたためなのかもしれない

今回は、2018 International Conference

のだが。一方、ホワイトコーヒーは、注

of Asian-Pacific Planning Societies

意外に思われるかもしれないが、

文してから中々出てこず、コーヒーと

（APPS 2018）という都市計画系の国際

コーヒーの生産量を世界の国別でみる

ミルクの収穫にでも行かれたのかと

学会に参加しており、そのテクニカルツ

と、ベトナムは世界第２位である。第１

思ったが（笑）、ようやく出てきた（写

アーに参加した。ジモティが、ホーチミ

位はブラジル、第３位はコロンビア、以

真３）。結構時間をかけて作るものら

ンの名所と都市計画に関する新たな取

下、インドネシア、エチオピアと続く。

しい。器の中には、コンデンスミルク

り組みを紹介してくれた。

コーヒーの品種は主に、アラビカ種と

（練乳）が入っており、珍しい甘さで

天后宮は、1760年に建立した、ベト

ロブスタ種であり、ベトナムではロブス

はあったが、嫌な味ではなかった。し

ナム最古の中国寺院。天井を見上げる

タ種が多く栽培されている。お馴染み

かし、やはりカプチーノの方が好みで

と、何十もの渦巻型の線香が吊るされ

のブルーマウンテン、エメラルドマウン

ある。これもやはり慣れが影響してい

ている（写真４）。

テン、モカ、キリマンジャロなどはアラ

るかもしれない。

ベトナムコーヒー

中央郵便局は、フランス統治時代に
建てられた（写真５）。外観は、鉄道

ビカ種である。一方、ロブスタ種は苦み
が強く渋みがあるが、低高度で栽培も
容易とされる。そのため、インスタント
コーヒーやコーヒー原料などに使われ
ている。なので、ベトナムコーヒーの名
前は目立ちにくいのかもしれない。
現地で採れるものは現地で頂きた
い。そこで、ブラックコーヒーとホワイト
コーヒーの両方を飲んでみた。ブラッ
クコーヒーは、確かに日頃飲むブラック
５ 中央郵便局

都市と建築のブログ Up&Coming123 号
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６
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の駅や映画館のようである。内部は、

行開始した（写真９）。これは、観光目

アーチ天井になっており、1892年のサ

的ではなく、交通システム整備および

イゴン（ホーチミン市の旧名）の地図

市民の利便性向上のためである。市内

と1936年の南ベトナムの地図が飾っ

中心部・バクダン船着場からサイゴン

てあった。これは、都市の成り立ちを

川を遡り、トゥードゥック区までの10.8

学ぶのに参考になった。隣にある、サ

㎞を約30分で結んでいる。75人乗りの

イゴン大教会は、修繕工事中。仮設足

船は真新しく、清潔であった。観光的

場が翼を広げたアートかと思えた（写

には、行った先のスポットや交通手段

真６）。中央郵便局の北側には、本屋

がないことが課題であろう。

が並ぶブックストリート。２年ほど前
に完成。長さは10 0 mほどあり、建物
は洒落た佇まい。緑も多く、趣がある
（写真７）。

くにあった戦争証跡博物館を訪問した

鉄工事が進行中している（写真８）。

（写真10）。ここは、ベトナム戦争の歴

都心部と市の東北部を結び、総延長

史に関する博物館である。衝撃的な展

は19.7㎞。日本の各企業は、地下鉄工

示である。建物内部には、大量の写真

事だけでなく、地下鉄の運営も支援し

や砲弾、銃器、毒ガスマスクなどの遺

ている。

物が展示されている。日本人カメラマ

６ サイゴン大教会
７ ブックストリート
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テクニカルツアーを終えて、ホテル近

ホーチミンでは、ベトナム初の地下

ホーチミン水上バスが、昨年から運

８ 地下鉄工事

戦争証跡博物館

９ 水上バス

ンも命がけで取材していたことを知っ

10 戦争証跡博物館

た。屋 外には、戦闘機、輸送ヘリ、戦
車、大砲、爆弾などの遺物の他に、コン
ソン島刑務所の牢獄を復元した空間も

王の法律も
村の垣根まで

なかった。そこで、ベトナム語で質問し
ても構わないとアナウンスすると、質
問が積極的に具体的に出された次第

最 終日には、ホーチミン建 築大学

である。何より失礼ながら、当初思って

（University of Architecture Ho Chi

いたよりも、BIM、VR、IoTなど、技術

筆者にとって、ベトナム戦争は、地理

Minh）でパブリック・レクチャーをさせ

用語を知っているだけでなく、現地の

的にも時間的にも遠く離れたところで

て頂いた（写真11）。日曜日にも関わら

人たちが実際に取り組んでいる様子も

起こった出来事であり、残された資料

ず、若手の研究者、学生、実務者が集

窺えた。

や映画でしか知ることができない。す

まってくれた。BIM、VR/AR、スマート

タイトルで紹介した「王の法律も村

なわち、仮想体験する程度は限られて

シティなど三次元デジタル技術への取

の垣根まで」とは、
「王が定めた法も

いる。当たり前ながら、実体験したい

り組みはベトナムでも注目されている

村落の秩序には及ばない」という意味

わけではない。が、この博物館を訪問

と肌で感じた。

のことわざであり、ベトナムが強固な

ある。衝撃的であり、戦争の愚かさを
改めて思い知らされる。

して、沢山の写真や遺物を眺めている

ディスカッションタイムのルールは特

ムラ社会であることを意味している。

と、それほど遠くない出来事であること

に決めてはいなかったが、論文発表で

言い換えれば、内輪のコミュニティは

を強く実感した。いや、実感してしまっ

の質疑応答のようなデフェンシブな質

強固で濃密であり、ボトムアップ型で

た。この、感覚が敏感になっているの

問対応は意図せず、時間も内心ではエ

の取り組みが期待できそうだ。ベトナ

は、最近、わが国で自然災害が身近に

ンドレスとしていたのだが、結局1時間

ムは平均年齢が30歳と若い（日本は47

そして続けざまに行っていることも無

ほど続いた。日本や他のアジアの国々

歳）。近い将来、高齢化が急速に進む

関係ではないように思える。

ではよく見られる光景だが、筆者のプ

とも言われているが、彼らの発展に期

レゼン後しばらくの間、質問は出てこ

待したい。

11 ホーチミン建築大学でのパブリック・レクチャー
都市と建築のブログ Up&Coming123 号
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3D デジタルシティ･ベトナム by UC-win/Road
「ホーチミン」の 3D デジタルシティ・モデリングにチャレンジ

今回は、ベトナムを代表する大都市であるホーチミンの街を作
成しました。2010年に完成したビテクスコ・フィナンシャルタワー
を中心とした、サイゴン川沿いのホーチミン市1区の様子を表現し
ています。昔ながらの商店やカフェが立ち並ぶ市街地の中に突如
として現れる高層ビルや、ラッシュ時には道路を埋め尽くすバイ
クなど、近代化の途上にある街の姿を見ることができます。雨が
降ると道路には水が溢れ、水飛沫を上げて走る車やバイク、傘を
差して歩く歩行者の様子なども表現しています。
VR-Cloud 閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog43.htm#city

サイゴン川から見たホーチミン1区

商店街と高層ビル

バイクの洪水

スコールによる冠水

■スパコンクラウド ® 詳細

CGレンダリングサービス

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

「UC-win/Road CGサービス」では、UC-win/Roadデータを3D-CGモデルに変換して作成した高精細な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・ホーチミンのレンダリングに使用されています。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。
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洪水リスクアセスメントのための 入門講座

第 11 回

洪水リスクアセスメント のための 入門講座

Vol.11

RISK

最終回

Flood Risk Anal ysis

都市の洪水リスク解析入門
これまで、リスクマネジメントの歴史から始め、洪水リスクの定義と洪水リスク定量化の考え方、洪水リスク解析モデルとその応用例、そし
て洪水リスクの不確実性という最近の研究について述べてきた。本章では、洪水リスクアセスメントの全体像をあらためて示し、その内容
を整理してまとめる。そして洪水リスク解析の今後の課題を提示し、最後に洪水リスクマネジメントについて再び論じる。

洪水リスク解析の基本フレーム
米国陸軍工兵隊の洪水リスク解析の先駆性
洪水リスク解析は、米国陸軍工兵隊による洪水リスクアナリシスに
始まる。1990年代に入って出版されたＵＳＡＣＥ(U. S. Army Corps of
Engineers) による洪水リスクと不確実性に関する一連の報告書（例え
ば[1][2]）は、洪水リスク解析の先駆的な業績である。本書で折に触れて
取り上げた Risk Analysis and Uncertainty inFlood Damage Reduction
Studies （2000年）[3]は洪水リスク解析の古典的な文献であると言える。
米国陸軍工兵隊の洪水リスク解析は、①EAD（年間被害額期待値）
による洪水リスクの定量化、②洪水リスク定量化における不確実性分
析、③定量化された洪水リスクによる洪水対策の相互評価、という三つ
の柱からなり、これらはその後の洪水リスク解析に受け継がれていっ
た。ただ、米国陸軍工兵隊の手法は、１次元河道における洪水氾濫を
対象にしていること、被害額が洪水位によって決まると仮定しているこ
となど、第10回の図4に示されているように、わかりやすいがあまりに簡
易すぎるモデルによって計算するものである。外水・内水氾濫という２
次元的な浸水氾濫とさまざまな資産によって構成される都市浸水被害
の現状を考えるとき、米国陸軍工兵隊の手法は都市流域の浸水氾濫に
そのまま適用することは不可能と言える。
また不確実性分析にしても、第10回の図5に示されているモンテカル
ロシミュレーションによる方法は、そのまま都市流域の不確実性分析に
適用するには、後述するような基本的な問題を抱えている。つまり米国
陸軍工兵隊の洪水リスク解析は、浸水氾濫解析、浸水被害算定、不確
実性分析において、現在の洪水リスク解析に用いるには改良すべき点を
多く残していると言える。2000年代に入ると、主にヨーロッパの研究者
によって、このリスク解析の手法が浸水氾濫解析と不確実性分析の領
域で深められていった。ともあれ、米国陸軍工兵隊が開発した手法に
おいて、洪水リスク解析の分野で大きく貢献したと思われるのは、EAD
によって洪水リスクを定量化するという思想である。このことに関して
は何人も否定することはできないであろう。
本講座の洪水リスク解析においてもEADを計算することは洪水リス
ク定量化の要諦である。ただ米国陸軍工兵隊の解析手法、さらには海
外のほとんどの洪水リスク解析手法もそうであるが、それらに共通して
いることは、洪水被害のＥＡＤを洪水の生起確率と洪水による被害か
ら計算していることである。一方、本書の洪水リスク解析では、第8回で
述べたように、豪雨の生起確率と豪雨による洪水被害からEADを計算
する。洪水ではなく豪雨の生起確率から計算するため、区別して、EAD

ではなく洪水リスクコストという用語を特に用いているのである。

都市の洪水リスク解析の現在（浸水氾濫解析）
都市の洪水リスク解析の手法は、浸水氾濫解析、浸水被害算定、不
確実性分析からなる。浸水氾濫解析においては市販のソフトウェアが
活用されることが多い。第6回で述べたように、
マクロ解析では都市河
川の外水氾濫と下水道の内水氾濫、さらにそれらの相互作用が扱える
モデルであれば適用可能であり、xpswmm、InfoWorks, MOUSEなど
の市販ソフトが国内外で実用的なモデルとして広く用いられている。本
書では浸水氾濫解析モデル（Model 1）として、自前で開発した拡散波
近似の2次元浸水氾濫モデルと市販ソフトである都市浸水氾濫モデル
xpswmm（1D/2D）を用いている。市販ソフトを用いることの利点は、ま
ず、それが多くの研究者・技術者をユーザーとしている場合、モデル適
用における問題点が開発者にフィードバックされ、バージョンアップを
通して改良が続けられていくことである。
そしてもうひとつ重要な点は、世界中で用いられていることで、これ
らの市販ソフトが 共通言語 として機能し、どのソフトを使っているか
で計算プロセスなどの情報を共有できることである。国際会議での私
の経験であるが、洪水リスクの評価について研究発表しているにもか
かわらず、自前で開発したモデルを用いた場合、浸水氾濫解析モデルに
ついての議論で終わってしまうこともあった。しかし市販ソフトの場合、
ソフト名を明示することで、洪水リスク本来の議論に移ることができ
た。筆者は、もちろん浸水氾濫解析モデルを開発することの重要性は十
分に認識しているつもりである。しかし、浸水氾濫の計算は被害予測や
洪水リスクの評価につなげることではじめて意味をもつと考えている。
都市洪水のミクロ解析では、都市流域の局所的な浸水氾濫の解析、
特に地下空間などの浸水氾濫の計算がさらに精密化していくと思われ
る。浸水深のみならず流向・流速や浸水時間などが浸水被害と避難に
関するアウトプットとして有用なデータとなる。これらのミクロ解析は、
地下街の浸水被害や地下街からの避難方法の検討など、洪水リスクの
ミクロマネジメントにおいて大きな役割を果たすと考える。またミクロ
解析において、下水道管路の水理解析は現在においても重要な研究課
題である。管路の詳細な構造とエネルギー損失などの水理現象に関す
る渡辺ら[4]や荒尾ら[5]の研究成果が、今後、都市洪水リスクのミクロ解
析に生かされることが期待される。
本講座の洪水リスク解析では、第9回において気候変動による洪水リ
スクの増加について検討した。しかし、東京など特定したエリアを対象
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に、気候変動による降雨特性の変化を降雨強度曲線スケールで予測す

作業である。そこで、この問題を別の方向から解決する試みとして後述

る研究はほとんどなく、本書ではかなり粗い想定をもとに洪水リスクを

する不確実性分析がある。

計算した。都市雨水排水への気候変動のインパクトを研究した最新の
[6]

浸水被害算定モデルが抱える問題点として、もうひとつ、定量化が困

成果は、例えばWillemsら の著書にまとめられている。今後、ゲリラ豪

難な浸水被害をどう扱うかということがある。浸水被害算定モデルは、

雨が常態化したわが国の都市において、降雨強度曲線に関連した気候

洪水による被害をマネタリー・ベースで評価するものであり、そのため

変動の研究が進むことが期待される。

の被害定量化である。しかし、直接被害や間接被害で定量化できるも

都市の洪水リスク解析の現在（浸水被害算定）
都市の洪水リスク解析における浸水被害算定モデルは、第7回で述べ
たように評価額に被害率を乗算して求める考え方が基本であり、この
数10年変わっていないと言っても過言ではない。ただ被害率について

のはともかく、精神的な被害や人命被害などは定量化が困難である。
一度甚大な被害を受けると、それによる精神的外傷はその後の日常生
活に影響を及ぼす。定量化が困難な被害項目について研究の対象が広
げられてきているが、今後はリスクファイナンシングも含めた検討が必
要になるだろう。

は、被害軽減行動による被害率の低減が重要であり、それはポテンシャ
ル被害とアクチュアル被害の関係として第7回で論じた。
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都市の洪水リスク解析の現在（不確実性分析））

本講座における洪水リスクアセスメントの適用事例として、洪水調節

洪水リスクの研究が決定論的なモデルから確率論的モデルへと移

池や気候変動など、主にハード対策の洪水リスク低減効果に関する解

行していることはすでに述べた。洪水リスク解析でモデルに入力する

析を紹介した。洪水リスクマネジメントにおいては、ハード対策ととも

データやモデルのパラメータが信頼性のある確定した値ではなく、あ

に被害軽減のソフト対策が重要な位置を占める。本書において豪雨時

る不確実性をもった数値であること、そしてそのことを前提に洪水リス

の被害軽減行動のリスク低減については木場排水区のひとつの事例を

ク計算の不確実性を考慮しなければならないことが明確に認識された

示した。実際、盛土やピロティー化による建物の耐水化、家財の配置や

ということである。特に被害額の算定においては、資産の評価額と被害

移動などの被害軽減行動によって、浸水深−被害率曲線における被害

率がかなりばらつきをもったものであり、Ｂ／ＣやEADの計算において

率は低下する。その被害率の低下がどのくらいかという定量的研究は、

は、そのばらつきを考慮して意思決定することが求められる。

建設省の被害調査の例[7]を除きほとんどなされていない。建物被害や

公共事業の事業評価において、Ｂ／Ｃが事業実施や事業継続を判

家庭用品・事業所資産の被害について、被害軽減行動による被害率の

断する指標のひとつとして用いられている。このＢ／Ｃはマニュアルに

低下に関する情報が増えてくると、さらにリアリティーのある洪水リス

よって決められた手順で計算できるが、その計算に用いた数式やパラ

ク解析が可能となるだろう。

メータ、あるいは入力するデータが確定値ではなく、ある確率論的な幅

浸水被害算定については、
『治水経済調査マニュアル（案）』に計

をもった数値であることはほとんど問題にされていない。しかし、その

算の手順が示されており、それに従えば統一した方法による被害算定

確率論的な幅、つまり不確実性が非常に大きい場合、意思決定に用い

ができる。本書の浸水被害算定モデル(Model 2)は『治水経済調査マ

るＢ／Ｃとして適正と言えるだろうか。このような素朴な疑問が生じてく

ニュアル（案）』を基本としながらも、浸水深−被害率の関係をロジス

るが、洪水リスク解析においてEAD、あるいは本書でいう洪水リスクコ

ティック曲線で表現し、被災対象物についても、東京都都市整備局の

ストも同じ問題を抱えているのである。

GISデータベースに対応して新たな分類を行い、評価額も東京都主税局

本講座の第10回において洪水リスクの不確実性について論じた。不

のデータなど独自に情報を収集した。さらに被害算定の方法も、GISを

確実性分析の最新の研究成果は、Bevenら[8]の著書にまとめられてい

援用した浸水被害算定のためのエクセル・データシートを作成し、直接

る。米国陸軍工兵隊の不確実性分析、そしてそれに続くヨーロッパの研

被害・間接被害を表計算によって進めていくモデルを構築した。これに

究者たちによる多くの不確実性分析は、１次元河道の浸水氾濫による

よってメッシュごとに被害額や洪水リスクコストの計算が可能になり、

簡易なモデルを対象としたものがほとんどである。一方、都市の外水／

ハザードマップからさらに洪水リスクマップ作成への道が開かれた。こ

内水氾濫を2次元的に計算し、さまざまな被害項目の浸水被害額を積

の洪水リスクマップによって、浸水被害に関する都市流域の脆弱性がよ

み上げる都市の洪水リスク解析においては、不確実性分析の本格的な

り明確になり、洪水リスクのマクロマネジメントのための有用な情報が

導入は容易ではない。米国陸軍工兵隊のモンテカルロシミュレーショ

得られるようになる。

ンもすでに述べたとおり、簡易な3つのパラメータについて乱数を用い

浸水被害の算定における計算結果の信頼性は、浸水被害算定モデル

ている。都市の浸水氾濫解析においては、不確実性をもつデータやパラ

の課題である。浸水氾濫解析モデルの計算については、照合できる実

メータはそれよりはるかに多く、モンテカルロシミュレーションは天文

測値があるため、パラメータの同定も含め計算の精度や信頼性に関し

学的回数の試行を要求されることになる。本講座の洪水リスク解析は、

ていちおうの検証ができる。しかし浸水被害算定モデルについては、計

自治体における洪水リスクマネジメントを想定し、計算機としてパーソ

算結果を検証するデータがないため、必然的に被害予測の不確実性を

ナル・コンピュータを用いることを前提としている。計算の容量と計算

ともなうことになる。洪水リスク解析において不確実性が大きな問題と

の速度の点からモンテカルロシミュレーションの適用は困難である。

なるのは特に浸水被害の算定である。この問題の解決のためには、浸

そこで、洪水リスク解析全体を不確実性分析の対象とするのではな

水被害について実際に生じた被害額を詳細に調査し、
「マニュアル」の

く、特に不確実性を無視することができない計算プロセスに絞って分

算定値との比較検証を行うことが考えられるが、これはきわめて困難な

析を行うことは合理的であると考える。そのひとつの試みを第10回で示
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した。被害額算定において重要な役割をもつ浸水深−被害率曲線の原

その計算結果を用いるとき、例えば洪水対策によるリスク低減の計算

データのばらつきを標準偏差という指標によって表現し、それを用いて

結果は、不確実性をともなった数値、あるいはある幅をもった数値とし

被害ポテンシャル曲線を算定する方法である。もちろん紹介した試みに

て扱うことが要求されるのである。

はまだ改善すべき点が多く残されている。この方法は不確実性を組み

洪水リスクの不確実性の本格的な研究はまだ始まったばかりであ

込むひとつの試みであり、これ以外にもより適正な方法も当然あると思

る。今後、不確実性の適正な評価と効率的な計算方法に関する研究が

われる。

ますます重要性を増すと思われる。

洪水リスク解析において何故不確実性を無視することができない
か。洪水リスクの定量化が研究内部の閉じた作業であれば、リスクの不
確実性をそれほど重要視する必要はない。しかし、洪水リスク解析を洪
水リスクマネジメントの中で位置づけ、意思決定プロセスの一環として

洪水リスク解析と洪水リスクマネジメント
洪水リスク解析は、洪水リスクマネジメントの中で意思決定のための
重要な情報を提供する。ここで洪水リスク解析が洪水リスクマネジメン
トにおいてどのような位置付けにあり、またどのように適用されるべき
かについて述べる。

洪水リスク解析からリスクマネジメントへ
現在、自治体における河川事業の実施や継続は、ハード施設の整備

の洪水リスクコストの低減値を洪水リスクマネジメントの数値目標とし
て位置づけることができる。
洪水リスク解析は洪水リスクコストという情報を提供することによ
り、洪水リスクマネジメントにおける意思決定支援システムとして重要
な役割を期待することができると考える。

減災からリスクマネジメントへ（再論）

を対象とする費用便益分析（Ｂ／Ｃ）によって評価されることが多い。

河川の治水対策は、流域のスケール、流域の自然条件、社会経済条件

その方法は、治水事業によるEAD（年間被害額期待値）の低減を洪水

によって異なる。東京都東部を流れる荒川のような大規模河川の氾濫

リスク低減効果＝便益として評価するものである。

原洪水においては、何よりも堤防というハード施設を万全にし、住民の

都市流域は、洪水流出機構の変化とともに人口・資産が集中し、浸

避難場所も計画的に整備し、破堤などの危機的状況に際しては国民の

水による被害ポテンシャルが高い。そのため住民が安心して暮らせるた

生命財産と国家的経済損失を最小に抑えるクライシスマネジメントが

めには、信頼できるハード施設の整備が重要であり、各自治体は財政

発動されなければならない。一方、東京都内の神田川、石神井川など、

的な制約のなかで水害の被害を減らす治水事業を長期にわたって実施

下水道と一体化した都市中小河川では、治水レベルを超える河川溢水

している。ただ、近年においてはハード施設の治水レベルを超える豪雨

とともに、近年増加しているゲリラ豪雨による内水氾濫への対策が欠

が増加しており、ハード対策のみならず被害を軽減するためのさまざま

かせない。災害弱者の避難とともに、家財や建物などの浸水に対して

なソフト対策も同時に要求されている。たとえば、建物の耐水化、止水

被害軽減行動をとることが重要となる。同じ東京都内でも、東部の沖

板や土嚢の使用、浸水に備えての家庭用品や事業所資産の設置場所の

積低地、江東デルタではゼロメートル地帯として地震水害の脅威があ

工夫、豪雨時の家財の安全な場所への移動などである。本講座の第１

り、また荒川が破堤するようなことになれば浸水した水がいつまでたっ

回で述べたように、ハード、ソフト、ミクロ、
マクロのあらゆる可能な対

ても引かない、まさに「水没」の状態が続くことになる。命を守るため

策の組合せ（ポートフォリオ）をPDSサイクルで実施するのが洪水リスク

の安全な場所への避難が最重要である。ただし江東デルタは土地の勾

マネジメントである。

配がないため、内水氾濫はさほど大きな水害とはならない。

洪水リスクマネジメントにおいて、このような治水対策のポートフォリ

このように東京都内で見ても、河川に求められる治水対策は、流域

オによるリスク軽減を数値目標として定量的に捉えようとするならば、

の規模や予想される氾濫形態、被害を受ける側の社会的経済的条件に

ソフトも含めあらゆる治水対策をハード対策と同じ指標で評価すること

よって多様であり、ハード対策の重みやそれに関連するソフト対策の内

が求められる。本講座の第9回では洪水リスク・インパクトファクターを

容、両者のバランスなど流域によって異なるのである。

導入して、治水事業、資産増加、気候変動、被害軽減行動など、想定され

都市中小河川に目を向けると、わが国の都市では、治水計画水準、下

る洪水リスク変動要因を、同じ指標によって評価する手順を説明した。

水道の雨水排水水準はほぼ時間50ｍｍ前後である。しかし治水事業の

洪水リスクマネジメントは、豪雨による危険状態を分析し、被災対象

進捗状況は必ずしもはかばかしくはない。当然のことながら用地買収

に生じる被害を、その脆弱性とともに予測し、さまざまな対策を組み合

に費用と時間がかかり、すでに長期にわたって建設が続けられている。

わせて洪水リスクを最小化する取り組みである。そして洪水リスクを定

このように時間と費用を要する時間50ｍｍの治水事業に対して、時間

量化して表現するものが洪水リスクコストである。これまでハード対策

70ｍｍ、80ｍｍ、さらには100ｍｍの豪雨が襲い、あっという間に浸水

にのみ用いられていた洪水リスクコストをあらゆる対策に適用し、全体

するのが都市の水害の現実である。

誌上セミナー Up&Coming123号

23

誌上セミナ
ナー

都市の水害に対して、
「減災」の重要性が説かれる。
「減災」は、戦

都市流域によって地形やハード施設の整備レベルは異なる。さらに

後の「防災」行政の軌道修正であり、従来のハード主体の公助に対し

人口・資産の集中状況も同じではない。自治体ごとに選択する対策の

て、さらに自助・共助を加えて災害を減少させようという考え方である。

組合せは異なっているのが当然である。ハード施設の整備水準を「境

「減災」という言葉をこのように文字通りに受け取ればなるほどと容易

界条件」として、建物の耐水化、資産の設置場所の工夫、豪雨時の資産

に理解できる。しかし、自治体における「減災」の現状を考えるとき、筆

の移動、さらにリスクファイナンシングも含めて、ありとあらゆる可能な

者は少し違和感をもつのである。これまでの防災行政、さらに減災行政

対策の最適な組合せ＝ポートフォリオを決定し、洪水リスクマネジメン

にも共通していることは、いずれも治水事業や流域対策（総合治水）に

トのPDSサイクルを実行していくことが都市の洪水リスク低減のための

よって、ハザード、すなわち、
「浸水しやすい状態」をいかに改善してい

重要な課題であると言える。

くかということに努力が集中されてきた。一方、流域全体の「浸水脆弱
性」の克服という課題については、共助、自助として、行政の範囲を超え
る「協力要請」として位置づけてきたことは否定できない。あくまで主

参考文献

体はハードであり、減災行動は従属的な位置づけのように思われる。

[ 1 ] USACE: Guideline for Risk and Uncertainty Analysis in Water Resources
Planning, Volume Ⅰ :Principles with Technical Appendices, Report 92-R-1,

すでに述べた大規模河川であれば当然そうでなければならない。しか
し、時間50ｍｍの治水水準を超えるゲリラ豪雨が容赦なく降り注ぐ都
市流域においては、ハード施設の整備とともに、浸水脆弱性克服という

U.S.Army Corps of Engineers Institute for Water resources, 1992.
[ 2 ] USACE: Guideline for Procedures for Risk and Uncertainty Analysis in
Corps Civil Works Planning, Volume Ⅱ :Example Cases, Report 92-R-2,

課題に大きく重心を移すことが現在求められている。
洪 水リスクの定 義として、H a z a r d 、E x p o s u r e（被 災 対 象 ）、

U.S.Army Corps of Engineers Institute for Water resources, 1992.
[ 3 ] NRC(National Research Council): Risk Analysis and Uncertainty in Flood
Damage Reduction Studies, Washington, D.C., National Academy Press, 2000.

Vulnerability（浸水脆弱性）の組合せがあることを第1回の講座で示し
た。つまり、洪水リスクを低減するためには、この3者を組合せて考える

[ 4 ] Watanabe, K and Kurihara, T: Practical simulation method of surcharge
ﬂow using pressurerelaxation eﬀect in manhole, proceedings of 6th

のである。大河川ではハード対策によるハザードの改善が何より優先さ

International Conference on Urban Storm Drainage, Ⅰ , Niagara Falls,

れねばならない。しかし、治水水準が時間50ｍｍ前後のレベルに制約

pp.128-133, 1993.

された都市中小河川や下水道においては、ハザードの改善とともに、浸

[ 5 ] 荒尾慎司，平塚俊祐子，楠田哲也：管水路流れにおける３方向接合円形落
差マンホールのエネルギー損失の定式化，土木学会論文集Ｂ１（水工学）
，

水脆弱性を克服する努力、建物の耐水化、止水板や土嚢の使用、家具
の移動などの被害軽減行動が重要となる。近年では、レーダーによる

Vol.69，No.2, pp.105-122, 2013.
[ 6 ] Willem, P., Olsson, J., Arnbjerg-Nielsen, K.,Beecham, S., Pathirana, A.,
Gregersen, I., Madsen,H., and Nguyen, V-T-V. : Impact of climate change on

降雨予測も、Xバンド−MPレーダーの開発・供用によって精度が向上し
ており、住民の被害軽減行動をサポートすることが期待されている。佐
藤[9]は、総合的な水害リスクマネジメントの構築という文脈で、上述の
洪水リスクの３つの要素の分析を踏まえ、＜社会の防災力＞を高めると

rainfall extremes and urban drainage systems, IWA publishing, 2012.
[ 7 ] 栗城稔 , 今村能之 , 小林裕明：水害被害の実態調査に基づく一般資産の被害
率の推定，土木技術資料 ３７−１，pp.40-45，1995.
[ 8 ] Beven, K. and Hall, J.(editors): Applied Uncertainty Analysis for Flood Risk
Management,Imperial College Press, London, 2014.

いう考え方を提起している。繰り返すが、河川流域の規模や自然条件・
社会経済条件によって洪水リスクの特性は異なり、それぞれの流域に

[ 9 ] 佐藤照子：水害リスクの構造とその特徴について

対応した洪水リスク低減手段が採用されなければならないのである。

−総合的な水害リスクマネジメント手法の構築に向けて−，
慶応大学日吉紀要，社会科学 No.15,pp.25-38, 2005.

都市の洪水リスク解析 〜減災からリスクマネジメントへ〜
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スイート建設会計
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
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通常版
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・建設業会計における会計科目から、対応する財務諸表を作成
・工事進行基準による工事収益を計上
・工事台帳を作成し、工事別の原価を計算
・仕訳入力時の工事コード入力、
および間接費の振分けに対応
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・間接費の配賦機能を搭載
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・完成振替、棚卸振替処理機能を搭載
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▲UC
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ࡾ̜ՁΙˢᜄɗࡾ̜ҝ̙አ
ߦ᚜ɁҋӌȾɕߦख़ȪɑȪȲᶬ

႕ᬂɗʦʉʽɁᝢȽȼ
ᝊȪȢȹӒȞɝɑȬᶬ

ͽʨʕ᷋ɬʵɕʊɰʽʷ᷐ʓ
ȺȠɑȬᶬ

スイート法人会計

通常版：¥1
通常版
¥150
50,0
,000
00
Pro版
Pr
o版：¥35
¥350,
0,00
000
0

・仕訳帳、出納帳、総勘定元帳の出力
・法人向け決算書の作成
・部門別の損益管理
・付箋機能によるメモの保存
・レシートの撮影画像データを保存することで領収書整理が可能
・弥生会計から出力した会計データのインポート

▲メイン
メイン画面
画面

▲複合仕分け入力
力

スイート給与計算

通常版：¥1
通常版
¥150
50,0
,000
00
Pro版
Pr
o版：¥35
¥350,
0,00
000
0

・給与明細、年末調整の作成に対応

ˢᓐ͙ഈႊɁʃɮ᷐ʒศ̷
͢ᴬፈ˫አɕ૬Ζ˹ȺȬᶬ

ɹʳɰʓȺਖ਼ᢌȾҟႊȺȠɞ
͢ʁʴ᷐ʄɂɑȬɑȬЭ
ȪȹȗȠɑȬɀǺ

・従業員の多様な勤務体系（月給、
日給など）の管理が可能
・社会保険、労働保険などの細かな設定に対応

▲メイン画面

▲給与明細入
▲給与
明細入力
明細入
力

関連リンク：
ƆˢᓐȾֿףջǾᇋջɂǾյᇋɁףൈɑȲɂᄊ᧸ףൈȺȬǿ
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スイート法人会計 http://www.forum8.co.jp/product/conacc.htm#kensetsu
スイート法人会計 http://www.forum8.co.jp/product/conacc.htm#houjin
スイート給与計算 http://www.forum8.co.jp/product/conacc.htm#kyuyo

クラウド上
ド でVRを活用する統合ソリューション

Ultimate

Driving Sim

Advanced

￥550,000

®

（a3S SDK サーバライセンスを含む）

Ver.6.1
登録商標

￥336,000
（税別）

登録第5445551号

VR-Cloud®はクラウドサーバ上で3D・VRを利用する合意形成ソリューション。
インターネット環境さえあれば、
シンクライアントでもWebブラウザでVR空間を
操作できます。Android™クライアントに対応。

Standard

Collaboration

独自のクラウド伝送技術「a3S(Anything as a Service)」
を実装し、
各種シミュレーションをスムーズに実行。

Standard版に加え、3D掲示板・景観評価・注釈・写真・複数ユーザによる
コンファレンス機能など、
クラウド上でのより高度なVRの活用が実現。

【オペレーションモード（視点、動作）】

【3Dモデルの管理・操作・保存】

・フリーモード
（インタラクティブで自由な視点位置操作）

・ 公開中のデータに保存されている3Dモデルリストを、
クライアントから閲覧可
閲覧可能
閲覧可
能、

・ 各種シミュレーション
（道路走行、
フライパスでの飛行、
自由歩行）

配置されている3Dモデルを、
クライアントから自由に動かすことが可能

・スクリプト
（自動プレゼンテーション）
、
シナリオの実行、
ビデオ再生にも対応

【3D掲示板・注釈・景観評価（Collaboration）】

・ドライビングシミュレーションにおける車両モデル選択

・ VR空間にディスカッション・注釈作成、
アイコン表示、
他ユーザによる返答

・キーボードによるマニュアルドライブ
（特許取得）

・マーキングによるVR空間内での景観評価作成、
一覧のHTML出力

・マルチクライアント、
操作権限の取得によるオペレーション
・ 設定：コンテクスト
（一括環境設定）
、
交通流トラフィックおよび環境設定ON/OFF

【写真（Collaboration）】

・ホームメニュー
（データ一覧、
お気に入り、
閲覧履歴）
の表示

・ VR空間内でのアイコン表示、
写真の閲覧、
編集、
削除が可能

・ Android™版クライアントでは、
GPSを利用した位置情報の取得が可能

・ 撮影視点位置、
Android™端末のGPSから配置選択

・ｘｐｓｗｍｍシミュレーション
（洪水、
津波解析等の結果可視化）
対応
・ 編集機能を追加：3Dモデルの選択、
平行移動、
回転、
削除、
配置に対応
・ 3Dモデルのアップロード機
ド 能を追加

・ 視点の共有、
テキスト、
ビデオ、
音声によるコミュニケーション
・パスワードによるアクセス制限

・ VR-Cloud® SDKおよびVR-Cloud® スクリプトプラグイン実装

運転シミュレーション

【複数ユーザによるコンファレンス
（Collaboration）】

歩行シミュレーション

を体験！
特設ページへアクセス

3Dアイコンの表示

活用事例

コンペ、
コンテストで活用

ディスカッション機能

注釈機能

大阪大学 大学院工学
研究科環境・エネルギー工学 福田知弘研究室

データ共有による遠隔会議や
手書きデザインミーティングを簡単に実現
水木しげるロード × VR-Cloud® Ver6.1

arcbazar + Project VR

3D・VRシミュレーションコンテスト Virtual Design World Cup
オン・クラウド
（第16回グランプリ 学生BIM&VRデザインコン
株式会社メイワスカイサポート） テスト オン クラウド
別売オプション

が閲覧可能となります。
境港市水木しげるロードのリニューアル計画では、
設計案の合意形成とPRのためにVRを作成
登録商標
®

海洋津波解析サービス
画像：東北大学 今村教授

登録第5459336号

スパコンならではの高い演算性能を活用
した新しいソリューションサービス

FORUM8スパコンクラウド神戸研究室
は、
スパコン
「京」
と隣接した高度計算科
学研究支援センター
（公財）
計算科学振
興財団
（FOCUS）
内に、22テラFLOPS
（=1秒間に22兆回の計算性能）以上
のスパコンを利用したサービスの提供を
LuxRenderレンダリング
行っています。

ングに活用。

VR-Cloud® Collaboration機能
デザインミーティングの例
メイン画面での手書きデザイ
ン入力。ビデオ会議システム
（Skype）を利 用した協 議
シーン。

登録商標 登録第5549194号

高速度グラフィックサーバー
最新型のグラフィックスカードを容易に収納できるコンパク
トなサーバー機。標準的な19インチラックマウント型のサー
バと比較して、
省スペース・低コストを実現しつつ、
高速度の
グラフィック計算に対応します。

視点位置はVRでシーンを自在に選定 ディスカッション注釈の3Dアイコン表示

Information Up&Coming123号
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オープンデータ
今回は、情報社会をさらに加速・発展させるために重要な「オープンデータ」に関するお話です。現在、データ
は閉ざされたつながりの中で利用されていることが多く、様々なコストがかかってしまいます。これを解消する
ため、官民一体となって推進されているオープンデータの利点などを解説します。

オープンデータとは

月IT戦略本部決定）に基づき「オープンデータ」の取り組みを進めてお

オープンデータとは、機械判読に適したデータ形式で、かつ2次利用

り、この後「オープンデータ2.0」
（2016年（平成28年）5月20日高度情

が可能な利用ルールで公開されたデータのことを指します。ここでいう

報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）に基づいて、データ公開中

「判読に適したデータ形式」とは、
「コンピュータが識別できないデー

心の取り組みから「課題解決型オープンデータ」の具体的な実現を目指

タ（JPEGファイルやPDFファイル等、テキスト情報を読み取れないも

し、さらに取り組みの強化が行われました。

の）」を含まないものおよび、
「ExcelファイルやWordファイルなど特定
の企業のアプリケーションを必要としないもの（自由に加工ができるプ
ログラミング言語で提供されているデータを指す）」のことです。

現在では、前述の「オープンデータ基本方針」
（2017年）に基づき、
公共データの公開および活用が推進されています。
また、官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）におい

日本のオープンデータ基本指針（平成29年5月30日高度情報通信

て、国および地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付け

ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定）で

られており、オープンデータへの取り組みにより、国民参加・官民協働の

は、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰

推進を通じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化・効率化等が期

もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）でき

待されています。

るよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープ
ンデータと定義するとされています。

1. 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用
されたもの
2. 機械判読に適したもの
3. 無償で利用できるもの

オープンデータのメリット
誰でも許可されたルールの範囲内で自由に複製・加工や頒布ができ、
■データカタログサイト http://www.data.go.jp/
様々なオープンデータが閲覧可能

商用としても利用可能であるため、多くの人出やコストをかけずに広く
データを活用することができます。また、オープンデータであることで、
住民や一般の市民によるチェック機能が働くことに加えて、政府や自治
体が持っている情報資源を開放することで、アイデアやイノベーション

フォーラムエイトでの取り組み

が生み出されるきっかけともなります。特に、IT分野ではオープンデータ

フォーラムエイトでは現在、VR Design Studio UC-win/Roadによる

を利用することで新たなビジネスチャンスを得られる可能性もあります。

オープンデータ・大規模データの活用を進めています。さらに、これらの

また、行政にとってはあらかじめ情報を公開しておくことで、問い合わせ

オープンデータを活用可能な新しいVRプラットフォームとして、GIS搭載

が減少し業務効率化につながるという利点もあります。

のデータクラウドサービス、VR-CloudⓇ NEXTの開発を行っています。
またVRシミュレーションデータのオープン化や共通基盤づくりの

政府によるオープンデータの推進

Reality(VR)協議会」にも協賛しており、今後は3DVRによる自動運転や

ページに掲載され、利用者がこれらにアクセスして閲覧することを前提

ドローン飛行シミュレーション、i-Constructionなどの分野で、VRを利

としている場合が大半でした。しかしながら近年は、インターネットおよ

用したバーチャルなプラットフォームの提供を全面的に支援し、オープン

びデータ取得・分析に関連する技術の進展、データ利用のニーズ多様化

データの積極的な活用を図っていく予定です。

などによって、各省庁等が閲覧用に加工したデータのみならず、民間の
事業者が加工・分析したり、他のデータと組み合わせることができるよ
う、閲覧用に加工する前のデータを各省庁等が機械判読可能なデジタ
ル処理に適した形式で提供することが求められています。
このため、政府では行政機関等が保有する公共データの民間事業者
による活用が進展するように、オープンデータの取組を推進しているの
です。
政府では、
「電子行政オープンデータ戦略」
（2012年（平成24年）７

28

体制を官民挙げて推進する目的で本年設 立された「北海道Vir tual

従来、政府が電子的に提供する情報は各府省等が作成したホーム

Up&Coming123号 ちょっと教えたいお話

参考
【オープンデータ基本方針】
（PDF）
（2017年（平成29年）５月30日高度情報 通信ネットワーク社会推 進戦略
本部・官民データ活用推進戦略会議決定）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/
kihonsisin.pdf

【オープンデータ - 国土交通省】
http://www.mlit.go.jp/statistics/index.html
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RRIV
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新製品／新バージョン情報

NEW ARRIVAL 2018/04 - 2018/10
※表示価格はすべて税別価格です。

は新製品です。

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

UC-win/Road Ver.13.1
新規（Ultimate） ： \1,920,000
新規（Driving Sim） ： \1,280,000
新規（Advanced） ： \970,000
新規（Standard） ： \630,000

環境アセスプラグイン・オプション Ver.2
▶P.35

出荷開始

・道路並列化
・OpenStreetMapと地理院地図対応拡張
・大規模空間向けの緯度経度変換処理対応
・点群モデリングプラグイン：LOD機能追加
・重複するモデル・断面の削除・統合機能
・クラスターマルチユーザ対応改善

'18.09

・樹木生成プラグイン追加

'18.09

新規 ： \350,000

FEM 解析
製品名／価格

製品概要・改訂概要

出荷開始

Engineer's Studio® Ver.7.2
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））： \1,440,000
新規 （Advanced）：¥840,000
新規 （Lite）： ¥570,000
新規 （Base）：¥369,000

WCOMD Studio Ver.1.2
新規 ： ¥1,200,000

FEMLEEG Ver.9

▶P.38

新規（Advanced） ： ¥1,590,000
新規（Standard） ： ¥1,180,000
新規（Lite） ： ¥550,000

・3dsエクスポート
・簡易照査（断面力を入力してその場で照査する機能）
・曲げ応力と曲げ耐力の3次元ひずみ平面／3次元応力度分布図／3次元M-N相互作用図
／2次元M-N相互作用図

'18.04.20

・Windows標準のリボン（GUI）を採用
・JMA地震波データの読み込みに対応

'18.06.12

・入力データファイルのバックアップ機能

・大変形解析機能の追加
・3次元オートメッシュ機能の追加
・任意平面による要素分割機能の追加
・3角形平面領域メッシュ生成機能の追加
・面積計算機能の追加

'18.10

構造解析／断面
製品名／価格

製品概要・改訂概要

Engineer's Studio® Section
▶P.42

新規 ： ¥300,000

RC断面計算
（部分係数法・H29道示対応) Ver.2
新規 ：¥143,000

鋼断面の計算
（部分係数法・H29道示対応版）

出荷開始

・Engineer's Studio®の断面計算を切り出した単独製品
・RC断面の断面照査機能
・自由な形の断面形状、二軸曲げ対応
・道路橋示方書、コンクリート標準示方書に対応
・曲げ応力と曲げ耐力の3次元ひずみ平面／3次元応力度分布図／3次元M-N相互作用図
／2次元M-N相互作用図

'18.09.03

・平成29年11月 道路橋示方書・同解説対応
・耐久性能照査
・入力データの出力追加
・限界状態1の特性値算出時の制限の実装
・PC鋼材を引張鉄筋として扱える条件の実装
・Undo/Redo機能の対応
・Block入力断面の対応
・詳細データの出力追加

'18.06.29

・平成29年11月 道路橋示方書・同解説対応

'18.04.06

新規 ： \173,000

橋梁上部工
製品名／価格

製品概要・改訂概要

任意形格子桁の計算
（部分係数法・H29道示対応）Ver.2
新規 ： \420,000

PC単純桁の設計・CAD
（部分係数法・H29道示対応）
新規 ： ¥284,000

床版打設時の計算
（部分係数法・H29道示対応）
新規 ： ¥284,000

出荷開始

・平成29年11月 道路橋示方書・同解説対応
・耐久性の照査に対応

'18.05.07

・平成29年11月 道路橋示方書・同解説対応
・桁と床版の接合部の限界状態の照査に対応

'18.07.02

・平成29年11月 道路橋示方書・同解説対応
・部分係数およびコンクリートの応力度の制限値に対応

'18.06.29

橋梁下部工
製品名／価格

製品概要・改訂概要

二柱式橋脚の設計計算
（部分係数法・H29道示対応）
新規 ： \380,000

二柱式橋脚の設計計算 Ver.1.2
新規 ： ¥380,000

出荷開始

・平成29年11月 道路橋示方書・同解説対応
・柱及びフーチングの耐荷性能、耐久性能の照査に対応
・震度連携対応

'18.04.26

・震度連携対応
・基礎連動速度改善

'18.05.28

Information Up&Coming123号
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橋梁下部工
製品名／価格

製品概要・改訂概要

RC下部工の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）
新規 ： \810,000

RC下部工の設計計算
（部分係数法・H29道示対応）
新規 ： \710,000

橋脚の設計・3D配筋 英語版
（Pier 3D bar arrangement Ver.14
English edition） ▶P.48
新規 ： \880,000

出荷開始

・平成29年11月 道路橋示方書・同解説対応
・RCラーメン式橋脚の新設設計、図面生成
・単柱式RC橋脚、橋台の簡易的な新設設計計算機能
・対応基礎形式：直接基礎、杭基礎

'18.04.27

・平成29年11月 道路橋示方書・同解説対応
・RCラーメン式橋脚の新設設計
・単柱式RC橋脚、橋台の簡易的な新設設計計算機能
・対応基礎形式：直接基礎、杭基礎

'18.04.27

・橋脚の設計・3D配筋 Ver.14の英語版
・平成24年3月 道路橋示方書・同解説IV下部構造編、V耐震設計編対応
・一般図から配筋図、組立図、加工図、鉄筋表などの図面を一括生成
・簡易編集、DXF、SXF、DWGなどの各ファイル出力

'18.06 ◆

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 英語版
（Foundation 3D bar arrangement
Ver.2 English edition） ▶P.48

・基礎の設計・3D配筋 Ver.2の英語版
・詳細設計レベルで様々な基礎形式・工法の検討が可能
・地層・作用力データを共有し、3面図表示によるデータ確認、図をまじえた結果表示、
［基準値］
機能をサポート
・各基礎工の設計調書、異種基礎の比較表の出力が可能
・鋼管ソイルセメント杭を含む13種の杭種に対応
・補強設計（増し杭）に対応
・一般図から配筋図、鉄筋表などの図面を一括生成
・簡易編集、DXF、SXF、DWGなどの各ファイル出力に対応

'18.06 ◆

製品概要・改訂概要

出荷開始

新規 ： \842,000

仮設工
製品名／価格

仮設構台の設計・3DCAD Ver.9
新規（Standard） ： \440,000
新規（Lite） ： \284,000

土留め工の設計・3DCAD Ver.15
新規（Advanced） ： \500,000
新規（Standard） ： \420,000
新規（Lite） ： \264,000

ライナープレートの設計計算 Ver.5
新規 ： ¥157,000

・2次元フレーム解析にて、斜面設置の乗入れ構台に対応(Standard)
・影響線解析ツールを追加
・有限長の杭の計算に対応
・ブレースの応力度比が最大の区間での照査を追加

'18.08.01

・山留め設計指針H29版に対応
・自立時の検討で有限長の杭計算に対応
・弾塑性法解析時の出力(解析法Ⅰのフレーム荷重出力)に対応（Standard）
・逆解析ツールの湿潤重量γのパラメータ化に対応（Advanced）

'18.04.02

・ライナープレートとモルタルライニングとの上下２層構造による混合工法に対応

'18.08.01

道路土工
製品名／価格

製品概要・改訂概要

ＢＯＸカルバートの設計・3D配筋 Ver.17

出荷開始

・地震時検討L2非線形 ファイバー要素対応（Advanced）
・設計断面力表の出力
・中壁（隔壁）の支間部の曲げ応力度照査対応
・任意死荷重／任意地震荷重：部材軸方向の向きに載荷する荷重の描画
・水中土の単位重量の直接入力
・ボックスカルバートで杭基礎時に杭頭変位量照査対応

'18.04.02

・円弧滑り土圧対応（Advanced）
・U型擁壁：蓋断面照査（Standard）
・自治体基準追加
・杭軸方向バネ定数Kv計算拡張

'18.04.02

擁壁の設計・３D配筋 Ver.18.2

・落石対策便覧改定対応

'18.08.09

道路標識柱の設計計算 Ver.2.2

・柱脚部における無筋コンクリートの照査に対応
・柱脚部およびフーチングにおいて、両者のコンクリート設計基準強度が異なる場合、計算実行前
に確認する画面を追加

'18.05.15

製品概要・改訂概要

出荷開始

新規（Advanced） ： \389,000
新規（Standard） ： \316,000
新規（Lite） ： \232,000

擁壁の設計・３D配筋 Ver.18
新規（Advanced） ： \389,000
新規（Standard） ： \316,000
新規（Lite） ： \232,000

新規 ： ¥173,000

・鉄筋径による基準値選択

水工
製品名／価格

矢板式河川護岸の設計計算 Ver.2.3

新規 ： \200,000
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・液状化判定について、地層ごとに判定の有無を設定可能
・修正物部・岡部法で粘性土が含まれる場合に、H8道示に記載の「物部・岡部法」を適用可能
・［地層］画面において、壁面摩擦角δの自動セット機能を追加
・地震時主働土圧の算定において、粘性土の土圧強度を「(a)式と(b)式を比較」で求める場合、計
算書には必ず(a)式で用いた崩壊角を表示
・液状化判定が行えなかった場合の詳細なエラーメッセージの表示に対応

'18.05.10

NEW ARRIVAL 2018/04- 2018/10
水工
製品名／価格

製品概要・改訂概要

BOXカルバートの設計・3D配筋
（下水道耐震） Ver.12

出荷開始

・「土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計[水路工] 平成26年3月に対応
・任意活荷重に定型1活荷重相当データの自動作成機能を追加
・震度法による開きょに対応
・内水圧の圧力水による静水圧に対応
・鉛直活荷重による側圧の考慮有無を追加
・図面：数量計算書の出力に対応

'18.06.04

・平板解析支持条件拡張（3辺単純1辺自由支持）
・頂版無し形状時の活荷重考慮
・集水桝側壁の照査拡張（2辺固定版＋片持ち梁）
・地盤変位直接指定時の機能拡張（深度指定対応）

'18.06.13

・蓋の断面照査に対応
・地盤の改良深さ、改良幅計算に対応
・設計データファイルの自動バックアップに対応

'18.06.04

・全般：条件入力の際に、一般値やヒントを表示
・杭支持：根入れ比
（L/D）
＜10の状態の計算、
杭設置函体のみの函体に作用する鉛直荷重出力対応
・翼壁：逆T型翼壁の背面土砂形状拡張、浮上り検討 水叩き幅の平均、最大値での計算、翼壁一
体化時に翼壁側での相対変位量出力対応
・本体縦方向：GeoFEAS2Dデータ読込改善、剛支持モデル時の盛土入力表示スイッチ対応、しゃ
水壁描画時の設置位置スイッチ対応

'18.08.22

新規 ： \98,000

・複数管種同時計算対応
・比較表の強化（グラフ化対応）

'18.07.19

新規 ： \100,000

・複数管種同時計算対応
・比較表の強化（グラフ化対応）

'18.07.25

・『土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「水路工」平成28年3月』に準拠した液状化
の検討および土質定数の低減に対応・ハンチ位置を考慮した断面照査に対応
・ハンチを考慮した隅角部剛域に対応
・断面照査位置の任意追加に対応

'18.09.03

新規 ： \306,000

マンホールの設計・3D配筋 Ver.7
新規 ： ¥264,000

開水路の設計・3D配筋 Ver.4
新規 ： \153,000

柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.12

新規 ： \470,000

パイプラインの計算 Ver.3
水道管の計算 Ver.2
配水池の耐震設計計算 Ver.8 ▶P.46
新規 ： ¥550,000

等流・不等流の計算・3DCAD Ver.8
▶P.44
新規 ： ¥180,000

調節池・調整池の計算 Ver.8

▶P.45

新規 ： ¥254,000

・複数の不等流流路の計算に対応
・任意形状の表示速度の改善
・計算書の流下能力グラフのレイアウト機能改善

'18.10

・流域：降雨強度式の時間単位計算対応
・貯留施設：貯留施設・浸透施設併用時の洪水調節容量計対応

'18.10

地盤解析・地盤改良
製品名／価格

製品概要・改訂概要

置換基礎の設計計算
（Ｈ29道示対応）Ver.3

出荷開始

'18.04.24

・置換コンクリートの照査において、平成29年11月 道路橋示方書・同解説に対応
新規 ： \118,000

補強土壁の設計計算 Ver.6

▶P.47
新規 ： ¥284,000

・補強土壁天端上の防護柵設計
・地震荷重拡張（慣性力＋常時土圧、地震時土圧選択対応）
・二重壁ジオテキスタイルの地震時の仮想擁壁拡張
・多数アンカー時の載荷荷重複数考慮

'18.10

製品概要・改訂概要

出荷開始

CAD ／ CIM、建設会計
製品名／価格

スイート法人会計

'18.05.01

新規 ： \150,000

・会計クラウドソフト：
仕訳帳、出納帳、総勘定元帳の出力／法人向け決算書の作成／部門別の損益管理／
付箋機能によるメモの保存／レシートの撮影画像データを保存することで領収書整理が可能／
弥生会計から出力した会計データのインポート

新規 ： \150,000

・給与明細、年末調整の作成に対応／従業員の多様な勤務体系（月給、日給など）の管理が可能／
社会保険、労働保険などの細かな設定に対応

'18.05.01

新規 ： ¥118,000

・複数断面入力対応
・仮想面への配筋対応

'18.07.18

スイート給与計算
3D配筋CAD Ver.3
Shade3D Professional
サブスクリプション 1年版 ▶P.50
新規 ： ¥28,800

・断面入力躯体の開口対応・複数面への配筋対応
・CAD統合製品からの属性連携、連携データ編集

・数量算出強化

・オールインワン3DCGソフト
・CADモード搭載で、精密なモデリングが可能
・ACSP主催の３次元CAD利用技術者試験１級対応済み
＊ACSPとは、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）を母体として、検定試験に特化した事

'18.09.20

業活動のために設立された非営利法人、一般社団法人コンピュータ教育振興協会のことです。

・SketchUPエクスポート機能を搭載

建築／プラント
製品名／価格

製品概要・改訂概要

地下車庫の計算 Ver.2.2
新規 ： ¥118,000

・後壁側の床張出形状対応
・地表面載荷荷重の左右別設定

出荷開始

'18.07.02
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新製品／新バージョン情報
サポート／サービス
製品名／価格

製品概要・改訂概要

FORUM8ランチャー Ver.2
無償

組込システム・マイコンソフトウェア開発
サービス

出荷開始

・新しい問い合わせ方法、CHATシステムサポート
・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

ー

・品質コンサルタント：システム開発における品質を担保するコンサル業務（教育含む）

ー

・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

・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
・「Arcbazar」と、自主簡易アセス・VR-Cloud®でプロジェクトの評価を支援する「ProjectVR」の連携

ー

・縮小モデルの自律走行車。実車の挙動をエミュレート。セルフドライビングカーの開発に活用

ー

・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

・ウェブ設計や広告で活用。各産業においても応用（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

価格 ： 別途見積

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

Arcbazar+ProjectVR
価格 ： 別途見積（コンペ費＋サービス費）

Lily Car
価格 ： 別途見積

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

ビッグデータ解析サービス
価格 ： 別途見積

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

3D配筋ビューア

・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

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 ／Engineer's Studio®スパコンクラウドオプション／
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／
海洋津波解析／騒音音響スパコン解析、シミュレーション 他

順次

無償リビジョンアップ

スパコンクラウド®

価格 ： 別途見積

UNDER
UN
NDER D
DEVELOPMENT
EVELOPME
開発中製品情報
製品名

製品概要・改訂概要

出荷開始

新道路橋示方書対応 ▶P.33

・新道示出版に合わせ、対象製品を順次改訂

順次

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）

'18.12

スイート給与計算 ―出面管理―（仮）

建設業ユーザ様向けに、
「スイート給与計算」に以下の機能を追加
・人件費の直接費管理（作業現場日数の管理）
・出面管理（労務日報入力、現場管理、タイムカード機能連動）

'18.12

・平板要素非線形の収束改善
・活荷重の結果拡張、ばね要素と節点
・抽出キーMax/Min/Absを個別指定可能
・アウトラインの一覧入力対応

未定

UC-win/Road Ver14
4Dシミュレーション ▶P.36

・時間の流れによってどのように変化するかをシミュレーションする機能
・ガントチャート形式で閲覧、編集
・3Dモデルの動作定義
・モデルが時間に応じた座標位置に表示されることでアニメーション再生

'19.03

VR-Cloud® NEXT ▶P.37

・UC-win/Roadで作成された3D VRデータをいつでもどこでも利用可能に

'19. 初

クラウドソリューションエコシステム
▶P.37

・GIS機能を搭載した情報一元化管理サービス
・製品への簡易入力
・各サービスへの共通アクセス

'19. 初

矢板式係船岸の設計計算 Ver.4

・平成30年5月 港湾の施設の技術上の基準・同解説に対応

'18.11

・平成30年5月 港湾の施設の技術上の基準・同解説に対応

'18.11

Engineer's Studio Ver.7.3

斜面の安定計算 Ver.12.3
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▶P.43

平成29年道路橋示方書対応製品についてのご案内
フォーラムエイトでは、道路橋示方書の改定に伴い、現行の道路橋示方書を主な適用基準とする製品について順次対応しております。
また、新道路橋示方書対応製品は、サブスクリプション契約ユーザ様には、初版リリース後6ヶ月まで特別価格（定価の50%）、軽微対応の製品
は無償で提供いたします。

■新道路橋示方書対応版製品 価格・リリース予定日一覧 （2018年9月末現在）
分類

既存製品

新道示対応製品名

※サブスクリプション契約ユーザ様のみ、初版リリース後6ヶ月間
定価

特別価格（※)

初版リリース

最新バージョン
リリース

ＦＥＭ
構造解析／断面
橋梁上部工
橋梁下部工

Engineer's Studio®
ES-土木構造二軸断面計算オプション

Engineer's Studio® ES-土木構造二軸断面計算
（部分係数法・H29道示対応)オプション

¥143,000

¥71,500

リリース済
2017/09/26

-

Engineer's Studio® 面内
土木構造一軸断面計算オプション

Engineer's Studio®面内 土木構造一軸断面計算
（部分係数法・H29道示対応)オプション

¥143,000

¥71,500

リリース済
2017/12/07

-

RC断面計算

RC断面計算（部分係数法・H29道示対応)

¥143,000

¥71,500

リリース済
2017/12/08

2018/06/29

鋼断面の計算

鋼断面の計算（部分係数法・H29道示対応)

¥173,000

¥86,500

リリース済
2018/04/06

-

鋼断面の計算（限界状態設計法）

鋼断面の計算（限界状態設計法）
（H29道示対応)

¥320,000

無償対応

未定

-

設計成果チェック支援システム

設計成果チェック支援システム（H29道示対応)

¥1,280,000

無償対応

未定

-

設計成果チェック支援システム
土工ABセット

設計成果チェック支援システム
土工ABセット（H29道示対応)

¥510,000

無償対応

未定

-

設計成果チェック支援システム
橋梁ACDセット

設計成果チェック支援システム
橋梁ACDセット（H29道示対応)

¥840,000

無償対応

未定

-

UC-BRIDGE

UC-BRIDGE（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥550,000

¥275,000

リリース済
2017/10/02

2018/03/16

UC-BRIDGE（分割施工対応）

UC-BRIDGE（分割施工対応） （部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥650,000

¥325,000

リリース済
2017/10/02

2018/03/16

任意形格子桁の計算

任意形格子桁の計算（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥420,000

¥210,000

リリース済
2017/11/06

2018/05/07

落橋防止システムの設計計算

落橋防止システムの設計計算（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥78,000

¥39,000

リリース済
2017/10/31

2018/01/31

PC単純桁の設計・CAD

PC単純桁の設計・CAD（部分係数法・H29道示対応）

¥284,000

¥142,000

リリース済
2018/07/02

-

床版打設時の計算

床版打設時の計算（部分係数法・H29道示対応）

¥284,000

¥142,000

リリース済
2018/06/29

-

鋼鈑桁橋自動設計ツール

鋼鈑桁橋自動設計ツール（部分係数法・H29道示対応）

¥200,000

¥100,000

未定

-

非合成鈑桁箱桁の概略設計計算

非合成鈑桁箱桁の概略設計計算（部分係数法・H29道示対応）

¥359,000

¥179,500

未定

-

連続合成桁の概略設計計算

連続合成桁の概略設計計算（部分係数法・H29道示対応）

¥420,000

¥210,000

未定

-

鋼床版桁の概略設計計算

鋼床版桁の概略設計計算（部分係数法・H29道示対応）

¥420,000

¥210,000

未定

-

橋台の設計・3D配筋

橋台の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥389,000

¥194,500

リリース済
2017/09/29

2018/01/31

橋台の設計・3D配筋
翼壁拡張オプション

橋台の設計・3D配筋
翼壁拡張オプション（H29道示対応)

¥30,000

無償対応

リリース済
2017/09/29

-

箱式橋台の設計計算

箱式橋台の設計計算（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥284,000

¥142,000

リリース済
2017/11/06

2018/02/16

箱式橋台の設計計算
底版、翼壁拡張オプション

箱式橋台の設計計算
底版、翼壁拡張オプション（H29道示対応)

¥50,000

無償対応

リリース済
2017/11/06

-

ラーメン式橋台の設計計算

ラーメン式橋台の設計計算（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥284,000

¥142,000

リリース済
2017/12/14

2018/02/20

ラーメン式橋台の設計計算
翼壁拡張オプション

ラーメン式橋台の設計計算翼壁拡張オプション
（H29道示対応)

¥30,000

無償対応

リリース済
2017/12/14

-

橋脚の設計・3D配筋

橋脚の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥440,000

¥220,000

リリース済
2017/09/29

2018/01/31

（価格はすべて税別表示です）
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分類

橋梁下部工
基礎工
仮設工
道路土工
地盤
スイート
クラウド

34

既存製品

新道示対応製品名

定価

特別価格（※)

初版リリース

最新バージョン
リリース

RC下部工の設計・3D配筋

RC下部工の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）

¥810,000

¥405,000

リリース済
2018/04/27

-

ラーメン橋脚の設計・3D配筋

ラーメン橋脚の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥550,000

¥275,000

リリース済
2017/09/29

2018/02/28

震度算出（支承設計）

震度算出（支承設計）
（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥274,000

¥137,000

リリース済
2017/09/29

2018/01/31

震度算出（支承設計）
立体骨組解析オプション

震度算出（支承設計）立体骨組解析オプション（H29道示対
応）

¥50,000

無償対応

リリース済
2017/09/29

-

フーチングの設計計算

フーチングの設計計算（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥78,000

¥39,000

リリース済
2017/09/29

2018/02/20

二柱式橋脚の設計計算

二柱式橋脚の設計計算（部分係数法・H29道示対応）

¥380,000

¥190,000

リリース済
2018/04/26

-

RC下部工の設計計算

RC下部工の設計計算（部分係数法・H29道示対応）

¥710,000

¥355,000

リリース済
2018/04/27

-

ラーメン橋脚の設計計算

ラーメン橋脚の設計計算（部分係数法・H29道示対応）Ver.2

¥440,000

¥220,000

リリース済
2017/09/29

2018/02/28

基礎の設計・3D配筋
Advanced

基礎の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）
Ver.2 Advanced

¥530,000

¥265,000

リリース済
2017/09/29

2018/01/31

基礎の設計・3D配筋
Standard

基礎の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）
Ver.2 Standard

¥421,000

¥210,500

リリース済
2017/09/29

2018/01/31

基礎の設計・3D配筋 Lite

基礎の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）Ver.2 Lite

¥284,000

¥142,000

リリース済
2017/09/29

2018/01/31

深礎フレームの設計・3D配筋
Advanced

深礎フレームの設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）
Ver.2 Advanced

¥570,000

¥285,000

リリース済
2017/09/29

2018/01/09

深礎フレームの設計・3D配筋
Standard

深礎フレームの設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）
Ver.2 Standard

¥470,000

¥235,000

リリース済
2017/09/29

2018/01/09

深礎フレームの設計・3D配筋 Lite

深礎フレームの設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）Ver.2 Lite

¥400,000

¥200,000

リリース済
2017/09/29

2018/01/09

3次元鋼管矢板基礎の設計計算
（連結鋼管矢板対応）

3次元鋼管矢板基礎の設計計算（部分係数法・H29道示対応）

¥760,000

¥380,000

リリース済
2017/03/29

-

ライナープレートの設計計算

変更なし

¥157,000

無償対応

リリース済
2017/10/02

-

斜面の安定計算 Advanced

変更なし

¥440,000

無償対応

リリース済
2017/10/02

-

斜面の安定計算 Standard

変更なし

¥359,000

無償対応

リリース済
2017/10/02

-

斜面の安定計算 Lite

変更なし

¥284,000

無償対応

リリース済
2017/10/02

-

置換基礎の設計計算

置換基礎の設計計算（H29道示対応)

¥118,000

無償対応

リリース済
2018/04/24

-

FEM解析スイート

ES-土木構造二軸断面計算（部分係数法・H29道示対応)オプション

¥143,000

¥71,500

リリース済
2017/11/30

-

構造解析上部工スイート
Ultimate Suite

構造解析上部工スイート（部分係数法・H29道示対応)
Ultimate Suite

¥1,950,000

¥975,000

未定

-

構造解析上部工スイート
Advanced Suite

構造解析上部工スイート（部分係数法・H29道示対応)
Advanced Suite

¥960,000

¥480,000

リリース済
2018/09/14

-

下部工基礎スイート
Ultimate Suite

下部工基礎スイート （部分係数法・H29道示対応)
Ultimate Suite

¥2,410,000

¥1,205,000

リリース済
2018/05/07

-

下部工基礎スイート
Senior Suite

下部工基礎スイート（部分係数法・H29道示対応)
Senior Suite

¥2,190,000

¥1,095,000

リリース済
2018/05/07

-

下部工基礎スイート
Advanced Suite

下部工基礎スイート（部分係数法・H29道示対応)
Advanced Suite

¥1,390,000

¥695,000

リリース済
2018/05/07

-

SaaSスイート Advanced Suite

SaaSスイート （部分係数法・H29道示対応) Advanced Suite

¥130,000

¥65,000

未定

-

UC-1 for SaaS

構成製品のうち UC-1 for SaaS RC断面計算
（部分係数法・H29道示対応)

¥5,500/月

無償対応

未定

-
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UC-win/Road
環境アセスプラグイン・オプション Ver.2
VRと簡易アセスメントを同時に評価可能なプラグイン
●新規価格
●リリース

350,000円
2018年9月

概要
環境アセスメントプラグインは、UC-win/Roadの多様なリアルタ
イムシミュレーション機能を活用し、VRと簡易アセスメントを同時に
評価可能なプラグインです。
下記3項目についての評価を行うことができます。
・緑視率の評価
・日照障害の評価
・反射光の予測
Ver.2では緑視率の精度が向上し、より正確な評価を行うことが
可能となりました。
また、新たに「樹木モデルの成長機能」を追加しました。

今回追加された機能ではこのL-Systemを樹木の成長に応用し、
様々な樹木モデルの作成を行うことができます。
本機能では樹木の幹の形状を決定する初期状態と枝の成長法則
を示す成長ルールの二つのパラメータを設定することにより様々な
形状の樹木を作成することができます。
また、本機能によって作成された樹木モデルはRoad空間上に配置
するだけでなく3dsファイルとして外部出力することが可能です。
本機能では樹木の成長規則を設定することにより、樹木モデルを
生成します。そのため、ただ樹木モデルを作成するだけでなく、同一
の樹木モデルのパラメータのうち枝の成長度合いを変更することに
より、樹木の成長を擬似的に再現することができます。

緑視率評価の精度向上
Ver.2ではでは緑視率の評価の際に表示されている各モデルのモ
デルタイプに応じた評価を行います。これにより街路樹や芝生などの
自然のオブジェクトに限定した評価を行い、緑視率をより正確に算
出するようになりました。

図3 樹木の成長再現

また、幹と葉のテクスチャの編集を詳細に行うことが可能にしてお
り、同一の樹木モデルの葉のテクスチャとライティング設定を編集す
ることで四季の変化の再現が可能です。
図1 緑視率評価画面

樹木モデル成長機能を追加
今までUC-win/Roadの樹木機能として2D,3Dがありましたが、本
プラグインの機能として、L-Systemという樹木成長アルゴリズムを用
いた樹木モデルを開発いたしました。
L-Systemとはフラクタルの思想にもとづき、同じ模様をスケール
を変えて繰り返すことで自然のオブジェクトに「見せかける」仕組み
です。この仕組みは主に菌類や藻類などの広義の意味での生物の成
長パターンの研究に用いられてきました。

図2 樹木設定画面

図4 テクスチャ編集画面

図5 四季の再現
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シミュレーション

UC-win/Road Ver.14 4Dシミュレーション
3Dに時間軸のデータを持たせ、時間の流れによる変化をシミュレーションする機能
●新規価格
●リリース

未定
2019年

製品概要
UC-win/Road Ver.14で開発予定の4Dシミュレーション機能につ
いてご紹介いたします。

ガントチャート定義では1つの作業内容に相当するタスクを作成
し、タスクの開始日時、終了日時を入力して、作業内容を可視化しま
す。一つのタスクには対して、複数のサブタスクを設定できるようにし
て、作業内容の管理、把握を行いやすいようにします。
このタスク情報の定義についてはファイル入出力を用意する予定

目的
4Dシミュレーションとは3Dに加え、時間軸のデータを持たせるこ
とによって、時間の流れによってどのように変化するかをシミュレー

で、表計算ソフトから出力したファイルを読み込めるようにいたしま
す。他のプロジェクト管理ソフトから表計算の形式に出力すること
で、連携も可能がなります。

ションする機能となります。主に建設工事、建築工事におけるプロ
ジェクトの変化を表現したり、工場での製造工程の可視化などへの
適用が考えられます。

図3 タスク情報ファイル形式イメージ

3Dモデルの動作定義
タスクに対して、モデルデータとモデルの動きを与えることによっ
図1

4Dシミュレーションのイメージ

これまでのUC-win/Roadで時間に応じたプロジェクトの変化を
表現する機能としては、
「景観切り替え」の機能がありました。これ
は、
「現在」
「設計前」
「設計後」といったある時点での景観設定を

て、3Dモデルの動作定義を行います。モデルの動作定義は時間にお
ける座標情報を1つ以上定義することによって行います。定義された
時間の間の動きは補完して計算されます。動作定義は、プログラムで
の入力のほか、ファイルからの読み込みについて対応する予定です。

作成し、その時点でのモデルの表示・非表示の状態を切り替えるこ
とによって、時間による変化を表現する機能です。この機能では、景
観設定でのモデルの表示状態を切り替えているだけのため、設定し
た景観設定の間のある時間の状態を表示することはできません。ま
た、時間の流れを動画として表現することもできませんでした。
また、時間の流れを動画として表現するにはシナリオを使用してア
ニメーションを表現することも可能でしたが、こちらはさまざまな場
面で使用できる汎用的な機能となり、4Dシミュレーションを再現す
るには設定が難しいものでした。またある時刻での状態を後から確
認することもできないなど、4Dシミュレーションを行うには足りない
部分もありました。

図4

3Dモデル動作定義のイメージ

4Dシミュレーション
ガントチャート上で再生ボタンをクリックすることで、タスクに定義

UC-win/Road Ver.14では4Dシミュレーションを行う機能を開発

した3Dモデルの動作定義に従って、モデルが時間に応じた座標位置

し、3次元データに時間情報を追加したプロジェクトの変化を再現で

に表示されることでアニメーション再生されます。再生時には再生速

きるようにいたします。

度を変更することが可能です。また、ガントチャート上で時刻を変更
することによって任意の時点でのモデルの位置を確認することも可

ガントチャート定義
時間軸でのデータ定義はガントチャート形式で閲覧、編集できる
ように致します。

能です。

おわりに
UC-win/Road 14で開発予定の4Dシミュレーション機能につ
いてご紹介いたしました。各種の4Dデータの可視化や、施工シミュ
レーションなどさまざまな場面で利用できるよう開発を進めてまいり
ます。また、今後は時間における属性情報の変化等も可視化していき
たいと考えておりますので、ご要望などございましたら弊社にご相談

図2
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ガントチャートの設定イメージ
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頂ければと思います。

シミュレーション

VR-Cloud® NEXTと新クラウドサービス
CIMを意識した新しいクラウドソリューション
●新規価格
●リリース

未定
2019年

はじめに

VR-Cloud® NEXT

今後、より多くの使用状況においても便利に利用いただける様に

VR- Cloud ® NE X Tはプロジェクトネームで、新しいクラウドソ

弊社のクラウド製品のリニューアルと新規開発を進めています。最近

リューションを活かし、現VR-Cloud Ⓡの様にUC-win/Roadで作成さ

では、無償で提供している土木電卓もリニューアルしましたが、
クラウドだ

れた3D VRデータをいつでもどこでも利用可能にすることが1つの目

から可能になる情報の一元化管理、情報と機能のアクセシビリティを最

的です。また、クラウド上にある3Dデータファイルは多くの形式に対

先端のウェブ技術で提供するように製品開発を行っています。

応し、属性データの参照と管理を行える様にします。例えば、CIMの
ための利用に適合したシステムで、フォーラムエイトが考えるIM&VR

基本仕様F8クラウドソリューションエコシステム
GIS機能を搭載した情報一元化管理サービス
データの保存、共有と管理を目的としたサービスです。データを複
数の方法で検索するため、(1)地理情報、(2)属性情報、(3)一般的な
フォルダ構成を扱うことが可能です。
また、良く使用される部品やデータモデルの共有化により、各業務
での再利用やデータの一斉更新が可能になります。
大規模のVR空間データ、設計と図面情報、計測データ等の保管
に使用できるシステムになります。

を次の段階へ引き上げるプロジェクトです。
具体的には、データを中心として複数のアプリケーションで構成さ
れるシステム（図2）で、目的に該当するアプリケーションを利用します。
今回は、新規データサービスを経由し、新VR-Cloud Ⓡクライアン
ト、３DウェブアプリケーションとUC-win/Roadの連携が基本構成
となりますが、各モデルデータを個別のファイルとして管理すること
も可能で、各アプリケーションを独立して使用することも可能です。
新VR-Cloud Ⓡクライアントは、クロスプラットフォームの3Dエン
ジンを持ち、各処理モジュール、GUIモジュールが独立した形で共通
のC++ API上で開発されています。このAPIによる拡張が可能にな
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り、固有のニーズに柔軟に対応できるプラットフォームになります。

情報と処理
フロー管理

データ
C++ API
新VR-Cloud®クライアント

図2

専用GUIからの
データ直接アクセス

ifc

collad

点群

csv

dwg

sxf

fbx

…

VR-Cloud ® NEXT

VR-Cloud Ⓡ NEXT上に開発されたアプリケーション事例として、
図1

データ共有システム

Ultra Wide BandタグのVRリアルタイム位置情報システム、組み込
みシステムとVR-Cloud Ⓡを組み合わせた構成を図3に示しています。

データの互換性
従来より、ウェブアプリでもタブレット、スマートフォンのアプリでも
同じ目的を持つ製品であればデスクトップのアプリケーションとの
データ互換性を保証することを基本仕様としています。これにより、
使用するファイル数を減らし、同じデータをどのアプリケーションで
開いてもその機能の範囲での使用が可能になります。互換性の利便
性だけでなくデータの変更履歴を管理する上で重要な概念になりま
す。
簡易入力

図3

VR RTLS

今回は、現場でも直ぐに構造物の検討ができる様に、ウェブアプ
リケーションとして既成品の簡易入力版を開発します。入力が簡易で
も計算は既成品と同じ仕様で行い、データの互換性もあるので、オ
フィスでの作業の引き続きが可能です。

今後の予定
現在、GIS搭載のデータクラウドサービス、VR-Cloud® NEXT、
RC断面計算のウェブ版、ボクスカルバート設計計算のウェブ版を
中心に開発を開始しており、データクラウドサービスとVR-Cloud ®
NEXTの初版は2019年初を目標に開発を進めています。
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FEM解析

FEMLEEG Ver.9
総合有限要素法解析システム
●新規価格
●リリース

Advanced：1,590,000円
2018年10月

Standard：1,180,000円

Lite：550,000円

LAPack：336,000円

本解析が対象とする範囲は、基本的には1のタイプのみになります

はじめに
本年11月に「FEMLEEGVer.9」がリリースされます。以下に本バー
ジョンに搭載されました主な新機能の概要を紹介いたします。

（タイプ2、タイプ4の現象となる力学問題を本解析に適用してしまう
と、反復計算が収束しません。タイプ3の場合は、おおよその極点位
置だけを知ることは可能です）。
非線形方程式の解法は、非線形解析での標準解法である荷重増

大変形解析

分法を併用したニュートン・ラプソン法を採用しています。荷重増分

LISAが対象としている構造解析は、変位・歪・回転量等が微小で
あることを前提とする線形構造解析です。唯一例外となるのが、今回

法は、最終荷重値を任意の分割数で除した増分荷重を累積させてい
く手法を採用しています。

追加されます大変形解析です。回転の制約条件を緩和して、回転量

また、非線形解法に別法として弧長法も用意しています。弧長法

が歪量に比較して卓越するような変形状態を扱う非線形構造解析に

は、ある荷重レベル下の平衡位置から増分荷重を付加した場合の平

なります。一般に、細長い棒構造や、薄いプレート構造での大たわみ

衡位置を求めるとき、指定された半径の円弧と、荷重−変位曲線の

解析がこの範疇に入ります。

交点（すなわち次の平衡位置）を探していく方法です。弧長法では増
分荷重値を変化させることができ、前出の極点位置を求める際に有
効です。

3次元オートメッシュ機能
本バージョンより、3次元オートメッシュ機能が新たに加わります。
本機能を実現するにあたり東京大学で開発されたADVENTUREシ
ステムをベースエンジンとして採用しています。

図1

片持ち梁の大変形解析例

本解析は、幾何学的非線形解析と呼ばれる非線形解析の一つで
すが、構造材料はあくまでも弾性体であり、材料学的特質を表す力
−歪関係は線形関係であることを前提としています。また、歪量は線
形構造解析が有効である範囲内とし、荷重条件は変形が大きくなっ

図3

3次元オートメッシュモデル例

ても初期の状態から変化ないものとします。使用可能要素は、トラス
一般にオートメッシュと言いますと、3次元CADで定義された形状

要素・ビーム要素・3角形プレート要素となっています。
幾何学的非線形問題では、荷重値を増大化するにつれて相応する

を元にメッシュ分割を行いますが、本機能では対象物の外形形状を3

変形量を、1自由度のシンボリックなグラフで表した場合、下図の4タ

角形要素（表面パッチ）により定義し、その内部を4面体要素で分割
します。この外形形状の定義には、多くの場合、2次元のオートメッ

イプの状況が見られます。

シュ機能を使用しますが、写像法や移動法によるブロック生成機能

P

を使って定義することも可能です。

P

以下はCADのワイヤーフレームデータから2次元オートメッシュに
より表面三角形パッチを生成し、4面体分割を行った例です。

u

u
1. 単純漸増タイプ

2. 分岐タイプ

P

P

u
3. 極値タイプ

図2 荷重−変位曲線タイプ
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u
4. スナップスロー
( 屈服 ) タイプ

CADワイヤーフレーム生成

図4

三角形表面パッチ生成

表面パッチによる3次元オートメッシュ例

4面体要素分割

FEMLEEG Ver.9

FEM解析

この他に外形形状の定義にSTLファイルを活用することもできま
す。以下はSTLファイルを読み込んで4面体分割を行った例です。
要素座標系が
揃っていない

従来の細分割
平面指定による分割

STLデータ生成

図5

4面体要素分割

STLファイルによる3次元オートメッシュ例

また、本機能では1. 点からの距離、2. 直線からの距離、3. 円筒

図8

従来の要素分割との比較

（両端は筒状）からの距離、4. 球面からの距離、5. 円筒（両端は半
球状）からの距離、6. 平面からの距離、の6つのパターンによりメッ
シュの粗密を制御することができます。

3角形平面領域メッシュ生成機能
従来の3角形ブロック生成機能に加えて、他アルゴリズムで3角形
平面領域をメッシュ分割する機能が追加されました。従来の3角形ブ
ロック生成で苦手なパターンの場合のメッシュ生成を補います。

点からの距離
による制御

従来ではきれいにメッシュ分割ができなかったパータンを
きれいにメッシュ分割が可能

直線からの距離
による制御

平面からの距離
による制御

図6

3次元オートメッシュ粗密パターン例
図9

従来の3角形領域メッシュ生成(左)との比較

任意平面による要素分割機能
従来の要素分割機能は要素座標系での2分割しか行えず、また要
素座標系が揃っていないと思ったように分割できませんでした。今
回、任意の平面を指定して自由な位置で要素分割を行う機能が追加

面積計算機能
任意の要素面を指定してその面積を求める機能が追加されまし
た。

されました。

要素を分割する平面を指定

平面で要素分割

図7

平面による要素分割
例：ボックスで囲んだ部分の面積をリストページに出力

図8の例のように要素座標系が揃っていないと、従来の細分割で
は1回の操作では左下図のように分割方向が揃わず、2回に分けて実

図10

ボックスで囲んだ部分の面積をリスト―ページに出力

行しなくてはなりませんでした。また、あらかじめ要素座標系の方向
を知っておく必要もありました。
本機能では分割する平面を指定する操作1回で、また要素座標系
を気にすることなく要素分割が可能です。
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UC-1

UC-1エンジニア・スイート
UC-1シリーズ各製品のスイート版。
クラウド対応、CIM機能強化
●新規価格 本文参照

水工スイート
水工スイートでは様々なＵ型形状の構造物の設計が可能ですが、
各製品毎に主な機能を紹介します。

時は許容応力度法となります。基礎形式については直接基礎のみと
なりますが、底面反力か底面バネから選択可能です（応答変位法選
択時）。土圧については常時は静止土圧、震度法選択時の地震時土
圧はクーロン土圧となります。断面力の計算方法はフレーム計算とな
ります。また、他製品では未対応の形状として、底版内側が逆アーチ

開水路の設計・3D配筋

型となるインバート型を選択することも可能です。プレキャスト(縦連
結)での縦断方向の照査にも対応しています。

「土地改良事業計画設 計基 準 水路工（農林水産省農村振興
局）」を主たる適用基準とした開水路の設計計算及び図面作成をサ
ポートしています。
常時計算及び耐震計算が可能で、常時のみ，地震時のみといった
計算にも対応しています。耐震計算は震度法による計算のみとなり
ます。照査方法は常時，レベル1地震時，レベル2地震時毎に許容応
力度法又は限界状態設計法から選択が可能です。また、地震時ケー
ス毎に慣性力作用方向を指定することもできます。基礎形式は直接
基礎（底面反力）のみとなります。主な作用荷重である土圧について
は、
「水路工」に掲載されている様々な土圧式に対応しており、状況
に応じて選択して頂くことが可能です。左右の側壁高さや土砂形状
が異なる条件での偏土圧計算にも対応しております。断面力の計算
方法はフレーム計算となりますが、側壁に関しては片持ち梁による計
算を選択することも可能です。

図2

BOXカルバートの設計・3D配筋（下水道耐震） メイン画面

さらに、Ver4.0.0より側壁天端上に蓋を設置することが可能とな
りました。蓋を設置するとBOXカルバートのような形状となります
が、本製品では蓋と開水路本体は結合しませんので、BOXカルバート
とは異なる計算となります。
また作成したデータは、仮設土工スイートの「擁壁の設計・3D配
筋」で読み込むことも可能です。

マンホールの設計・3D配筋
マンホール、集水桝の設計計算および図面作成をサポートしたプ
ログラムです。尚、厳密にはＵ型断面ではありませんが、頂版がない
形状を設定可能です。
マンホールの常時計算は主に「特殊人孔構造計算の手引き（東京
都下水道サービス株式会社）」、
マンホールの耐震計算は「下水道施
設の耐震対策指針と解説2006／2014年版（日本下水道協会）」を
主たる適用基準としています。
マンホールの耐震計算は応答変位法による計算となり、レベル１
地震時は許容応力度法、レベル２地震時は限界状態設計法による
断面照査を行います。
集水桝の計算では、常時計算及び耐震計算が可能ですが、耐震計
算はレベル1地震時のみで、照査方法は許容応力度法となります。土
圧については、開水路と同じように状況に応じた土圧式を選択する
ことが可能です。また、前述の開水路やBOXカルバートとは異なり、

図1 開水路の設計・3D配筋 メイン画面

BOXカルバートの設計・3D配筋（下水道耐震）
「下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会）」を主
たる適用基準とした矩形きょ，開きょの設計計算及び図面作成をサ
ポートしています。Ｕ型形状は開きょで設定可能です。
常時計算及び耐震計算が可能ですが、常時とレベル１地震時の照
査は省くことができません。耐震計算は応答変位法及び震度法に対
応しています。照査方法は常時，レベル1地震時が許容応力度法、レ
ベル2地震時は応答変位法選択時は限界状態設計法、震度法選択
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図3 マンホールの設計・3D配筋 メイン画面

UC-1エンジニア・スイート UC-1
マンホールの常時や集水桝の検討時における側壁断面力は、平板

ので、側壁内面及び底版上面に作用する荷重のみを考慮します。主

解析や水平方向ラーメン解析などの選択した解析条件に応じて計算

桁（縦断方向）の計算にも対応しており、主桁の支持形式として単純

します。

支持か連続支持を選択することができます。
尚、開水路と同じ「水路工」に準拠していますが、許容応力度が水

また他製品では未対応の開口部の照査に対応しており、平板解
析，梁モデル，FEM解析による計算が可能です。

路橋専用のものとなっています。

洪水吐の設計計算
「土地改良事業設 計指針 ため池整備（農林水産省農村振興
局）」を主たる適用基準とした洪水吐の設計計算をサポートしていま
す。
常時計算及び耐震計算が可能ですが、耐震計算はレベル1地震時
のみで、照査方法は許容応力度法となります。基礎形式は直接基礎
（底面反力）のみに対応しています。土圧はクーロン土圧（地震時は
物部・岡部式）で計算しますが、開水路の設計・3D配筋と同様に、
左右の側壁高さや土砂形状が異なる条件での偏土圧計算も可能で
す。また、重力式擁壁型という構造も選択可能であり、この場合左側
と右側で異なるコンクリート材料を採用することができます。断面力
図5 水路橋の設計計算

は構造に関わらずフレーム計算で求めます。
他製品で未対応の機能として、水理計算や最大3断面（流入部，

ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算

導流部，減勢部）の同時計算が可能です。水理計算機能では、余裕
高を算出することができます。

メイン画面

ウェルポイント工法とは、ウェルポイントと称するストレーナーを
持った吸水管に揚水管を取り付けた小さな井戸を、基礎の周囲に多
数打ち込んで小さな真空井戸のカーテンを作り、掘削領域など必要
な区域の揚水をする工法です。
ディープウェル（深井戸）工法は地盤が砂、砂利層で透水性が高
く、1か所の井戸で広範囲に地下水位を下げたい場合や透水性の非
常に低い掘削床面の下に高い水圧を持った地下水帯があり、この水
圧による掘削床面のヒービングを防止するため、地下水帯の減圧を
計る場合に用います。

図4 洪水吐の設計計算 メイン画面

水路橋の設計計算
「土地改良事業計画設 計基 準 水路工（農林水産省農村振興
局）」に準拠した水路橋の設計計算をサポートしています。
水路橋は川や谷を越えて水を運ぶ構造物ですので、基本的には壁
外面に作用する荷重はありません。そのため、これまでの構造物とは
異なり、単純な計算で設計することができます。
プログラムの機能としては、常時の許容応力度法照査にのみ対応
しています。前述のように壁外側からの土圧や水圧は存在しません

図6

ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算メイン画面

S :サブスクリプション

水工スイート 製品構成・価格

ライセンス

Advanced Suite

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
調節池・調整池の計算

価格
通常：￥1,790,000
S
F

Senior Suite

下水道管の耐震計算

￥960,000

配水池の耐震設計計算

￥1,152,000

ポンプ容量の計算

価格
通常：￥3,140,000
S
F

Ultimate Suite

価格
通常：￥5,130,000

￥1,620,000

耐震性貯水槽の計算

S

￥2,260,000

￥1,863,000

パイプラインの計算

F

￥2,553,800

管網の設計・3DCAD

柔構造樋門の設計・3D配筋

落差工の設計計算

水路橋の設計計算

等流・不等流の計算・3DCAD

ウェルポイント・ディープウェ
ル工法の設計計算

砂防堰堤の設計計算

開水路の設計・3D配筋

フローティングライセンス

ハニカムボックスの設計計算

水門の設計計算

洪水吐の設計計算

F :サブスクリプション

排水機場の設計計算
ため池の設計計算
かごマットの設計計算
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構造解析／断面

Engineer's Studio® Section
Engineer's Studio®の断面計算を切り出した単独製品
●新規価格
●リリース

300,000円
2018年9月3日

製品概要

入出力画面

Engineerʼs Studio® Sectionは、自由な形の断面形状に各種示
方書の設定と断面力を与えることによって、断面照査を行い、OK/

代表的な入力画面の例を図1から図3に、結果画面の例を図5に示
します。図4は入力途中で呼び出す簡易照査画面の例です。

NGの判定結果を得る製品です。
断面や示方書の設定を別売製品Engineerʼs Studio®に取り込む
ことが可能です。逆にEngineerʼs Studio®から本製品のデータ形式
にエクスポートすることも可能です。

図2

示方書の設定画面（せん断耐力の例）

図1 断面形状の設定画面

照査項目
照査に対応している項目は以下のとおりです。
H24以前の道路橋示方書関連の示方書
• RC部材の曲げ応力度照査（H8/H14/H24道示）
• RC部材のせん断応力度照査

図3 断面力の入力画面

（H8/H14/H24道示、H11/H22土工指針）
• RC部材の曲げ耐力照査（H8/H14/H24道示、JH二集、
NEXCO二集、H17海洋架橋、H10アラミド研）
• RC部材のせん断耐力照査（H8/H14/H24道示）
• 鋼製橋脚の曲げ耐力照査（H8/H14/H24道示）
• 付着応力度（H8/H14/H24道示）
• 最小鉄筋量（H14/H24道示）
限界状態設計法関連の示方書のRC部材
• 平成8年制定コンクリート標準示方書［設計編］
• 2002年制定コンクリート標準示方書［構造性能照査］
• 2007年制定コンクリート標準示方書[設計編]

図4 軸力と曲げモーメントの相互作用図（3次元と2次元）

• 2012年制定コンクリート標準示方書[設計編]
• 鉄道構造物等設計標準・同解説

コンクリート構造物

（平成11年10月）
• 鉄道構造物等設計標準・同解説

コンクリート構造物

（平成16年4月）
H29道路橋示方書（部分係数設計法）
• RC/PC部材の曲げ応力度照査、せん断応力度照査、
曲げ耐力照査、せん断耐力照査、
• 鋼製橋脚の曲げ耐力照査
• 最小鉄筋量
図5
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照査結果画面（総括表の例）

港湾

矢板式係船岸の設計計算 Ver.4
「港湾の施設の技術上の基準・同解説」、
「漁港・漁場の施設の設計の手引」 UC-1 港湾シリーズ体験セミナー
に準拠した設計計算プログラム
日時：2018年11月1日（木） 13：30〜16：30
●新規価格
●リリース

336,000円
2018年11月

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

参加費：無償

はじめに

Webセミナー対応

新港湾基準（平成30年）の考え方

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」
（以下「港湾基準」と略

しかしながら、材料係数部分係数法では、設計における不確実性

す）が、本年5月に約11年ぶりに大幅に改訂されました。今回は、当

を、多くの構造物の設計で個々の不確実性要因の積み上げとして説

社の港湾シリーズ製品の１つである「矢板式係船岸の設計計算」の

明することが殆ど不可能であるとして、改訂された平成30年の港湾

港湾基準対応内容について説明致します。

基準では、
「荷重抵抗係数アプローチによる部分係数法」を採用す
ることになりました。照査式は下式の通りです。

 أ1㻌

ここに、
Sd：応答値の設計用値

Rd：限界値の設計用値

γi：構造物係数
m：調整係数(従来の安全率法や許容応力度における許容安全

図1 矢板式係船岸メイン画面

率に対応する数値。平成19年版では構造解析係数で処理さ

従来港湾基準（平成19年）の考え方

れていたものに相当する)
γsj：作用効果jの特性値Sjkに乗じる部分係数

平成19年の港湾基準で、信頼性設計法に全面的に移行し部分係

γRj：抵抗(耐力)jの特性値Rjkに乗じる部分係数

数法を用いた手法に改訂されました。この時は「材料係数アプロー
チによる部分係数法」を採用していました。照査式は下式の通りで

上記の通り、荷重抵抗係数アプローチは材料係数アプローチに比
較して、従来から実務者が慣れ親しんできた安全率法、または許容応

す。
䈓

力度法の照査形式に近く、導入に際して違和感を与えにくいと判断

䈓
䈓

䈓

㻌

ここに、

し、荷重抵抗係数アプローチによる部分係数法を取り入れることに
なったようです。1例として、矢板壁の応力度を照査する際には表-1
に示す部分係数を使用します。

γri：抵抗側の基本変数である特性値xrkiに乗じる部分係数

抵抗項に乗じる
部分係数γR

荷重項に乗じる
部分係数γS

永続状態

0.84

1.18

1.00

レベル１変動状態

1.00

1.00

1.20

照査対象

γsi：荷重側の基本変数である特性値xskiに乗じる部分係数
R：抵抗値 S：荷重値
材料係数アプローチによる部分係数法とは、各土質物性値(単位
重量、粘着力等)に対する部分係数、構造解析係数などを考慮する方
法です。図2に現行製品の部分係数画面を示します。

表1

調整係数m

荷重抵抗係数アプローチによる矢板壁の応力度照査用部分係数

矢板式係船岸の改訂内容
以上のように、照査方法を荷重抵抗係数による部分係数法に改訂
します。改訂対象となる照査項目は以下の通りです。
• 矢板の根入れ長をフリーアースサポート法で求める場合
• 矢板壁、タイ材、腹起し、控え工の応力に関する性能照査
• 控え組杭、控え版(控え矢板の場合)の安定性に関する性能照査
各照査毎に、荷重抵抗係数アプローチによる部分係数が異なりま
すので、図2と同様に基準値としてテーブルを用意して入力変更が可
能な扱いにする予定です。

おわりに
港湾基準H30年で改訂された荷重抵抗係数アプローチによる部
分係数法の扱いを、港湾シリーズ、並びに、斜面の安定計算などに
図2

材料係数アプローチによる部分係数

も取り入れてゆきたいと考えています。どうぞご期待ください。
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等流・不等流の計算・3DCAD Ver.8
レベル1，
1a，
2，
2a，
3の等流・不等流の計算プログラム
●新規価格
●リリース

180,000円
2018年10月

Ver.8の改訂内容
Ver.8では、主に以下の機能追加・機能改善を行いました。

不等流流路の追加読込
複数流路の定義が可能になったことに伴って、他のファイルから

1. 複数の不等流流路に対応

の不等流データの追加読込機能を用意しました。読込む流路名を指

2. 計算書の流下能力グラフのレイアウト改善

定して読込みを行うと、流路と流路で使用している測点断面、および

3. 任意形状の表示速度の改善

不等流計算条件と計算ケースを読み込みます。測点断面が使用する

ここでは、複数の不等流流路対応、および計算書の流下能力グラ

断面名が既に存在している場合、既存の断面を使用するか、名前を

フのレイアウト改善について紹介いたします。

変更して追加読込を行うかを選択することができます。
なお、従来通り断面のみを追加読込みすることも可能です。

複数の不等流流路対応
これまで、不等流を計算する流路は１つに限定されていました。
Ver.8では複数の流路を作成可能にして、全流路を一括して計算する
機能を追加しました。図1 不等流入力画面の赤枠の部分で、流路の
追加、削除等の操作が可能です。

図3 追加読込み画面

計算書の流下能力グラフのレイアウト改善
計算書の流下能力グラフでは、X軸項目に、測点位置や測点名な
ど、最大4項目を表示することができます。従来はグラフ全体の出力
図1

不等流の入力画面

サイズを固定していたため、X軸に表示する項目数を多く指定した場
合など、X軸項目の描画サイズが大きくなったときに、グラフの描画

流下能力画面での流路の重ね合わせ表示機能
結果画面の流下能力グラフでは、異なる流路の結果を重ねて表示

高さが小さくなってしまいました。Ver.8では、グラフ全体の出力サイ
ズをX軸項目の描画サイズに応じて変更し、グラフの描画高さを指定
したサイズ分確保して出力する機能を追加しました。

することができます。これにより、測点断面の異なる不等流水位の違
いを結果画面のグラフ上で確認することができます。この結果画面
では、流路ごとに色を選択してグラフに反映させる機能も用意してい
ます。

図2

不等流の流下能力画面
図4
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X軸項目枠に影響されない流下能力グラフ出力

水工

調節池・調整池の計算Ver.8
防災調節池および大規模宅地開発に伴う調整池の設計を支援するプログラム
●新規価格
●リリース

254,000円
2018年10月

Ver.8の改訂内容
「調節池・調整池の計算」Ver.8では、主に以下の機能追加・拡
張を行います。
１．貯留施設・浸透施設併用時の洪水調節容量計算への対応
２．降雨強度式の時間単位での計算への対応
以下に、これらの機能の概要を紹介します。

貯留施設・浸透施設併用時の洪水調節容量計算への
対応
Ver.8では、
「防災調節池等技術基準(案)」に従った洪水調節容
量の計算(概算値の計算、簡便法による計算)機能を追加します。従
来版では、貯留施設・浸透施設を併用した洪水調節容量計算を行う
場合、計算を行う貯留施設の上流に配置された貯留施設と浸透施設
を詳細にモデル化する必要がありましたが、この機能により、上流の
貯留施設と浸透施設のモデル化を行うことなく、洪水調節容量を概
算することが可能になります。

図2

貯留施設入力画面−スイッチ制御タブ

この時、貯留施設・浸透施設併用時の概算値の計算は、
「防災調
節池等技術基準(案)」P-119からP-122に記載されている方法に従
います。また、簡便法の計算については、P-74に記載されている方法
で計算を行います。

降雨強度式の時間単位計算への対応
従来版では、降雨強度式の時間単位での計算は「山梨県1型」、
「山梨県2型」を選択した場合のみ行うことができました。Ver.8では、
「タルボット型」、
「シャーマン型」、
「クリーブランド型」、
「久野・石
黒型」について時間単位での計算を行うように対応いたします。

図1

計算可能モデル

貯留施設・浸透施設併用時の洪水調節容量計算は、以下の条件
を満たすモデルの場合に計算を行うことができます。
• 適用基準に「防災調節池等技術基準」を選択している。
• 図1のように、対象となる貯留施設の上流に配置されている流域
が１つのみ存在する。
• 図1のように、対象となる貯留施設の上流に浸透施設、または貯
留施設が配置されていない。
• 対象となる貯留施設の上流の流域の降雨強度式が以下のい
ずれかに設定されている。−クリーブランド型、タルボット型、
シャーマン型、久野・石黒型、山梨県型
• 対象となる貯留施設の上流の流域の降雨強度式が複数式でな
い。

図3

流域入力画面−降雨強度式タブ

基準値(降雨強度式)の登録画面、基本データ、流域(図3)、洪水
吐き、排水施設入力画面の降雨強度式の入力項目に「式中tの単位」

条 件を満たすモデルの場合、図2の貯留施設 入力画面｜スイッ

スイッチを追加し、
「タルボット型」、
「シャーマン型」、
「クリーブラン

チ制御タブ｜貯留・浸透施設の併用の項目の「貯留施設の潮流可

ド型」、
「久野・石黒型」の場合は時間tの単位を「分単位」、
「時間

能容量の総和(m 3)」、
「平均浸透強度(mm/hr)」、
「浸透処理面積

単位」から選択可能とします。なお、従来版の「山梨県2型」はクリー

(km 2)」の入力値を用いて貯留施設・浸透施設併用時の洪水調節計

ブランド型の時間単位の降雨強度式であるため、Ver.8ではクリーブ

算を行います。

ランド型に統一します。併せて、
「山梨県1型」の降雨強度式の名称を
「山梨県型」に変更いたします。
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配水池の耐震設計計算Ver.8
「水道施設耐震工法指針・解説(1997、2009年版)」に準拠し、配水池の設計計算を行うプログラム
●新規価格
●リリース

550,000円
2018年9月3日

はじめに

ハンチを考慮した断面照査に対応

｢配水池の耐震設計計算 Ver.8」では、以下の機能追加を行いま
す。

従来プログラムでは、入力されたハンチを躯体重量の算出のみに
使用していましたが、Ver.8では、
「ハンチを考慮した断面計算を行

1. 『土地改良事業計画設 計基 準及び運用・解説

設 計「水路

う」というスイッチを設けたことにより、断面照査においてハンチを

工」平成26年3月』
（以下、
『土地改良基準』）における液状化

考慮した断面照査位置を採用できるようになりました（図3）。ハン

判定に対応

チを設定し、このスイッチをONとして頂くと、図3の青枠内のように

2. 液状化による土質定数の低減に対応

ハンチ端で曲げ照査、h/2の位置（直交する部材の端部から、ハン

3. ハンチを考慮した断面照査に対応

チ高を含む部材高の半分の距離）でせん断照査を行います。

4. ハンチを考慮した剛域に対応
5. 任意の断面照査位置の入力に対応
これらの他、機能追加3件・改善9件を併せて行います。

『土地改良事業計画設計基準及び運用・解説
設計「水路工」H26.3』における液状化判定に対応
本製品における液状化の判定は、FL法を用いています。FL法のL
を求める際、設計水平震度を算出しますが、この算出方法が従来か
ら採用している『水道施設耐震工法指針』と『土地改良基準』とで
は異なります。そこで、液状化の判定において適用基準（設計水平
震度の算出方法）を選択できるようにしました。
（図1）
『水道施設耐震工法指針』では、構造物の重心位置における基
準水平震度に、地域別補正係数Czや構造物特性係数Csを乗じて算
出しています。
『土地改良基準』では、地盤面の設計水平震度の標
準値KhgL0に、地域別補正係数Czを乗じて算出しています。

図3

曲げ応力度とせん断応力度の照査位置

ハンチを考慮した剛域に対応
従来プログラムでは、ハンチの有無に限らず剛域を接合する部材
厚の半分としていました。Ver.8では、従来の剛域に加え、
『道路橋
示方書・同解説 Ⅲコンクリート橋編』
（H24.3）図-解14.3.2（以下、
『道示Ⅲ』）の考え方に基づく剛域を設定できるように機能を拡張
しました。前述の「ハンチを考慮した断面計算を行う」というスイッチ

図1 基本データ画面内「液状化の判定」

と併せて設定することで、従来の剛域（図4 緑枠内）に加え、ハンチ
のサイズや角度に応じた剛域（図4 青枠内）を設定できるようになり

液状化による土質定数の低減に対応

ました。

従来プログラムでは、液状化の判定を行うのみで、その判定結果を
設計計算に直接反映することができませんでした。Ver.8では、計算
実行前に各地層データ毎に液状化の判定および土質定数の低減係
数DEを導出することで、各土質定数を低減することができるように
なりました。本製品において低減の対象となる土質定数は、地盤反
力係数および地盤反力度の上限値となります。
『土地改良基準』に
おいては、最大周面摩擦力も対象となっていますが、本製品の計算に
用いていません。

図4
図2 地層データ画面内「低減係数DE」

46

Up&Coming123号 New Products & Service

剛域の範囲

水工

補強土壁の設計計算 Ver.6
補強土壁の内的安定の検討、外的安定の検討、全体安定の検討を行うプログラム
●新規価格
●リリース

284,000円
2018年6月4日

はじめに
「補強土壁の設計計算 Ver.6」では、主に次の項目に対応しまし
た。

二重壁ジオテキスタイル工法時の地震時の仮想擁壁拡張
二重壁ジオテキスタイル工法において、地震時には外壁と補強領
域は一体的に挙動します。そのため外的安定計算に用いる仮想擁壁

• 補強土壁天端上の防護柵基礎

の考え方を拡張し、壁面材と排水層を考慮して検討できるように対

• 二重壁ジオテキスタイル工法時の地震時の仮想擁壁拡張

応しました。仮想擁壁重量には外壁の自重及び壁面排水層の自重を

• 多数アンカー工法時の載荷荷重複数考慮

考慮した重量を算定します。

補強土壁天端上の防護柵基礎
道路に適用される補強土壁では、一般的に車両や通行者の安全
のため路肩に防護柵を設置します。
「補強土壁の設計計算 Ver.6」で
は、壁面の上部の笠コンクリートの直上に、支柱のための独立防護
柵基礎を設置した場合の検討に対応しました。

図2

二重壁ジオテキスタイル工法時の仮想擁壁形状

多数アンカー工法時の載荷荷重複数考慮
多数アンカー工法において、載荷荷重の考慮方法を拡張し、複数
図1

補強土壁天端上の防護柵基礎

L型独立防護柵基礎の検討が可能です。また補強土壁の設計で
は、防護柵基礎による地盤反力や衝突荷重を考慮した部材の安全

パターンの荷重を考慮できるように対応しました。載荷荷重ケース毎
に、各段のタイバー位置に作用する載荷荷重を個別に算出し、壁面
に作用する土圧の算出時に、それぞれ算出された載荷荷重の合計値
を用いて増分を算定します。

性の照査を行えます。
考慮する衝突荷重は「防護柵種類 」、
「防護柵種別」から自動
的に決定しますが、直接値を設定することも可能です。衝突荷重自
動決定時に用いる防護柵種類は「剛性防護柵」、
「たわみ性防護柵
（砂詰め固定）」、
「たわみ性防護柵（モルタル固定）」から選択で
きます。また衝突荷重は水平荷重だけでなく、衝突車両の前輪荷重
として鉛直荷重を考慮することができます。
防護柵基礎の安定性の照査に当たっては、基礎底面における作
用荷重の集計を行い、転倒，支持，滑動に対する安定照査を行いま
す。また部材照査としては、たて壁部材やかかと版部材について、曲
げ応力度の照査及び平均せん断応力度の照査を行います。
衝突荷重による水平荷重については、緩衝材としてゴムプレート
や発泡スチロールを用いる場合には、補強土壁本体の安定照査に
は考慮しないものとされています。
「補強土壁の設計計算 Ver.6」で
は、こういった場合でも防護柵が補強土壁に与える影響を算定し、
補強土壁自体に作用する土圧力と同様に、固有の水平方向の作用
荷重として考慮することも可能です。
図3 多数アンカー工法時の載荷荷重
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UC-1

橋脚の設計・3D配筋 英語版
基礎の設計・3D配筋 英語版
●新規価格
●リリース

橋脚の設計・3D配筋 880,000円
2018年6月

基礎の設計設計・3D配筋

はじめに
この度、外国語製品のラインナップ加わりました『橋脚の設計・
3D配筋（日本基準／英語版）』、
『基礎の設計・3D配筋（日本基準
／英語版）』および従前よりラインナップされていますUC-1 外国語
製品についてご紹介します。

842,000円

す。地層・作用力データを共有し、3面図表示によるデータ確認、図
をまじえた結果表示、
［基準値］機能をサポート。各基礎工の設計調
書、異種基礎の比較表の出力が可能です。杭基礎では、鋼管ソイル
セメント杭を含む13種の杭種に対応しています。各種工法をサポー
トし、補強設計（増し杭）にも対応しています。図面作成では、一般
図から配筋図、鉄筋表などの図面を一括生成し、簡易編集、DXF、
SXF、DWGなどの各ファイル出力に対応しています。なお、本製品は

橋脚の設計・3D配筋（日本基準／英語版）

日本語版のStandard版に相当します。

Pier 3D bar arrangement Ver.14 English edition
道路橋示方書・同解説IV下部構造編（平成24年3月）、V耐震設
計編（平成24年3月）」に基づいて、鉄筋コンクリート橋脚の設計
計算から、図面作成までを一貫して行うプログラムです。図面作成
では、一般図から配筋図、組立図、加工図、鉄筋表などの図面を一
括生成し、簡易編集、DXF、SXF、DWGなどの各ファイル出力に対
応しています。なお、製品はREED工法オプション、保耐法拡張オプ
ションには対応していません。

3D配筋ビューワ機能
3D配筋ビューワは、土木構造物の躯体や鉄筋を実際の寸法で3
次元表示することで、複雑な配筋状態を確認することが可能です。
本ビューワでは弊社別売の『3D配筋CAD』および『Allplan』デー
タ形式への保存／エクスポートが可能となっており、3次元モデルの
二次利用が可能となっています。また、
『3D配筋CAD』では配筋の
干渉チェック機能を有していますので、本ビューワよりエクスポートし
た3次元モデルを二次利用することで容易に配筋チェックが可能と
なっています。

図1

橋脚の設計・3D配筋（日本語基準／英語版）メイン画面

基礎の設計・3D配筋（日本基準／英語版）
Foundation 3D bar arrangement Ver.2 English edition

図3

3D配筋ビューワ（橋脚）

図4

3D配筋ビューワ（基礎）

震度法、保有耐力法による計算、部材の設計をサポートし、詳細
設 計レベルで様々な基礎形式・工法の検討が行えるプログラムで

図2
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基礎の設計・3D配筋（日本基準／英語版）メイン画面
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橋脚の設計／基礎の設計 連動機能
橋脚の設計・3D 配筋にて基礎形式を「杭基礎」、
「杭基礎2.5次
元解析」のいずれかとすることで、基礎の設計・3D 配筋とのリアル
タイムなデータ連動が可能です。一般的なファイル連携に比べ、双
方向でのデータ交換がシームレスに行われることから一元的な設計
が可能となり、作業負担と軽減と設計の効率化が図れます。

図7 弾塑性地盤解析(GeoFEAS)2D（英語版）

中国語版製品
・RC断面計算（中国基準／中国語版）
・橋台の設計・3D配筋（中国基準／中国語版） Ver.2
・土留め工の設計・3DCAD(中国基準／中国語版) Ver.2
・3次元地すべり斜面安定解析・3DCAD(LEM) 中国語版 Ver.2
中国基準／中国語版は各製品の日本語版をベースに中国基準に
準拠するよう開発した製品となっており（3次元地すべり斜面安定解
析を除く）、基本的な操作や機能につきましては継承した日本語製
品と同様です。
図5

橋脚の設計・基礎の設計連動中画面

外国語版UC-1製品のラインナップ
英語版製品
・土留め工の設計・3DCAD（日本基準／英語版）

Ver.8

・仮設構台の設計・3DCAD（日本基準／英語版） Ver.4
・二重締切工の設計・3DCAD（日本基準／英語版）

Ver.2

・地盤の動的有効応力解析(UWLC) 英語版 Ver.2
・弾塑性地盤解析(GeoFEAS) 2D 英語版 Ver.4
・GeoFEAS Flow3D 英語版
・UC-Draw（英語版）Ver.4
・3DCAD Studio®（英語版）
日本 語 基 準／英語版は各製品の日本 語版をベースにインター
フェースや計算書を英訳したものとなっており、対応する基準類や計

図8

3次元地すべり斜面安定解析・3DCAD(LEM) 中国語版

算機能につきましては継承した日本語製品と同様です。

おわりに
今後も引き続き外国語対応製品の充実を図って参ります。どうぞ
ご期待ください。

図6

土留め工の設計・3DCAD（日本基準／英語版）
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CAD／CIM

Shade3D Ver.18
統合型3DCGソフト
●新規価格
●リリース

Shade3D Professional サブスクリプション 1年版 28,800円
2018年10月

Shade3Dとは

Shade3Dの機能紹介

統合型3DCGソフトのShade3Dは建築パースやインテリアデザイ
ン、プロダクトデザインなど様々な用途でご利用いただいています。

モデリング・レンダリング・アニメーション・3DCAD・3Dプリント
をひとつのソフトで統括して行うことができます。

自分のデザイン画を立体的に表現したい
他の部署の人にもわかるように説明したい
など、3Dで表現することで説得力をもたせることができ、イメージ
をよりリアルに相手に伝えることができます。

モデリング
3DCGソフトでは三次元の形状データを作成する作業のことを
モデリングといいます。Shade3Dのモデリング機能は自由曲面・
NURBS・ポリゴンモデリングがセットされてます。形状にあわせて、

Shade3D活用事例
3DCGソフトならではの柔軟性でデザインをすることも、CADソフ
トのように正確なモデリングも可能なため建築パースやインテリア
デザイン、プロダクトデザイン分野でお使いいただいております。
3次元CAD利用技術者試験1級推奨ソフトに認定されているため
Shade3D Professionalをつかって就職、転職、スキルアップの一環
として資格取得も目指すことができます。

図1

図2
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使いやすい方法を選ぶことができます。
1. 自由曲面
コントロールポイントとハンドルを操作して繊細な曲線を表現でき
るベジェ曲線を使ったモデリングで絵を描くように線形状を作成し、
それらを組み合わせて立体形状とします。
滑らかな曲線を表現したい、絵を描く感覚でモデリングしたい方
におすすめです。

建築パース

インテリアデザイン

Up&Coming123号 New Products & Service

図3

プロダクトデザイン

3. ポリゴン
頂点・稜線・面で構成されるポリゴンメッシュによるモデリングを
行います。各要素へのベベル、ブール演算による融合や差分抽出、オ
フセット方向への厚み付け、ブリッジ機能などによるモデリングを行
います。
作成した形状を3Dプリントしたい方はポリゴンモデリングをおす
すめします。

図4

自由曲面

2. NURBS
製造業や建築設計の分野で広く利用されており、多くのCADソフ
トでサポートされている「NURBS形状」を使ったモデリング方法で
す。CADみたいに正確なモデリングがしたい、実寸でコンテンツがつ
くりたい方におすすめです。

図6

ポリゴン

レンダリング
レンダリングとは作成した形状データに色や陰影を付けることをい
います。形状データを見る視点を仮定して遠近感を出したり、光源の
位置を仮定して影を付けたり、表面の質感を再現するなどの処理が
行われます。
Shade3Dでは3Dモデルに色、模様、透明度などの質感の設定を
加え、照明や太陽光などのライティングの設定をすることで、フォトリ
アルからイラスト調のものまであなたのイメージを支援します。
図5

NURBS形状

図7

レンダリング
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アニメーション
つくったキャラクターに簡単な動きをつけることから炎や煙、形状
同士の衝突などの物理演算処理を行った動きを表現します。

様々なファイル形式に対応
2Dソフトから3DCADソフトまで様々なファイルとのやり取りが可
能となっています。

図面上でのプレビューから各種動画ファイル形式での書き出しな

対応ファイル形式

どを行いアニメーションを作成します。

FBX 入出力
3ds max（3DS） 入出力
Adobe Illustrator AI 出力
IGES 入出力
STEP 入出力
Photoshop（PSD）出力
2D・3D DXF 入出力
Wavefront OBJ（OBJ）入出力
STL 入出力
Adobe Flash SWF(トゥーンレンダラ)出力
Adobe Illustrator AI(トゥーンレンダラ)出力
MPO 出力
SketchUp 入出力

図8

HDR/OpenEXR/PFM入出力

アニメーション

COLLADA 入出力

3Dプリント

PoserFusion 2（pz3,pzz 入力）

多くの3DプリンターがサポートしているSTL・OBJファイルをサ

BVH モーションファイル入力

ポートしており、3Dプリンターとスムーズにデータのやり取りができ

EPix 出力

ます。

JPEG/BMP/TARGA/TIFF/PNG/GIF入出力

また、Shade3Dには「3Dプリントアシスタント機能」を実装してお

WAV/AU/AIF/AIFF入出力

り、3Dプリント前のデータのエラーチェック・修正をおこなえます。

AVI（Win/Mac）/MOV（Mac）入出力

Shade3Dの3DCAD機能について
従 来 からあった 3 D C G モデリングに 加えて2 0 17年 7月から
3DCADデータ製作を実装し、バージョンアップごとに機能を強化し
ております。
測定
表面積・体積・重心を測定することができます。操作は簡単、計測
したい形状を選択し、コントロールバーから測定の種類を選択するだ
けで測定結果が表示されます。 表面積は形状の全体または一部を
選択して計測できるようになっています。 これらの機能強化により
図9

3Dプリント

体積や計算も可能となり、開発コストの削減や生産性の向上が期待
できます。 また、重心については選択した複数の形状データの重心
位置を求めることができるようにしました。 例えば、3Dプリント用
のフィギュアと台座それぞれのポリゴン形式データの重心を測定す
ることでフィギュアの重心の位置に台座を正確に配置できるように
なります。

図10
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測定
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3DCADデータ製作
製造業や建築、設計の分野で広く利用されており、多くのCADソ
フトでサポートされている「NURBSモデリング」を使用します。
従来の線形状や自由曲面、ポリゴンといった形状とは異なり、ブー
ル演算後も滑らかさを維持でき、より滑らかで複雑な曲面をもった精
巧な形状の作成・測定ができます。

図13

干渉チェック

他のCADソフトとの互換性
多くのCADソフトでサポートされているSTEP・IGESファイルに
Shade3Dもサポートしております。
図11

3DCADデータ製作

他社のCADデータを読み込んだり、Shade3Dで作成した円、球、
自由曲面などをNURBS形状に変換・編集して出力するなど、他の

アセンブリ
異なるNURBS形状データの配置や位置合わせができるようにな
りました。 基準となる座標、座標軸方向を設定した2つの形状に対
して、互いの基準点同士が一致するように形状を移動し、複数の形
状の組み立てを容易にします。 また、一致させる距離や角度などを
設定することができます。

CAD製品との連携が強化されています。
※ポリゴンメッシュには対応していません
3次元CAD利用技術者試験1級対応
2003年の創設の国内最大規模の3次元CAD検定試験「3次元
CAD利用技術者試験1級」の推奨ソフトに認定されました。
就職、転職、スキルアップの一環として資格取得も目指すことがで
きます。

図14

3次元CAD利用技術者試験1級

AI/DXF形式へ3面図出力
シーンの4面図の状態のまま、ai形式 / DXF形式で透視図以外の
3面図を出力します。
（※透視図の出力はされません。）

図12

アセンブリ

干渉チェック
複数のNURBS形状の干渉（重なって）いる部分を色分けし、体積
とともにリストに表示します。形状データ製作の効率化や精度の向
上をサポートします。

図15

3面図出力
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xpswmm
総合情報
Vol.53

xpswmm
雨水流出解析ソフトウェア

xpswmm2018主な改訂機能
今号ではxpswmm2018新機能と、頻発する豪雨時の氾濫解析の手順
を紹介します。xpswmm2018主な改訂内容は次のとおりです。

副流域分割ツール
このツールは任意の
副流域を、浸透域（不

１.

新ソルバーのGPUサポート

透過率0％）と不浸透

２.

XPテーブル一括編集機能

域（不透過率100％）に

３.

副流域分割ツール

分割できます。この機

他

新ソルバーのGPUサポート
新ソルバー（XP2D Extreme）では、CPUによる並列解析と、GPU解
析が新たにサポートされました。特に、大規模モデルにおいてはGPUを

能は、浸透域と不浸透
域 で計算に使う式 が

■図3

副流域分割ツール

異なる場合、事前に手計算をする必要がなくなり、副流域を分割して異
なる条件を設定できます。

用いることにより旧ソルバーよりも高速に解析を終了することが可能で
す。旧ソルバー（CPUソルバー）はセル数を増やすとほぼ線形的に解析
時間が増大するのに比べ、新ソルバー（GPUソルバー）は時間の増大量

頻発する豪雨時の氾濫解析

が線形を下回ります。設計者側で、解析モデルに適した旧ソルバー・新

近年、未曽有の災害が日本国内で続いており、災害対策の必要性が

CPU並列ソルバー・新GPUソルバーを任意に選択可能となり、作業効

明らかになってきました。災害対策は、現況の調査と対策の検討を行

率の向上が期待できます。

わなければなりませんが、xpswmmでは、国土地理院の地図データか
ら地形データを作成し、降雨強度や粗度などの諸条件を入力すること
で、容易にシミュレーションすることが可能です。
さらに、シナリオという機能を用いて、図4のように条件の異なる解析
結果を1つのデータから簡単に出力することができます。この機能によ
り、複数ケースの結果を容易に比較できます。
上述の点から、xpswmmは氾濫解析・災害対策を検討する際に有用
なツールであるといえます。

■図1

ソルバー選択画面

XPテーブル一括編集機能
XPテーブルの選択した範囲の全ての値に対し、一定処理を行うこと
ができます。この処理は任意の値のセット・加算・減算・乗算・除算もで
きます。管路の径を全て一律に変更するときなど単純作業の効率化が

■図4

頻発する豪雨時の氾濫解析

期待できます。

おわりに
これからも利便性向上を目指したバージョンアップを続けていきます
ので、ご期待ください。
■ 開発元：Innovyze (formerly XP Solutions)

■図2
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XPテーブル一括編集の例
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Multiframe
総合情報
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Multiframe
3次元建築構造解析ソフトウェア

Multiframe 機能紹介
今回はMultiframeの部材方位機能についてご紹介させていただきます。
1.部材方位（部材座標）
Multiframeでは部材方位を次の5つの方法で設定する事が出来ます
（図1）。

■図4

1）全体軸、2）任意の節点、3）任意の（座標）点、4）方向、5）荷重パ
ネル/パッチ。
曲面に対して水平に配置したH型鋼を1）全体軸と3）任意の座標点
（0,0,0）で設定した場合の図を示します（図2）。

全体分布荷重

3.風荷重
Multiframeには「風荷重」機能として風速・風向等を与える事により
自動で受風面積より風圧（風荷重）を算出する機能があります（図5、
図6、図7）。部材方位の違いによってこの風荷重も次のように変わりま
す。
・風速：100cm/sec
・風向：全体座標系X+方向（鉛直方向は等分布）

■図1

全体軸

■図5 風荷重条件

■図6 風荷重-全体軸 ■図7 風荷重任意の座標点

4.解析結果
最後に、自重+部材分布荷重+風荷重を組み合わせた荷重ケースを作
■図2

任意の座標点（0,0,0）

2.全体分布荷重/部材分布荷重

成して、結果の違いを確認します。曲げモーメントMz の応力図を以下に
記載します（図8、図9）。

部材の分布荷重には「全体/部材」の2種類がありますが、例えば部
材方位を設定し、部材分布荷重を載荷する事によりH型鋼のウェブ面
に垂直な荷重を簡単に設定することが出来ます（図3）。
・鋼材を選択後「荷重メニュー｜部材分布荷重」をクリックします。
・ウェブ面に垂直となる方向のラジオボタンをチェックし、等分布荷
重として「OK」をクリックします。ウェブ面に垂直な荷重が設定さ
れます。

■図8 Mz 図-全体軸

■図9 Mz 図-任意の座標点

今回のモデルでは、部材方位を全体軸としたケースのMz が大きくな
■図3

部材分布荷重

りました。

同様に「全体分布荷重」として全体軸-Y（鉛直下向き）を選択すると次

■ Multiframe 21.02 日本語版

のように載荷されます（図4）。

■ 開発元：Bentley Systems

2017年リリース

（Formation Design SystemsはBentleySystemsに吸収合併）
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Maxsurf
総合情報
Vol.52

Maxsurfセミナー

Maxsurf

日時：2018年11月2日（金）

船舶設計者のための
３次元総合CADシステム

Maxsurf Modelerの機能 ― 三角形メッシュ
三角形メッシュ（トリメッシュ）とは、小さな三角形の面からなら３次
元サーフェイスです。これはNURBサーフェイスとは異なり、コントロー

9：30〜16：30

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

参加費：￥18,000

Webセミナー対応

マーカーから三角形メッシュを生成する場合、特に注意しなければな
らないのは、サーフェイスのエッジがどのような構成になっているかを
明確にすることです。できるだけ正確にマーカーに反映しなければなり
ません。

ルポイントを持たず、NURBサーフェイスによるトリミングもできません。

こうして生成された三角形メッシュは、サーフェイスのスムースさを持

三角形メッシュは、スムースな面を形成することが目的ではなく、データ

たない代わり、素早い修正や変更に対応できるため、諸々の解析を素

ポイントを忠実に含む面となっています。ハイドロスタティック、耐航性、復

早く走らせることを可能にし、初期設計に役立てることができます

原性、動揺、抵抗といった解析のために必要なモデルとして十分な精度が

(図4、図5）。

出せるように、十分なマーカーポイントを用意する必要があります。
既存デザインのラインやポイントデータがあっても、NURBサーフェイス
のモデルは存在しないことがよくありますが、ポイントやラインからリバー
スエンジニアリングにより正確なNURBサーフェイスを作ることは、非常に
面倒で時間のかかる作業です。NURBサーフェイスから得られる面ほどス
ムースなものは要求されず、小さな三角形からなるリニアーなメッシュで十
分である場合がしばしば見られます。三角形メッシュの狙いは、ラインやポ
イントデータから素早く、解析に使われるサーフェイスモデルを提供するこ

■図4

マーカーから生成された三角形メッシュ

■図5

三角形メッシュのセクション表示

とにあります。三角形メッシュによるサーフェイスの精度は、三角形メッシュ
を生成するためのデータポイントの数に依存します。

Generating a Trimesh Surface
三角形メッシュは、オフセットのような点データから生成することが
可能です。そのために、サーフェイスの形状を現す点群を用意し、それを
マーカーに置き換えます（図1）。
マーカー点群から三角形メッシュを生成するには、できるだけ密度の
濃い点列がある方が、メッシュの精度が高くなります（図2）。

三角形メッシュサーフェイスは、NURBサーフェイスと同様、ロック
とアンロックができます（図6）。アンロックの状態だと、三角面のコー
ナー点を、NURBサーフェイスのコントロールポイントのように移動する
ことができます。
■図1

オフセットをマーカー
に置き換えた点群

■図2

マーカーをステーション毎に
まとめて並び替え

このマーカー点群から三角形メッシュ
を生成するには、Tr imeshメニューか
ら、 Trimesh from Markers を選択し、
表示されたダイアログでオプションを
■図6

選択しOKを押します（図3）。
■図3

マーカーから三角形
メッシュを生成する
ためのダイアログ

アンロックされた三角形メッシュの点を移動した状態

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

■NEC／都市部の道路等の老朽化検査が可能に／
「2次元微小変位解析技術」を開発

断サービス」を8月1日より提供開始した。
「SAFE-DR」は、クラリオンが運営する商用車の各種車載情報を

NECは、都市部において老朽化する道路・ビル等のインフラ構造物

クラウド上のデータベースに蓄積・活用するサービスプラットフォーム

の健全性を診断するための検査手法として、2つの衛星レーダによる

「SAFE」を活用する、ドライブレコーダーと専用サーバーの双方向

変位解析を統合し、水平垂直両方向の2次元変位を高精度に解析する

通信による業務用車両向けクラウド活用型の5月より提供を開始した

「2次元微小変位計測技術」を開発したと発表した。この技術はインフ

業務用車両向けのクラウド活用型車両管理サービス。新サービスは、

ラ構造物ごとの個別検査を可能とし、コストのかかる詳細検査導入の

「SAFE-DR」に対応するドライブレコーダーに記録された常時録画

判断に活用できる。これにより、インフラ構造物における予防保全の

映像をSOMPOリスケアマネジメント（東京都新宿区、布施康社長）の

効率化に貢献する。

「自動映像解析プログラム」で解析を行い、ドライバーの走行診断を

今回開発した「2次元微小変位解析技術」では、NEC独自の反射点

するというもの。解析は交差点走行中の「黄・赤色信号通過」
「一時

クラスタリング技術により、この反射点とインフラ構造物の判別を可

停止不停止」を自動抽出し、
「交差点で赤信号を通過してしまう」
「一

能とし、個別に高精度な変位解析を可能にした。さらにNECは、この

時停止標識・表示があるのに安全確認をせずに通過している」といっ

技術による解析を都市部埋立地の地盤沈下計測へも適用し、高精度

たドライブレコーダーに搭載している加速センサーでは確認できな

に解析できることを確認した。手動測量による水準点の地盤沈下結果

い危険運転を常時録画映像から自動抽出し、正しい運転行動・指導

をもとに評価し、平地域(郊外)、都市部ともに誤差を40%低減した。

ポイントなどを「走行診断レポート」として運行管理者に提供するこ

同技術による変位解析の精度向上は、スクリーニングの信頼度を高

とができる。費用は1企業あたり5万円（税別）から。

め、IoT、ロボット技術、レーザ計測技術などに基づくさらに詳細な検

（2018.08.08／5面）

査技術の導入判断を無駄なく行うことができるなど、老朽化する都市
インフラの予防保全を効率化するために大きく貢献するとしている。
（2018.08.01／1面）

■NHK-MT／5・5型ライトフィールドディスプレイ開発
メガネ不要で3D映像を視聴可能
ジャパンディスプレイ（JDI）とNHKメディアテクノロジー（NHK-

■国交省／自動運航船が実証段階へ／
日無・古野等舶用メーカー参画

MT）は、次世代映像に向けた共同研究開発である立体感のある動
画再生を実現した5・5型「ライトフィールドディスプレイ」を開発し

国土交通省海事局によると、自動運航船の実用化に向け実証段階

た。2017年には世界最大級の電子ディスプレイ関連国際学会「SID

に入ることになった。自動運航船の実現に必要となる安全要件の策

DISPLAY WEEK 2017」において、JDIブースで「17型ライトフィールド

定などの環境整備に必要な実証事業を行う実施者が決定し、今年度

ディスプレイ」の技術展示を実施。同年7月には国内で同ディスプレイ

からわが国で初めての実証事業を本格的にスタートさせる。

の説明会を開催している。8月1日に開催されたJDIの企業戦略説明会

自動運航船の実現には、IoT技術やビッグデータ解析といった最先

「JDI Future Trip Project」では、ライトフィールドディスプレイも実機展

端技術を用いた船舶の研究開発を推進するとともに、安全要件の策

示された。5・5型だけでなく、動画対応の17型も実機を展示していた。

定などの環境整備を進める必要がある。このため、国土交通省では、

昨年は静止画のみの対応で、動画対応については開発中としていた。

2016年度より、i-Shipping（Operation）として、IoT技術やビッグデータ

両社が開発したライトフィールドディスプレイではバリア方式を採

解析を活用した船舶・舶用機器の技術開発を支援してきたが、これに

用している。バリア方式は、ディスプレイの前面にスリットが入ったバ

加え、安全要件の策定などの環境整備に向けて、実証事業を行うこと

リアを置き、光を遮光する。ディスプレイとバリアはある程度距離が

にした。

あるため、見る方向によって違う画像を見せることができる。ディスプ

同省では、同事業を通じ、実船試験やシミュレーション試験によっ

レイの前面にレンズを置くレンズ方式もあるが、レンズ方式では正し

て安全性の検証に必要なデータの収集等を行い、今後の安全要件策

く見える角度は50度程度になってしまう。一方、バリア方式ではほぼ

定の検討に繋げていく考えである。
（2018.08.01／4面）

180度の視野角を持つ反面、光の大部分を遮光するため、画面が暗く
なるという課題がある。JDIでは両方の方式を試作し比較した結果、

■クラリオンがドラレコ映像を解析して安全運転を診断

バリア方式を採用した。
（2018.08.13／3面）

クラリオンの国内販売会社クラリオンセールスアンドマーケティン
グ（さいたま市中央区、前田博司社長（クラリオンS&M）は、業務用
車両向けのクラウド活用型車両管理サービス「SAFE-DR」の新サー
ビスとして、
「自動解析プログラムを使用した映像解析による走行診

■協力・記事提供：株式会社電波タイムズ社：http://www.dempa-times.co.jp/
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組込システム・マイコンソフトウェア開発サービス

組込システムニュース

本連載は、
「組込システム」をテーマとしたコーナーです。大手メーカー新
規商品、特注品、試作機等の組込システムを約30年間に渡って開発してき
た実績にもとづいて、毎回、関連のさまざまなトピックを紹介していきます。

執筆 組込システム開発チーム
2016年12月にフォーラムエイトと事業統合。2018年6月に
合併。VRシステムをはじめとした関連分野における展開を推
進。組込システム開発、マイコンソフトウェアの受託開発、コ
ンサルティングを中心とした事業を展開。

第4回は、超スマート社会を実現する組込み技術について解説します。

超スマート社会のためのシステム開発
■超スマート社会とは
近年の技術進化により、AI、VR、IoT、ビッグデータなど知的な処
理が自在にできる時代になってきました。また社会は、経済のコモ
ディティ化の進展により、
“モノ”の価値から“コト”の価値時代に変
化し、
“モノ”という財産の所有の価値から、
“コト”という思い出や経
験などの価値がより重要になってきました。このような中で、政府は
科学技術基本計画の中で、我々の生活をますます豊かなものに変え
る未来社会像の構想として、超スマート社会（Society5.0）を掲げて
います。超スマート社会は、サイバー空間と現実空間が高度に融合し
たモノと情報を組み合わせ、新たなサービスが次々と生み出される社
会です。

たとえば、従来の設備の操作や表示は平面でしたが、VR技術を設
備に組込むことにより、空間全体をマンマシンインタフェースにする
ことができます。また、画像認識やAIにより生活活動そのものが操作
入力になります。さらに、センシング技術とIoTにより様々な状況を自
動で認識し、最適な行動をサポートしてくれます。これらを、商業・医
療・介護・産業施設などに適用することにより、利用の世界を大きく
革新することが可能になります。
超スマート社会において、情報技術を生活関連システムや産業シス
テムにどのように組込、どの様に最大価値を発揮できるかが重要に
なってきました。これらを実現するのが組込システム技術です。

■スマート社会を実現する為に
政府の新産業構造ビジョンにおいて、成長戦略のカギを握る｢第４
次産業革命｣が示されています。スマート社会を実現するためには、
“モノ”の産業革命｣だけでなく、生活者の快適、安心、安全な生活を
｢
創造し、革新された生活を自在に創造し、｢何をつくるか｣を生み出す
｢“コト”の産業革命｣が必要です。
生活関連設備は、企画や設計初期段階で検討しなければならない
大きな３つの要素があります。これら全てを含むシステムと生活の全
体俯瞰を行うことにより、堅牢な構造に基づく、利用者に感動を与え
るシステムを構築することが可能になり、｢“コト”の産業革命｣を実現
できます。

■超スマート社会における組込システム技術
通信技術が 高速化、高信頼化、低価格 化が進み、マイクロコン
ピュータの性能も格段に向上しています。そのため、連携協調により
高度な性能を持ったサーバでの処理を、あたかも末端の組込機器が
処理しているかのように機能することが可能です。
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生活関連における革新企画に重要な要素は、下記３項目です。

の違うものが、時間を越えてつながり複雑化します。ほとんどの問題
は、つながりの不整合から発生します。このため、複雑さを作りこまな

安全・安心を保障する。
多少の誤動作・故障、環境の異常、誤運用でもシステムを停止せ
ず、少なくとも最低限の生活を維持することが必要です。このため、
様々な正常の逸脱の影響まで配慮する必要があります。

い全体を見据えた配慮が必要です。

■１１月出版予定
｢超スマート社会のためのシステム開発｣

感性で思考する。
“モノ”から“コト”の時代に変化し、感性が重要となりました。こ

超スマート社会を実現するために、生活関連設備の特徴と品質要

のため、TPOを把握しないと感性で物事が考えられません。TPOを

件の特徴について述べます。そして、それらを実現する企画や開発を

把握するためには、様々な生活におけるシチュエーションをイメージ

進めるためには、最初の全体構想が重要です。そのための、開発対象

する必要があります。

全体の捉え方、品質検証の方法、複雑化させないための進め方につ
いて述べます。

複雑さを解す。
IoTによりさまざまなものがつながる時代になり、属性、目的、環境

超スマート社会のためのシステム開発
～日本のものづくりを足元から見直しませんか～
・・・第4次産業革命を実現する“コト”の生産技術革命・・・
（システムを扱う経営、企画、開発、品質保証、発注会社／受託会社のために）
■著者 ： 三瀬

敏朗

■発行 ： 2018年11月予定
■価格 ： \3,800（税別）
■出版 ： フォーラムエイトパブリッシング

目次
■1 システム開発は変わらなければならない
1．1 経済のパラダイムシフトとシステムへの要求の変化
1．2 品質はより感性へ
1．3 静的な品質から動的な品質へ
1．4 品質は企画段階における創造
1．5 情報処理技術が生活に自在に入り込む
1．6 “モノ”づくりから、
“コト”作りの産業革命
■2 超スマート社会可能性の一例
2．1 建設分野
2．2 ショッピングモール
2．3 高齢者介護
■3 生活関連システムの特性
3．1 システムが大規模化、複雑化、多様化・生活との一体化
3．2 生活関連システムにおける重要な特性
3．3 非正常系
■4 生活・社会活動関連システムに特徴的な品質
4．1 安全性
4．2 信頼性（成熟性、可用性、障害許容性、回復性）
4．3 機能適合性 （完全性、正確性、適切性）
4．4 性能効率性
4．5 使用性
4．6 セキュリティ
4．7 保守性
■5 システム分析を爆発させないために
5．1 上流での分析の重要性
5．2 分析爆発させないための俯瞰
5．3 俯瞰を行うための対象の捉え方と階層化
5．4 俯瞰の検討量の爆発を起こさない剪定

5．5 非正常系の分析を爆発させない
5．6 俯瞰の複雑さを回避する希少ケースの単純化
5．7 俯瞰を可能にするプロジェクトマネジメント
5．8 派生開発における俯瞰
手法編
■1 ESIMの目的と特長
1．1 目的と特長
■2 手法の概要
2．1 俯瞰のための分析対象の捉え方
2．2 品質の検証
2．3 非正常系に対する品質検証
2．4 新規企画要件を定義するための逸脱分析
■3 俯瞰確立プロセス
3．1 要件の抽出
3．2 機能、構成要素の抽出と振る舞いの検討
3．3 システム構造図の作成とシナリオの作成と検証
3．4 複合シナリオの検証
3．5 初期起動シナリオの検証
3．6 拡張性検証
3．7 全シナリオを重ねあわせた検証
■4 俯瞰検証プロセス
4．1 品質検証
4．2 逸脱分析
4．3 剪定
■5 革新企画プロセス
5．1 新企画創出時の開発時のプロセスとの相違
5．2 逸脱（革新）分析
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新連載

1

Vol.

Shade3D 製品プロフィール

https://shade3d.jp/

1986年リリースの国産統合型3DCGソフト「Shade3Dシ
リーズ」は、累計販売数50万本を超えるロングセラーソフト。
モデリングからCADまで幅広く対応しており、今後はフォーラ
ムエイトの開発技術と連携し、3D配筋やクラウド活用などの
展開を図っていく予定。

本連載では、2018年8月にフォーラムエ
イトと事業統合を行ったShade3D社ス
タッフの執筆により、国産３DCGソフト
Shade3Dシリーズの機能や関連情報を
紹介していきます。

Shade3D ُص٦أ

1. Shade3Dとは

3. 編集機能

1986 年に誕 生した国産3DCG作成

拡大、回転、せん断、移動、サイズ等、各種マニピュレータによる

ソフト。その直感的な使い心地でホビー

移動変形。数値による各種パラメータの調整、ハンドル操作によ

ユーザーからプロフェッショナルユーザー

る有機的な変形（ベジェ曲線）、頂点、稜線、面に対する専用ツール

まで幅広い用途に使用されています。

（ポリゴンメッシュ）リアルタイムでのブール演算やフローティング

3DCGをこれ1つで仕上げられるよう、
モデリング、レイアウト、カメラ、光源、レンダリング、アニメーショ

式のフィレット、面取りツール、アセンブリ移動による形状配置、表
面積、体積、重心測定等を搭載しています。

ンまで必要な機能を搭載したオールインワンの3DCGソフトです。
2018年にリリースされたver.18ではさらに高精度のモデリング
が可能になり、3次元CAD利用技術者試験1級にも対応しました。
Shade3D公式：https://shade3d.jp/
Shade3D ver.18製品概要：
https://shade3d.jp/product/shade3d/ver18/overview.html

2. モデリング機能
Shade3Dでは用途に応じたモデ

4. レイアウト機能

リング方式をほぼシームレスに使い

正面・上面・側面・透視図（カメラア

分けてモデリングを行います。一般

ングル）の4つの図面によるシーンの

的なポリゴンメッシュによるモデリ

レイアウトが可能です。それぞれの図

ング機能を始め、球、円などのプリ

面も切り替え可能で底面・右側面・透

ミティブ形状を扱う一機能、Shade3Dの特徴でもあるベジェ曲

視図1（カメラ1）・透視図2（カメラ2）

線を使ったモデリング機能、高精度のモデリングが可能で3次元

といった組み合わせ、また図面の分割範囲も変更できます。形状を

CAD利用技術者試験1級にも対応したNURBS形式によるモデリン

マニピュレータや整列機能によりシーンに自在に配置することがで

グ機能を搭載しています。

きます。

また、それぞれの方式で作成されたデータは非可逆（一部可逆）

各図面ごとにシェーディングの表示を変更することができます。

ですがコンバート機能により他の方式に変換可能です。

5. カメラ機能
シーン内に複数のカメラを配置できます。それぞれズーム、パン、
ドリーなど実際のカメラと同じ調整ができる他、画角、傾き、フィル
ムシフト、レンズスイング、レンズティルトといった効果、また立体
視の設定も可能です。シーン内でオブジェクトとして自在に移動、
配置ができます。また、カメラの移動、各種変更もアニメーションに
できます。
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6. 光源機能
オブジェクトとしてシーンに
自在に配置、移動できるスポッ
トライト、面光源、線光源、平行
光源、点光源、環境光、IESデー
タによる配光の他、太陽光のよ
うな無限遠光源の設定。また日
時、緯度経度による太陽光のシ
ミュレーション（アニメーション可能）を行うことも可能です。

9. アニメーション機能
ジョイントによる移動、回転、拡大縮小、カメラワーク、パスに
沿った移動のアニメーション、スキンによる有機的変形アニメー
ション、BVHの読み込み、数手順で作成できるウォークスルーアニ
メーション、物理演算によるアニメーション、炎が燃え上がる、竜巻
が巻き起こる、吸い込まれるなど、多種多様なアニメーション機能

7. 表面材質

を搭載しています。

パラメータやテクスチャによる基本色、反射、透明度、屈折率、
テクスチャのラッピング、投影、UVマッピングなど基本的な項目を
はじめ、象牙などの乳白色な透明質感や雲のような質感を設定で
きる機能を搭載しています。マスターサーフェスとして登録すると、
複数の形状に同一の設定をし、なおかつ一括での変更が可能です。
表面材質はプリセットの一覧からも簡単に設定できるほか、ファイ
ルに保存して別のシーンに再利用することができます。

10. ファイル入出力
Shade3Dでは、以下の形式のデータをシーンにインポート、エク
スポートすることができます。

8. レンダリング機能

インポート
STEP、IGES、DXF、Wavefront OBJ、STL、3D Studio、BVH、

Shade3Dのフォトリアルなレンダリング画像は建築パースやプ
ロダクトデザイン、イベント企画などのプレゼン画像としても最適
です。レイトレーシング、パストレーシング、大域照明のフォトン
マッピングなど、空気感までも再現します。

FBX、COLLADA、LightWave Object、SketchUp
エクスポート
STEP、IGES、DXF、Wavefraont OBJ、STL、3D Studio、
Piranesi EPix、Adobe Illustrator、COLLADA、DirextX、FBX
また、AI/DXFは図面の状態を三面図として出力可能です。

次回は
Shade3Dの特徴的なモデリング機能「ベジェ曲線」
「自由曲面」
についてご紹介いたします。

Shade3D グラフィックデザイナー

伊藤でった

Shade3D ニュース Up&Coming123号
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表現技術検定（建設ICT）初級編「建設ICT概論」10/26（金）開催！
表現技術検定とは
日本では平成28年度より第5期科学技術基本計画の5カ年計画

す。この中で今回は、国土交通省が推進するi-Constructionを

が実施されており、
「 第4次産業革命」
（IoT時代のものづくり）
と銘

ベースとして、IoTやスマートインフラ実現、
情報化施工・維持管理な

打って、
イノベーションを巡る熾烈な国際競争に打ち勝つための方

ど、当協会でも主体的に推進している3DVRの活用による効率化

向性が政府より示されています。表技協ではこのような背景のもと、

や高度化が大いに期待される
「建設ICT」
を対象分野とした検定を

当協会の基本方針である
「最先端表現技術に関連する人材育

実施いたします。

成・社会への貢献」
を実現すべく、企業や技術者がICT等をベース

講習内容・テキストおよび試験問題は、関連の基礎知識や具体的

にイノベーションの担い手となるモチベーションを提供することを目

な事例から専門的な方法論・提案手法までを網羅しており、一通り

的として、学習用テキストの構築、研修および達成程度の目安とし

受講することで次のような項目が達成できます
（修了者には認定証

ての「表現技術検定」
を企画いたしました。

を授与）
。今回は初級を想定していますが、今後は指導者・管理者

「第4次産業革命」
「 超スマート社会」の実現に向けて政府が先導
するこれらの方向性に対応して、
各省庁による施策が示されていま

を想定した中級・上級や、
「まちづくり」に関する検定も予定しており
ます。ぜひともご活用ください。

表現技術検定（建設ICT）の達成指標
「労働生産性向上
1 建設ICT概論を通して今後重要となる
策」の提案・実現ができる

2 多様な事例を通して建設ICT利活用の具体的なポイント
が体得できる

3 建設ICTの一般常識から専門的な方法論まで、建設プロ
セスを網羅した知識を習得

4 発注者/受注者など立場の違いを超えたコミュニケーショ
ンの基礎を習得できる

講習・検定内容

※講習受講、検定合格で検定証を授与します。

講習･試験監修
（試験委員）

朝日理登氏
（中日本ロード・メンテナンス東京株式会社 代表取締役社長）
杉浦伸哉氏
（株式会社大林組 生産技術本部 先端技術企画部 技術第二課長）
矢吹信喜氏
（大阪大学大学院工学研究科 教授）

時間

64

項目

表現技術として要求される事項等

ガイダンス

9:30～ 9:50

表技協事務局による説明

講習1
基礎知識

9:50～10:50

(1)情報技術
(2)情報通信技術
(3)表現技術
(4 )建設ICT

・情報技術とは
・情報通信技術の発展と展開
・表現技術の変遷
・建設ICT推進の背景

・スマートインフラに関する基本的知識 ・インフラアセットマネジメントの効率化
・道路交通システムに関する知識・IoT
・ビッグデータ解析、数理科学、AI

休憩

10:50～11:00

講習2
超スマート社会

11:00～12:00

(1)スマートインフラ
(2)スマートモビリティ
(3)スマートものづくり

昼食

12:00～13:00

※昼食は各自でご準備ください

講習3
建設の情報化施工

13:00～14:30

(1)CIM
(2)MC・MG
(3)TS・CNSS
(4)総合管理技術(CPS)

・CIMの本質
・MC・MGの変遷と今後
・建設ICTの本質とTS・GNSS
・クラウドと現場管理の連携 ・フロントローディングの本質
・現場調査・安全・環境管理対策

(1)土工関係
(2)舗装関係
(3)施工管理一般
(4)検査要領

・TSを用いた出来形管理要領(土エ編)
・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領
・TSを用いた出来形管理要領(舗装工事編) ・施工管理データを搭載したTS
・TSを用いた出来形管理の監督・検査要綱
(河川土工編／道路土工編／舗装工事編)

休憩

14:30～14:40

講習4
建設ICTに向けた・
施工管理要領・
マニュアル・検査要領

14:40～15:30

休憩

15:30～15:40

演習

15:40～16:30

講習内容についての演習として検定を実施
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開催概要
※全国土木施工管理技士会連合会 継続学習制度
（CPDS認定単位として6ユニットを取得可能）

表現技術検定（建設ICT）初級編「建設ICT概論」※土木学会 継続教育（CPD）制度（自己学習としてCPD=0.5×講習時間を登録可能）
対

象

建設分野
（新入社員、中堅社員、管理職者）
のすべての方および、
建設ICT、
i-Construction に関心をお持ちの方

日

時

2018年10月26日
（金）
9:30〜16:30
（予定）

場

所

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟21F

株式会社フォーラムエイト セミナールーム

持 ち 物

受講票、写真付き身分証明書、
筆記用具

※昼食は各自でご準備ください。

申込方法

申込フォーム
（http://soatassoc.org/kentei̲entry）
からお申込みください。
申込締切：2018年10月19日
（金）
※定員50名に達し次第締め切らせていただきます。

受 講 料

12,000円
（予定）
※10/19
（金）
までにお振込み願います。
ご入金後の返金は致しかねますのでご承知おきください。
受講料振込先
（振込手数料はご負担願います）
銀行名：

三井住友銀行 目黒支店

郵便振替： 品川インターシティ郵便局

口座番号： 普通 7211916

記号番号： 10150-27962431

口座名義： (財) 最先端表現技術利用推進協会

加入者名： (財) 最先端表現技術利用推進協会

第二弾「表現技術検定（まちづくり）」を2019年に実施
表現技術検定は２つの部門で構成されています。第一弾の「建設ICT」
は、
まちづくりにおけるハード
面に相当する
「計画・管理」、
「設計・施工」に対応。第二弾としては、
まちづくりのソフト面に相当する

㹔㹐ࡲࡕ࡙ࡃࡾ

「アセスメント
（環境・安全）
」、
「対話・協議」に該当する内容として、VR技術を活用したまちづくりを担

ຠ⋡ࠉ㧗ᗘ
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ࣇࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ

う人材の育成を目的とした
「表現技術検定
（まちづくり）
」
を2019年に予定しています。

まちづくりに最先端表現技術を取込む意義と効果

タィ࣭ᕤ

ィ⏬࣭⟶⌮

⎔ቃ࣭Ᏻ
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まちづくり検定構成内容（予定）

自然災害で地域に甚大な被害が発生したとき、大きな構造物が建てられて

●基礎編：まちづくりに関係する行政担当者や住民などで、特

地域の景観や交通が一変してしまったとき、
「こうなる前にある程度のシミュ

にICTに対する関心がなくても、
なんとなく知っているかもしれ

レーションと対策はできなかったのだろうか？」
と誰もが思います。

ない用語を中心に話題と出題例を提供。

開発計画を平面図や立面図、模型などで示されたとき、
イメージパースをス

●ICTを活用したまちづくりファシリテーション：まちづくり分野に

ライドで見せられたとき、
「自分の家からはどう見えるのだろうか」
「ちょっとだ

おけるファシリテーションの意義や心得を踏まえた上で、
ファシ

け向きを変えたらどうなるんだろうか」
などと思うのは当然のことです。

リテーションにICTを活用する利点や留意点を紹介。

ICTは、完全ではなくても、人が想像することを手助けすることができます。

・VR等を利用したファシリテーションの利点

手助けとなるためには、ICTと人の思いとをつなぎ、人と人の対話を容易に

・VR等を利用する上での留意点

するファシリテーターの存在が必要です。対話が容易になれば、理解が容
易になり、
そして何をしたらいいかという行動が容易になります。

●実践事例紹介：まちづくり分野のファシリテーションにおいて
VR等の利用推進が期待されるジャンルでの実践事例を紹介。

ICTを利用した最先端表現技術は、代替案の検討を含め、創造的なまちづ
くりへの住民参加を可能にします。最先端表現技術を利用したまちづくりの

申込・お問い合わせ先

ファシリテーションは、建設分野でのICT導入が進む中、近い将来はこれが

一般財団法人最先端表現技術利用推進協会

常識になると考えて間違いありません。
そのパイオニアを育成するのが、表

State of the Art Technologies Expression Association

現技術検定まちづくり部門です。

Tel.03-6711-1955

FAX.03-6894-3888

mail: info@soatassoc.org

http://soatassoc.org/
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未来を可視化する

長谷川 章（はせがわ あきら）氏

長谷川章のアート眼
Akira Hasegawa

デジタルアートクリエイター
1947年石川県小松生まれ。日本民間
放送連盟TVCM部門最優秀賞を始め、
ACC賞など数々の賞を受賞。NHK大河
ドラマ「琉球の風」を始めNHKニュー
ス、中国中央電視台（CCVT）ロゴ、企
業TVCMなど、数千本を制作。

社会の未来を語るキーワード「シンギュラリティ」をテーマに、
長谷川章のアート眼が捉えるものを連載していきます。
人類が生命を超え、加速する未来を可視化する鍵を探ります。

地球はすでに脳である
長谷川章は、これまでに映像作家として、NHKニュースタイトルやオリンピック、
NHK大河ドラマなどの番組タイトルバック制作、中国国営放送CCTVのロゴ制作、
TV-CMを数千本制作してきた。
しかし、商業的広告に嫌気がさして５５歳にし、10年ほど前から構想きた
環境映像「デジタル掛軸」に取り組み、情報としての映像ではなく、
感覚にダイレクトに捉える事が出来る「デジタル掛軸」を発表し

デジタルアーチストに転換した。
これが今や世界で１０万人がプレイをし、
１兆円産業とまでなった今日のプロジェクションマッピングの始まりである。
以後、アテネオリンピック記念アクロポリスに始まり、アメリカ、ブルガリア、中国な
ど国内外にインストールを重ね、ZERO ONE SAN JOSE ART FESTIVAL ではア
メリカパブリックアート1907ベストアーチストに選ばれ、2013年にはノーベル賞の
ナイトカップ晩餐会でのサプライズアートに至る。そして、これまでに世界遺産など
400箇所の「デジタル掛軸」インスールを重ねて来た。

「デジタル掛軸」は、光が奏でる色彩のシンホニー
しかし、
プロジェクションマッピング、３Dの巨大映像にすぎない。
「デジタル掛軸」は、世界にひとつ「移ろう芸術」であり、目で聞く音楽に近い新し
い芸術カテゴリーである。
これからの芸術の方向性を「移ろう芸術」
「一期一会の芸術」
「色即是空≒是即色
即」
（これら3PMにはない概念）と定義づける。
DDK=「デジタル掛軸」は何かの表現ではない。

長谷川章
第一回開催のゲストアーチストとして招聘され殿堂庵
と成った。翌年アメリカパブリックアート2007ベスト
アーチストに選ばれた。

夕陽のように圧倒的に美しい自然を眺めるのに似ている。
その出会いの瞬間、瞬間の連続。
近代社会の人類の体内時計は人口の光の氾濫で狂ってきている。ＤＫはそれを気づ
かせてくれると同時に、宇宙と自然のリズムを再び目覚めさせることができる。
過去の芸術は、彫刻や絵画など被写体を描き「留める」ものでしかなかったが、ＤＫ
は、移ろいを捉えるもの。
それは動画でもなく静止画でもない移ろいを環境化したサイレントなシンホニーであり、
己が今生きている事を捉える時、時間と空間の拘束から時間の外へと解放される。
3Dアニメーションのプロジェクションマッピングとはプロジェクターと言う道具は同
じとはいえ、コンセプトが異なっており、は似ても似つかぬものである。
伊勢神宮高城治延小宮司から「慎」の名をいただきました。
「デジタル掛軸は、普遍的な魂の形式「慎」であり心の鏡です、思考からときはなた
れた感覚秩序の世界です、そして「慎」は闇に宿る希望です」
と、お言葉をいただきました。

ザルツブルグ世界音楽祭 サイレントシンホニー
LIVE2019
来年2019年は日本とオーストリアの国交記念年。
これに合わせて2010の行われたデジタル掛軸のサイ
レントシンホニーの招聘状が来ました。
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「デジタル掛軸」の本来の概念を生かし、世界の壮大な秘境大自然にデジタル掛軸
を掛けて行く計画を進めておる。
長谷川章の人生は、メディアおよびデバイスの変革に纏わる、波の連続の中にあった。
手回し式のレード蓄音機に始まり、映画、ラジオ、テレビ、テープレコーダー、ビデオ
レコーダー、パソコン、インターネット、スマートフォン。
この数十年の変革と共に、産業や経済も大きく転換をしてきたのだ。

そして、全てのデバイスがインターネットで世界のネットワークとつながっており、
それは巨大な一つのコンピュータとして形成しているのです。
それらの端末にアクセスするのは、人間の意思、脳の活動と言えよう。
つまり、地球はすでに一つの脳となっておるのです。
ただし、これらはすべて過去DATAにすぎません。

過去DATAの編集から、今日の国家や、企業、教育などの組織化を作り上げる

ための兵器だったとも言えよう。
最近多くの人々は、予測不可能な時代だ！！と嘆いておるが、
これまで特定の既得権も持つものだけの過去DATAだ、
アジア大都市会議2010棟強都庁舎

GoogleなどのDATAの無料化で、誰でも先生となってしまっている。

都庁変幻 デジタル掛け軸投影

今後５年ほどの時間で、コンピュータの処理能力が現在の１万倍になると言われる
中で、人間がコンピュータに、追い越されてしまうと、世界はどうなるのか？
その時、人類が経験したことがないシンギュラリティ現象が起こるのだ。
そして、人類はどこへいくのか？

その答えは、自然にあるのです。
DATAはすべて過去DATAで、未来も過去DATAの編集によるものだとすると、
今、この瞬間はどこにあるのか？それは、私という個人のなかにあるのです。
つまり私のなかにしか「今」という瞬間が無いと言う事だ。
そしてそれは、７３億人の私があるという事、７３億という数の「今」があるということだ。
過去DATAは「時間」という概念の元で管理され、
「時間」がなくなると崩壊する。
つまり、
「私」と「時間の外」をリアルタイムにどう結びつけていけるか。
そこにシンギュラリティ革命への答えある。
丹下健三 ×長谷川章
国立代々木競技場に
デジタルアートという「魂」を吹き込む

この度、長谷川章は最先端表現技術利用推進協会の会長に就任しました。
これまでの実践してきた経験と知恵を生かしていきたいと思っております。
個人が尊重される時代となる『私へ帰る』の観点から、
「地球はすでに脳で

ある」と定義する。
地球上のコンピューターはすべてネットワークに接続され、
端末からは毎日、個人が大量の情報を入力している 入力された情報は個人を介し、
ネットワークを通じて、評価され、拡散され、伝搬していく 地球上のネットワーク網を
ニューロン個々のユーザーをシナプスと見立てると地球はすでに巨大な脳であると
言える
(いま仮に地球規模の脳を、地球脳と呼ぶ)
地球脳を、小さな問題から、地球規模の問題まで、あらゆる問題を解決するための
アイデア創出ソリューションシステムとして利用する。
新・表技協の新・コンセプト Live Net FCO (feedback.cycle.option)を
アイデア創出のための 地球規模ライブカンファレンスシステムへと進化させたい。
アイデアは企業のものではなく、 個人のものであり、同時に全人類の財産でもある 。

Digial Kakejiku(D-K) as Silent Music
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Information Modeling ＆ Virtual Reality
BIM/CIM による建築土木設計ソリューション

I M＆VR

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。

■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 − 4億点対応点群VRモデリング

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶŵŽĚĞůŝŶŐΘsŝƌƚƵĂůZĞĂůŝƚǇ

■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・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

3Dプリンティングサービス

どんな図面も３次元化！−Allplanビューワ、３D配筋CAD対応

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

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

3DスキャンVRモデリングサービス
4億点対応点群VRモデリング
配水池モデル

3D/2D配筋図

3D配筋CAD for SaaS

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

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、
BIM/CIMのフロントローディングを大きく支援します。

BIM/CIM による統合ソリューションの連携イメージと展望
3D・VRエンジニアリング
FEM
解析支援

3Dスキャン / 3Dプリント / 3D図面

FEMLEEG
3次元ソリッド
熱伝導解析

Arcbazar支援
ProjectVR / 自主簡易アセス

3D DXF
䝰䝕䝹䝕䞊䝍

DesignBuilder
エネルギー解析

2D DXF

ᅗ㠃䝕䞊䝍

3D DXF

䝰䝕䝹䝕䞊䝍

EXODUS

SMARTFIRE

避難解析

火災解析

（カイザープロジェクト
研究・開発エンジン）

交通解析

Micro Simulation
交通シミュレーション

DŝĐƌŽ^ŝŵƵůĂƟŽŶ
Player plugin
㏻ゎᯒ䝕䞊䝍

スパコンクラウド®
大規模解析･シミュレー
ション･CGレンダリング

3Dリアルタイム･バーチャルリアリティ

DXF DWG

WCOMD Studio

DXF
䝰䝕䝹
䝕䞊䝍

ᅗ㠃䝕䞊䝍

vrs/vrg

ゎᯒ䝕䞊䝍

スイート ཎ౯ スイート
建設会計
積算

IFC
3DS
DWG DXF
㐨㊰䝕䞊䝍
䝰䝕䝹䝕䞊䝍
ᆅᙧ䝕䞊䝍

UC-win/Road
VR-Cloud®

ᩘ㔞⟬ฟ

UC-1 設計シリーズ
Engineerʼs Suite
IFC

3DS

土木設計

3D配筋CAD
3D配筋CAD for SaaS
CADシステム

OpenMicroSim
FBX
3DS

ᆅᅗ䡡✵㛫
DWG 䝕䞊䝍
DXF

Shape
MEM DXF
SIMA TIFF

3DS

UC-1 土石流

txt dat
csv asc
Ⅼ⩌䝕䞊䝍

3ds Max

Shade3D

AutoCAD

GIS

電子国土

(3Dモデリング)

(3Dモデリング)

(汎用CAD)

地理空間情報

地理院タイル

Android対応3DVRクラウド

㻟㻰㓄➽

SXF

電子納品
支援ツール

3D･VRシミュレーション

OpenFlight
FBX 3DS

SXF

FLK

ゎᯒ䝕䞊䝍

POV-Ray
3DS
OpenFlight
䝰䝕䝹䝕䞊䝍
LuxRender

UC-Draw
橋梁点検システム
CADシステム

ᕤ

氾濫解析

OSCADY/
TRANSYT

DWG
IFC

構造解析

建築土木3DCAD

2D DXF

Multiframe

構造解析

Allplan

sup / xpx / csv ゎᯒ䝕䞊䝍䚸ᆅᙧ䝕䞊䝍
xpswmm plugin

osc ゎᯒ䝕䞊䝍
OSCADY plugin

SDNF

Engineerʼs Studio®

IFC

DXF

DWG

EXODUS plugin

xpswmm

DXF DWG
IFC

3DCAD
Studio®

ゎᯒ䝰䝕䝹 シミュレーション
土石流解析

点群モデリング
3D点群･
出来形管理

BIM/CIM統合ソリューション

UC-1 車両軌跡/
駐車場作図システム
Parking Solution

弊 社H

BIM
ガイド
ライン
への

®

対応 状

土木設計CAD

土木専用3次元CAD

Pにて

国交 省

況公開

中

土木工事積算基準対応

ሥአ

土木CAD・クラウド

会計クラウドソフトシリーズ

／

for SaaS

ʃɮ˂ʒ࣮ᜫ͢
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Vol.

UC-win/Road・VR-Cloud®
VRサポートサービス

UC-win/Road・12d Model
xpswmm

3DCAD Studio®・Allplan
UC-1設計シリーズ

2．地盤・測量データ確認

3．一般図（モデル）作成

1．設計打ち合わせ

UC-1設計シリーズ・Drawツールズ
3D配筋CAD／for SaaS

4．構造物チェック（配筋干渉）

ÃÉÍյ᪡Ɂʇʴʯ˂ʁʱʽȻȪȹ
ʇʟʒʎ˂ʵȻ੫ᚓɿ˂ʝʃɥ૬ΖȪɑȬǿ

3D・VR

8．施工・i-Construction

VR-Cloud®
3D配筋CAD／for SaaS

7．数量算出・積算・入札

UC-1 Engineerʼs Suite
スイート積算・スイート建設会計

5．作図・図化・シミュレーション
6．設計照査

Engineerʼs Studio®
・GeoFEAS3D・FEMLEEG
ES・地盤解析支援サービス

3D図面サービス
UC-win/Road
3D・VRエンジニアリングサービス

エンジニアリングニュース

「デジタル・コンストラクション」コンソーシアム
2017年度 第3回、2018年度 第1回・第2回勉強会レポート
「デジタル・コンストラクション」コンソーシアムは、慶應義塾大学 SFC 研究所の主催により、建設生産とデザインを総合的に捉え
たデジタル技術の具体的な応用展開を目的とした情報交換ネットワークづくりとして進められているプロジェクトです。
フォーラムエイトも、一般会員として 2017 年より参画しています。ここではその内容について簡単にレポートします。
BIMなどのデジタル情報技術の建築生産への応用により、施工に

昨年は、慶應義塾大学SFCが研究活動成果を公開する場として毎年

おける精度確保、安全性向上、短工期化といったイノベーションが起

開催している「SFC Open Research Forum (ORF)」にて、
「産学

きています。これまでの規格化部品による矩形の建物だけでなく、非

連携で探る建築・建設システムのイノベーション」と銘打ち、
「デジタ

規格化部品による複雑な形状の建物が可能になり、建築のデザイン

ル・コンストラクション」コンソーシアムについてのセッションも行わ

を革新し、新しい価値を生み出すことが期待されています。

れました。

コンソーシアムでは、建設生産とデザインを総合的に捉えたデジタ
ル技術の具体的な応用展開のための情報交換ネットワークづくりとし

本稿では、2018年に入ってから開催された勉強会の内容をご紹介
します。

て、シンポジウム、データベースの整備などが行われています。また、

2017年度 第３回勉強会 「デジタルファブリケーションの現場を見学」
2018年2月23日（金）、東京都江東区新木場にある、株式会社乃
村工藝社の新木場第2スタジオ（ノムラトレーニングセンター）にて開
催されました。
デジタル・デザイン、デジタル・コンストラクションを得意としている
建築家である、AnS Studio/aT ROBOTICS Inc.の竹中司様の講演
では、石材および木材を人間の職人レベルでの加工ができるロボット
の制御を行った実例が紹介されました。そのほか、現場での溶接や天
井板施工などの建設のロボティクスについても開発中とのことです。
「ディスプレイ会社の BIMへの挑戦」 と題して、乃村工藝社 BIM
委員会から、第３回先端コンテンツテクノジー展でBIMのプロセス
を試行した事例が紹介されました（図1）。１点１点が異なる形状のパ
ネルを組み合わせた展示用壁面の制作において、モデリングソフト
→BIMソフト→作図→ナンバリングし鉄板加工機へデータ受け渡し→
現場施工という一連のデータ連携を行ったとのことです。案を変更し
た際の再作図や、正確なナンバリングを現場まで引き継ぐことで、設
計と施工の工程が大幅に効率化されたそうです。
展示物にBIMを利用した事例は先駆的であり、BIMの裾野の広がり
を感じます。
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▲図1

複雑な形状の展示用壁面

2018年度

第1回勉強会

「池田靖史教授によるオーストラリア視察報告」

2018年5月24日（木）に行われた勉強会は、現在海外留学中の池
田靖史教授の帰国と合わせて開催されました。池田教授から海外視

参考：
【STUDIO ROLAND SNOOKS】
http://www.rolandsnooks.com/

察報告として、オーストラリアの複数の大学での、先端的なデジタル・

Rapid Assembly with Bending-Stabilised Structures. UQ

コンストラクションやコンピューテーショナルデザインの取組が紹介

【CFTS Research Pavilion 2016】

されました（図2）。RMIT（ロイヤルメルボルン工科大学）、メルボル

https://www.youtube.com/watch?v=sCO9KzDMuUo

ン大学、シドニー大学、クイーンズランド大学では、それぞれ、デジタ
ル・コンストラクションをテーマにした課題やワークショップ、研究が
行われています。
RMITのRoland Snooks教授のラボでは骨組みをマルチエージェ
ントシステムで生成し、3Dプリンタ出力した強度のあるオブジェ作
成が行われています。クイーンズランド大学では、"外部ポストテン
ション展開式木材構造"（“External post tensioned deployable
timber structure”）という、木材のCNCカッターでの加工と組立を
迅速に行うプレファブリケーションの技術開発が行われています。
これらの取組からわかるのは、ロボティクスの活用が工法だけでな
くデザインにまで及んでおり、ただ複雑な形態や格好のよい形態を作
り出すという狭義のデザインは行われず、実現可能な工法、新たなデ
バイスを使用した工法とセットで形態が考えられています。

▲図2

池田教授による講演

2018年度 第2回勉強会 「Rhinoプラグインとデジタルコンストラクション会員サイトの紹介」
2018年7月30日（月）に行われた勉強会では、Rhinocerosのプラ
グインの紹介や、デジタル・コンストラクションの事例や知見を収集、
会員で共有するための会員サイトも紹介されました（図3）。
フォーラムエイトもUC-win/Road Rhinoプラグイン・オプション
をリリースしています。これはRhinocerosで作成した3Dモデルを、
UC-win/Roadの3D空間上に表示するためのプラグインです。VRCloud ®との併用により、モデルをVR-Cloud ®のユーザが閲覧するこ
とが可能になり、合意形成の効率向上や、シミュレーションのクオリ
ティ向上などの効果が期待できます（図4）。
普及期に入ったBIMのデータ連携、プラグインは目覚ましい発展を
遂げており、様々なプログラムをユーザがセルフビルドのようにカスタ
マイズできるエコシステムができています。
デジタル・コンストラクションコンソーシアムの詳しい情報は以下に

▲図3

デジタル・コンストラクションコンソーシアム会員サイト

掲載されています。
>> https://www.kri.sfc.keio.ac.jp/ja/consortium/digicon.html

マスプロダクトからマスカスタマイゼーションの流れをふまえた上
で最近の事例が紹介され、建設産業でも新しい動きが起こせるので
はないかということが述べられました。
コンソーシアムでは、今夏に1日程度の予定で、参画企業・大学参加
によるワークショップが企画されており、参加各社の技術を融合する
ことにより新しいソリューションが生み出されるきっかけづくりとして
期待されています。

▲図4 UC-win/Road Rhinoプラグイン・オプション
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玉木正之氏のコラム

載
４
回

﹁スポーツは語る﹂ がリニューアル！

連

4

vol.

たま

スポーツ文化評論家

き

まさゆき

玉木 正之

〈ｅスポーツ〉は、はたして
スポーツと言えるのか？
テレビ画面を見つめてコントローラーをカチャカチャと動かすコンピューター
ゲーム。それがオリンピックの正式競技（オフィシャル・スポーツ）になるかも
しれない、という動きを貴方はどう思いますか？
冗談でしょ！と思わず口に出して叫ん

めながら、リモコン（リモート・コントロー

でみたくなった事件が、スポーツ界に起

ラー）をカチャカチャ動かし、画面上に

きている……といっても、日本の女子体

現れる敵（対戦相手）を倒したり、対戦

操の暴力問題やパワハラ問題のことでは

相手よりも先に宝物を見つけ出したりす

ない。

るゲームのことで、それをオリンピックの

その問題も、日本のスポーツによくあ

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。
『京都祇園伿走曲』
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、神奈川大学、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−傑作スポーツ・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。今年 9 月に最新刊 R･ ホワイティング著
『ふたつのオリンピック』
（KADOKAWA）を翻訳出版。
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 di Tamaki（カメラータ・
ディ・タマキ）
』http://www.tamakimasayuki.com/
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正式競技に採用しようというのである。

る構造的欠陥と言えるので、いずれ取り

コンピューター・ゲームが、はたしてス

あげたいと思う（朝日生命体操クラブとい

ポーツと言えるのか？ と首を傾げる人は

う一クラブが日本の女子体操界を支配し

少なくないだろう。が、スポーツ sports と

ているという構図は、読売巨人軍という

いう言葉の原義（本来の意味）に従えば、

一球団が日本のプロ野球界を動かしてい

それはけっしておかしなことではない。

るという構造とそっくりですからね）。
しかしそれ以上に、最近のスポーツ・
イー

スポーツとは、もともとラテン語のデポ
ルターレ deportare から生まれた言葉で、

ニュースで私が驚いたのは、 ｅスポー

それは「日常の労働や仕事から離れた遊

ツ が世界的に大流行し、再来年の東京

びや祭りの非日常的時空間」を意味して

オリンピックの４年後、2024年オリンピッ

いた。その言葉が中性フランス語でディ

ク・パリ大会では正式競技に採用される

スポルト disport と変化した。ディス dis

可能性が高まった、という報道である。

もポルト port も「離れる」という意味で、

ｅスポーツとは、エレクトロニック・ス

そこから port は、離れてゆく場所＝港と

エレクトロニクス

ポーツ electronic sports の略で、電子工学

いう意味にもなった。そこで何から「離れ

electronicsを利用した競技のこと。早い

る」のかというと、やはり労働や仕事の日

話が、コンピューター・ゲームのことだ。

常生活から離れることで、だから今でも

つまり、テレビ画面に現れる動画を見つ

英和辞典で SPORTS という言葉を調べ

じゃんし

てみると「運動、競技、体育」といった意

米韓の雀士が卓を囲み、長時間の闘い

味のほかに、
「娯楽、遊び、冗談、おふざ

の最後に、
「サア、ここでニッポン聴牌で

テンパイ

イース−チ ー

け、非日常、祭り……」といった言葉も並

す！ 壱四七どれかを積もれば逆転金メ

んでいる。

ダル！」などとなれば（麻雀ファンは）相

ということは、テレビ画面を見つめて

当興奮するだろう。が、麻雀にオリンピッ

コントローラーをカチャカチャと動かすｅ

クの呼び声がかからず、ｅスポーツが話

ゲームも、労働や仕事のように何かを創り

題になるのは、ひとえに市場の問題、つま

出したり産み出したりする作業ではなく、

りはカネの問題だ。

マーケット

立派なスポーツの一種と言えるのだ。

現在、世界のｅゲーム界にはプロの

今年インドネシアで開催されたアジア

ゲーマーが千人以上も存在し、賞金総額

大会ではボウリングや競技ダンス（社交

が20億円を超す世界大会も開催され、そ

ダンス）のほかに、コントラクト・ブリッ

のような大会には一流のプロ競技者が多

ジ（４人でテーブルを囲んで行うトランプ

数集まり、1万人以上の観客も押し寄せ、

のゲーム）が正式競技として実施され、

体育館のような広い会場に設置された大

なかお

ともえ

日本からは72歳の女性選手（中尾共栄さ

型スクリーンに、競技の模様が映し出さ

ん）が代表選手として参加した。

れる。そして素晴らしい技が飛び出した
アヴァター

またアジア大会では、チェスやビリヤー

ときには−画面のなかの競技者の分身

シャンッチー

ドのほか、囲碁や象棋＝中国将棋が正式

が高得点を叩き出すような見事な動きを

競技として実施されたこともあった。

したときには−会場はサッカーや野球

２年後の東京五輪では、サーフィン、ス

の観客席と同様の大歓声と大拍手が湧

ポーツクライミング、ダイヤモンドゲーム

き起こるという（麻雀には1万人の観衆な

（野球・ソフトボール）、空手、ローラー

ど集まりませんからね）。

ボードの５競技が特別正式採用競技に

これほど世界的に人気のある−しか

選ばれたが、そのとき惜しくも落選はし

もIOC（国際オリンピック委員会）が最

たが、コントラクトブリッジのほかに、

もアピールしたい若者たちに人気の高い

チェスやダーツなども立候補し、スポー

ｅスポーツを、正式競技に取り入れよう

ツの一種として採用の可否が審査された

としているのはオリンピックだけではな
い。FIFA（国際サッカー連盟）も「ｅサッ

のだった。
だからテレビ画面に集中しながらリモ

カー大会」の開催を考え、日本のプロ野

コンをカチャカチャと動かすｅスポーツ

球も「ｅプロ野球リーグ」の開催に着手す

も、疑いなく立派なスポーツの一種とし

るという。

てオリンピック競技に選ばれてもオカシ

そんなｅスポーツ人気が広まれば、

クナイ……などという書き方は、ｅスポー

いずれ学校の部活(課外活動)にもｅス

ゲーマー

ツの競技者に対して失礼極まりない表現

ポーツ部が生まれ、中高生は放課後コン

といえるかもしれない。何しろ彼らは、イ

ピューターゲームに励んで「ｅスポーツ

ンターネットでつながった相手と、延々数

甲子園大会」を目指し、大学生や社会人

時間（４〜５時間も！）対戦するのだ。

はプロを目指して毎日コントローラーを

そのため一流のゲーマーたちは常日頃

カチャカチャ……。はたして、これでいい

からランニングなどでスタミナを身につ

のか？と首を捻る小生は、確かに古臭い

け、指先や腕や腰を強くする筋力トレー

年寄りになってしまったようだ。

ニングにも励んでいるという。けっしてソ

しかし……最近アメリカ・フロリダ州の

ファに寝転んでポテトチップスをツマミな

ｅスポーツ大会で、トーナメントに敗れた

がら行える競技ではない（らしい）のだ。

ゲーマーによる銃の乱射事件が起きた。

本コラムをここまで読まれた人のなか

通常のスポーツ大会では起きたことの

マージャン

には、だったら麻雀だってオリンピックの

ない凄惨な事件とｅスポーツとのあいだ

正式競技にできるじゃないか、と思われ

に、因果関係があるのかどうかは知らな

た（昭和生まれの）方もおられるかもし

い。が、ｅスポーツもスポーツならば、そ

れない。なるほどスポーツの原義に照ら

れに打ち込むゲーマーたちにも相手をリ

せば、麻雀も立派なスポーツの一種で、

スペクトするスポーツマンシップが自然に

オリンピック大会の決勝に進んだ日中

備わることを信じたい。
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サポートトピックス・VR／UC-win/Road

環境機能を活用した空間表現の向上
〜複数の機能の応用〜

保守
・サ
サー ポート
関連 ビス
情報

はじめに
今回は、複数の環境機能を組み合わせて空間表現を向上させる方
法を紹介します。UC-win/Roadの描画機能は、バージョンごとに項
目が増え改良されています。以前は動作が重くなる可能性があった
様々な表現も、意外に軽くできるようになっている場合があります。

遠景の山なみを表現
図4

霧（白色系）による遠近表現

VRを使用した説明会などでは、住民の皆さんに馴染みある眺望
景観が重視される場合があります。遠くの山なみや海が見える景色
など、データが持つ地形の遠近感をうまく表現できると、印象が変わ
ります。ここでは、霧の機能を利用した遠景表現を紹介します。
初めに、遠くの地形も全て表示するよう、描画範囲を拡大します。
メニュー「ホーム」−「描画オプション」の「パフォーマンス」タブの
「視野半径」で充分な距離を設定します。まずは20km程度を指定
してみてください。操作してみて重いような場合は、距離を10kmほど

図5

白系の霧の設定と霧の空の設定

比較のため、霧の表示が無い場合の景観も参考にしてください。
山の重なりがわかりづらく遠近感に乏しくなっています。

に縮めます。

図1 メニュー「環境の表示」「描画オプ
ション」と「視野半径」設定

次に霧を設定します。遠近感を強調するため、少し青味がかった色
を指定します。タイプをLinearにして、山の重なりがわかるように、開
始位置と終了位置を調整します。
「空への霧を考慮」のチェックは外
します。また、雲が多い空の場合は、霧の色を白色系にして、空の色

図6

霧が非表示の場合

山なみの表現では地形テクスチャも重要です。標高や傾斜別にテク
スチャを追加、インポートや変更を行ったり、スケールを調整します。

となじませます。

図7

地形テクスチャの設定と編集

複数の環境機能を設定した場合は、コンテキストに保存しておく
と、簡単に環境を変更できるので便利です。メニュー「ホーム」−「コ
図2

霧（青色系）による遠近表現

ンテキスト」の右側の鉛筆アイコンをクリックして編集画面を開きま
す。左側の「現在の設定」を選択し、右側のチェックボックスで必要
な項目にチェックを入れます。
「オフ」にしたい項目にもチェックを入
れます。例えば、ここでは「影」
をオフにしたい場合、別の状況で
「影」がオンになる可能性が 高
いため、確実に「オフ」になるよう
「オフ」の状態でチェックを入れ

図3
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ておきます。

図8 コンテキストの編集

霧を用いた豪雨の表現

空の色変化

霧は遠近感だけでなく、豪雨の表現にも活用できます。視界を遮

空のモードを「陰影：全スペクトル放射」または「陰影：CIE 標準

ることにより、雨の激しさをイメージさせます。この場合の霧のタイ

の綺麗な空」にすると、時刻に合わせて自動的に空の色が変化しま

プはExpを使用し、温度は寒色系、環境光を少し弱くします。

す。日が昇った後の雲の表現が
必要な場合はスカイドームを選
択することになりますが、朝や夕
景などの太陽の動きに沿った微
妙な空の色の移り変わりを表現
することができます。また、
「空
気 パーティクル」と「地 形 の反
射」により、空の明るさが変化し
ます。

図15

空の設定

図9 霧を活用した豪雨の表現

図10

気象の設定と
雨天時の空・霧・温度の設定

図11

水の反射／水はねの設定

図12

雨天時の明るさの設定

空−夜明けの色、早朝の色、朝の色

気象（雪）を利用した火の粉の表現

温度によるイメージ表現

気象の雪のテクスチャを変えることで、火の粉などの表現が可能

温度の設定により空間全体の

です。

照明イメージを表現することが
できます。

図16

図13

温度の設定

図17

火の粉の表現と雪テクスチャの設定

おわりに
この記事の設定画面は、ホームページで拡大してご覧になれます
ので、ぜひ、VR空間の多様な表現にご活用ください。

図14

地下街の明るいイメージと温度の設定がない場合
Support Topics Up&Coming123号
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サポートトピックス・FEM／Engineer's Studio®
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M−φ特性でエラーが発生したときの
確認と対処
問題
Ｍ−φ特性の骨格形状が成立しないエラーが発生したときの原因
はいくつか考えられます。その中で、自動算出された軸力がM-N相互
作用図の範囲外になっているかどうかを確認する手順を解説します。

確認方法
Ｍ−φ特性の骨格形状を確認するには、ナビゲーション「節点と要素
｜Ｍ−φ要素｜Ｍ−φ要素」の「Ｍ−φ骨格」ボタンを押します（図1）。

図3 照査用詳細入力画面の「簡易照査」ボタン

すると図4のように、
「簡易照査結果」画面が呼びだされます。こ
こで、A部（My/Mz入力角度）を選択します。これにより、3次元M-N
相互作用図を縦の平面で切り取った2次元M-N相互作用図が表示さ
れます。その中のB部をクリックするとC部に軸力が表示されます。こ
図1

ナビゲーション「節点と要素｜Ｍ−φ要素｜Ｍ−φ要素」

の軸力がM-N相互作用図の下限値を意味します。

すると図2のようにエラーが発生していることがわかります。ここ
で、赤枠部分の軸力の数値を確認しておきます。軸力Nʼは、ダッシュ
がついていますので、圧縮が正、引張が負の意味になります。

A

B
C

図4

M-N相互作用図

図2で確認した軸力と比較して、下限値よりも絶対値が大きな軸
力の場合は「解なし」の状態であることがわかります。つまり、断面
の耐力を上回る引張軸力が作用しているために、終局曲げモーメント
（限界曲げモーメント）が存在しないことを意味します。

図2

Ｍ−φ特性のエラー

対処方法

次にナビゲーション「照査設定｜断面照査用詳細入力」または「部

最初に、部材に大きな引張軸力が発生することが予想されるかどう

分係数設計｜PFD詳細用詳細入力」の入力画面を呼び出します。図

かを確認します。多くの場合、死荷重を載荷して軸力を算出しますが、

3は後者の画面です。

死荷重が載荷された時点で引張軸力は発生しないことが予想されま

図3の赤枠部分のボタン「簡易照査」ボタンを押します。

す。この場合は、フレームモデルに問題ないかどうかを確認します。
もし、モデルに問題がないようでしたら、ナビゲーション「節点と要
素｜Ｍ−φ要素｜Ｍ−φ要素」で軸力の設定を任意設定にして強制
的に軸力をゼロにすることも一案です。
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ブロック情報の利用
前回まで、操作方法の違いにより生成されるブロックに違い―ブ
ロック情報を持つ写像ブロック、持たない単純ブロック―ができる

1.

移動元サイドを選択

2.

移動ラインをサイド選択

ことを説明してきました。ブロック情報があると、それを利用してメッ
シュ生成や条件設定などを行うことができます。
今回、ブロック情報がどのような場面で利用されるか、その一例を
紹介したいと思います。

（完成図は4角形ブロックの場合と同じになります。）

例：サイド情報を利用したメッシュ生成
下図のように異なる方向から2次元メッシュを作成してきて、それが
ぶつかった場所にメッシュを生成するとします。

例：ブロック面を利用した不等分布荷重の設定
FEMISには、面のコーナー点に荷重値を与えるだけで面の内部を
自動補間して不等分布荷重を設定する機能があります。ブロック面
情報が無いと平面、円筒面にしか使用できませんが、ブロック面があ
ると任意面（円錐面など）にも使うことができます。
【円錐面にエリア載荷で不等分布荷重を設定】
円錐面の作成
4角形ブロックを以下の設定で生成します。

特に、この例のようにメッシュが不等分割になっている場合、サイ

節点数：サイド1=10、サイド3=4
オプション→座標系：番号0、タイプCZを指定

ド情報を利用すると簡単にメッシュ生成を行うことができます。
【サイド参照で4角形ブロックを生成】

※オプションで円筒座標系CZを指定したので、シート入力は（座標値1、
座標値2、座標値3）＝（半径r、角度θ、高さz）となります。

4角形ブロック生成で、通常は各辺(サイド)の生成節点数を指定し
ますが、0を指定した場合は既にあるサイドを参照して4角形ブロック
を生成します（3角形、5面体、6面体ブロックも同様です）。
0指定で既存サイドがない場合は、対辺のサイド情報を参照します。
分布荷重の設定
既存のサイドがないので
対辺のサイド情報を参照

【条件】メニューから【要素】‐【エリア載荷】を選択します。指定
方法：ブロック面、条件：4角形面-直線を選択、荷重値を入力、OKボ
タンクリック後、ブロック面のコーナー3点を指定します。

※要素面の荷重値はコーナー点
に与えた荷重値より内部で
線形補間された値になります

【サイドをサイドに沿って移動で4角形ブロックを生成】
ブロックの移動生成で、
「線に沿って移動」を、移動元、移動ライ

今回紹介した例のように、サイド・ブロック面といったブロック情

ンともにサイド選択で実行します。サイドの2端点を指定するだけで

報を利用することで、ブロック情報が無い単純ブロックではできない

済みます。またサイドの一部だけを指定する、ということもできます。

操作が可能となります。
Support Topics Up&Coming123号
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保守
・サ
サー ポート
関連 ビス
情報

土留め工の設計・3DCADのなぜ？ 解決フォーラム

鉄道・土木基準での
自立時の収束計算について

ジが表示される場合、どのように対処したらよいかをご紹介します。

はじめに

土木学会・鉄道標準の自立時の根入れ長の計算は、収束計算に
土留め工の設計・3DCADでユーザー様からよくあるご質問から、
知っていると役に立つ対応方法などを幾つか紹介いたします。

より算出しておりますが、水平力のつり合いとモーメントのつり合い
(安全率土木：1.00、鉄道：1.20)を同時に満足しなければならない
計算処理としています。

支保工反力等の採用値が編集できない

根入れ長を少しずつ増加させながら繰り返す収束計算におきまし
て、主働側圧と受働側圧の水平力比、もしくは、モーメント比のどち

従来バージョンでは計算途中の画面上で支保工反力等の採用値

らか一方もしくは両方が、瞬時に安全率を超過する現象が発生し、

を入力修正できたが、Ver.15では採用値が表示のみで変更できない

安全率とほぼ同値となる根入れ深さを特定できない場合があります。

場合、どのように対処したらよいかをご紹介します。
に自動設定・表示のみとする機能を追加しています。採用値を修正
したい場合は、[基準値]−[設計用設定値]−[採用値自動更新設定]

作用幅は
親杭間隔

Ver.15の追加機能として、支保工反力等の内部計算値を採用値欄
H

用値を編集したい項目のチェックを外していただくことで、その項目
が編集可能となります（図1）。

'

Pp
n

n
Ln

作用幅は
杭幅

Pa

画面内に各項目ごとのチェックボックスが用意されていますので、採

ya

R

yp

Ka・Ȗ'
Kp・Ȗ'

Ka・Ȗ'
Kp・Ȗ'

' ：つり合い根入れ長
.D ：主働土圧係数
.S ：受働土圧係数
/Q ：土留め先端から土圧の変化点 n-n までの距離
図2 掘削自立時（土木学会、鉄道標準）の計算方法

安全率を超過しているために、安全率になる深さの検索に失敗し
ているという状態となります。結果的に入力されている地層下端まで
検索し、ほぼ一致する安全率となる位置が検索できなかったために、
収束計算のエラーという形をとっております。
上記収束計算で水平力とモーメントがそれぞれ完全につり合う事
（両者がそれぞれぴったり一致するという意味）は殆ど不可能なた
め、本プログラムは、収束精度（判定用収束値）を考慮できるように
図1

採用値自動更新設定

旧データ（Ver.14以前のプログラムで作成したデータファイル）を

配慮し、ある程度、幅を持たせて、一致したか否かを判断するように
しています。

読み込む際は、初期値は全てチェックなしの状態で読み込まれます

入力画面の[基準値]−[設計用設定値]−[慣用法]画面内に、
「自

が、Ver.15で新規作成されたデータでは、初期値は全てチェック有り

立状態の根入れ長判定用収束値」という項目で対処方法を用意して

の状態となりますので、採用値を編集したい場合は上記画面内を、

おり、初期値を「1.01」としております。1.01はかなり高い精度である

ご確認いただくようお願いいたします。

と考えられますので、少々大きくして（収束精度は粗くする）、収束す
るように設計者様のご判断で適宜変更して頂きたいと思います。

鉄道・土木基準での自立時の収束計算について
適用基準が「鉄道標準」もしくは「土木学会」で自立時の収束計
算で『警告：力のつりあいによる必要根入れ長の計算で、1次掘削時
において、検討可能な最下層位置まで根入れ長を延ばしましたが、安
全率が#.##となり必要安全率を満足していません。』というメッセー
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土留め工の設計・3DCADのなぜ？ 解決フォーラム
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弾塑性解析時の撤去時の埋戻しの考え方
弾塑性解析時の撤去時の計算処理について、本プログラムの考え
方をご紹介し、今後の展望をご紹介いたします。

図3

図1

撤去時ケース画面

図2

盛替え支保工画面

鋼材テーブル初期設定

図4

鋼管矢板

図1は、現在の撤去時ケースの入力画面となります。撤去時は、最
終掘削時の土圧を使用して、盛替え支保工を定義して(図2)計算を行
う仕組みを採用しております。
埋戻し土は現状入力することができず、盛替え支保工へモデル化
していただき解析を行っていただいている状態となります。
ただ、盛替え支保工へのモデル化ですと、受働土圧等の考慮が行
えないため、今後の製品改訂時に、埋戻し土の入力を用意し、受働

それぞれの工事現場では鋼材会社様よりご提供頂いた諸元デー
タで設計することも多々あり得ますので、現場に応じて必要になる鋼
材も追加しなければなりません。本プログラムには、ユーザ様におい
て鋼材名称や各諸元値等の鋼材データを任意登録・編集可能な機
能を有しておりますので、適宜、設計者様のご判断で追加修正を行っ
ていただきますようお願いいたします。

土圧等も考慮した撤去時の計算に対応していきたいと考えています。

最後に
鋼材テーブル諸元値の変更・追加機能について
各鋼材会社様からの鋼材データは各種様々ありますが、本製品で
の初期値としている鋼材データは『道路土工 仮設構造物指針』に
記載されている内容を登録しています。
図3に示すように、設計に必要な最低限度の諸元データは、これ
だけの種類が用意されています。
また、図4では鋼管矢板データを例に挙げ、その登録内容を示して
みました。

今回は、弊社製品の土留め工の設計・3DCADのよくあるご質問
内容をご紹介させていただきました。土留め工を設計・3DCADを使
用時に少しでもお役に立てていただければ幸いです。
また、大変ありがたい事に、設計者の皆様のご経験より、この様
な対応は可能か？とのお問合せも頂いております。まずは、ご要望を
どの様に解決可能かを精査し、一つずつ確実に対応しておこうと考え
ております。
今後も弊社『土留め工の設計』をご愛用頂ければと思います。
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製品全般のなぜ？ 解決フォーラム

サブスクリプションUSB／NetPRO
サブスクリプションサービスではハードウェアプロテクトキーでラ
イセンスを認証する「サブスクリプションUSB」
「サブスクリプション
NetPRO」もご用意しています。
※対象製品を「UC-win/Road」
「Engineer's Studio ®」に限定して販売
（2018年9月現在）

「サブスクリプションUSB」
「サブスクリプションNetPRO」を使用
する際にはいくつかの注意点があります。よくあるエラーの対処法と
合わせてご説明します。

サブスクリプションUSB／NetPRO共通の注意点
接続するUSBプロテクトキーをPCで認識させるためにドライバをイン
ストールする必要があります。最新のドライバ（Windows7/8/10版）は
FORUM8ホームページ→サポート→プロテクトドライバからダウ
ンロードすることができます。
ドライバをインストールしたらUSBプロテクトキーをPCに接続して
ください。FORUM8のUSBプロテクトキーはUSB3.0（青色のポー
ト）に対応しておりません。なるべくUSB2.0のポート（黒色か白色）
に接続してください。
また、プロテクトキーに書き込まれたライセンスが有効かをFORUM8
の認証サーバでチェックするため、接続するPCごとに年に1度はイン
ターネットに接続する必要があります。

図1 「使用中」エラー

ライセンスマネージャの再起動の方法は次のとおりです。
終了
コントロールパネルの管理ツールから「サービス」を開きます。
一覧から「HASP Loader」を選びマウス右ボタンのポップアップメ
ニューから「終了」を選択します。
（ライセンスマネージャのメニュー「Exit」からは終了できません。）
開始
コントロールパネルの管理ツールから「サービス」を開きます。
一覧から「HASP Loader」を選びマウス右ボタンのポップアップメ
ニューから「開始」を選択します。

サブスクリプションNetPROの注意点
サブスクリプションNetPROでは、NetPROを接続するPCに、前
述のドライバに加えてライセンスマネージャもインストールする必要
があります。ライセンスマネージャのセットアップファイルのダウン
ロードはドライバと同じページにご用意しております。このライセンス

他に、NetPROが複数個あり、ライセンスマネージャも複数起動し
ているとき、NetPROのチェックに時間がかかり、エラーになること
があります。これを回避するにはライセンス認証設定画面の「詳細」
ボタンを押して表示される画面で認証サーバ設定を行ってください。

マネージャのセットアップファイルはドライバとセットになっています
が、当該ドライバのインストールはスキップして、必ず最新のドライバ
を別途インストールしてください。
ライセンスマネージャはNetPROを接続するPCだけにインストール
すれば良く、接続しないPCにインストールするとライセンスが認証さ
れなくなる場合がありますので、ご注意ください。

サブスクリプションNetPROのエラー
「この製品のライセンスは全て使用中です。」
どのPCでも使用していないにも関わらずこのメッセージが表示さ
れることがあります。
PCやFORUM8製品がフリーズするなどして正常終了しなかった
とき、ライセンスマネージャに"終了"の情報が送られず、ライセンスは
使用中であると誤判断し、"使用中"のメッセージが表示されます。
このようなときは、ライセンスマネージャあるいはライセンスマネー
ジャが動作しているPC（NetPRO接続PC）を再起動することでライ
センスが解放され、使用できるようになります。
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Shade3Dサブスクリプション版
サポートサービス
サポートサービスについて
Shade3Dでは、快適に製品をご利用いただけるよう様々なサポー
トサービスを提供しています。今回は、サブスクリプション版をご購入
いただいたお客様を対象としたサービスをご案内いたします。
Shade3Dオンラインストア マイページ
https://shop.shade3d.co.jp/login

Shade3Dより購入したサブスクリプション版、並びに、ユーザー
登録情報は、Shade3Dオンラインストアの「マイページ」で確認する
ことができます。「マイページ」とは、インターネットを通じて様々な
情報を確認できるお客様専用のWebページで、画面右上にある「ロ
グイン」アイコンをクリックすることでアクセスすることができます。

図3 ライセンス情報画面

・Shade3Dのライセンスは、Windows/Mac OS X環境でご利用
いただけます。

インストールプログラムの入手
お客様の作業環境に応じてWindows/Mac OS Xのインストール
プログラムをダウンロードすることができます。ダウンロードするイン
ストールプログラムは、常に最新のバージョンに更新されています。
作業環境を変更する場合や、最新のプログラムが公開されたことを
図1

Shade3Dオンラインストア

図2

マイページ

通知された場合は、該当の項目よりインストールプログラムをダウン
ロードしてください。なお、ダウンロードの回数やインストール回数と

「マイページ」では、お客様が保有するShade3Dサブスクリプショ
ン版の「有効期限」を確認することや、有効期限を更新する手続き
を行うことができるほか、最新の「インストールプログラム」をダウン

いった制限は設けておりませんのでご安心ください。
プログラムに関する詳細やインストール手順に関する詳細は「イン
ストール方法」タブよりご確認いただくことができます。

ロードすることができます。なお、
「マイページ」へログインするには、
ユーザー登録の際に入力した「メールアドレス」と「パスワード」を入
力することでログインすることができます。
Shade3Dサブスクリプション版の製品情報は、
マイページへログイ
ン後、
「サブスクリプション」→ご購入製品の「詳細」ボタンをクリッ
ク→「サブスクリプション ‒ 詳細」ページよりご確認いただけます。

ライセンス情報

【必ずお読みください】
・Shade3Dのインストールを行う前に、アカウントを管理者でロ
グインしているかを確認してください。
（管理者とは、すべての
機能を制限なく利用できるユーザーのことです）
・Windows版のファイルは、Zip形式で圧縮されています。ZIP
ファイルを展開する場合は、ファイルを右クリックし表示される
メニューより「すべてを展開」を選択して実行してください。

お客様が保有するサブスクリプション版のライセンス情報が表示さ
れます。この項目には、ライセンスの有効期限が記載されています。
【サブスクリプション版に関する注意】
・Shade3Dサブスクリプション版のライセンスは、1ライセンスに
つき1台のコンピュータでのみ起動することができます。複数
のコンピュータにShade3Dのプログラム本体をインストールし
て、作業に応じてコンピュータを変更することもできますが、プ
ログラムを同時に起動するには、使用するコンピュータの台数
に応じたライセンスを購入する必要がございます。
・本製品のアプリケーションを起動するには、Shade3Dサブスク
リプション版をユーザー登録した「メールアドレス」と「パスワー
ド」が必要です。誤ったメールアドレスを入力すると、本製品を

図4 プログラムダウンロード画面

起動することができません。ご登録の際にご注意ください。
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FORUM8
ORUM8
Study Trip
report Vol.8
CSAJ「エクゼクティブセミナーin⻑崎」
〜ITが創る・⽀える・変⾰する「地⽅創⽣」

フォーラムエイト特別顧問

平成30年7月6日（金）～7月7日（土）まで

を挙げての取組が行われていますが、フォー

一般社団法人コンピュータソフトウエア協会

ラムエイトの今後の経営戦略の参考として、ま

（CSAJ）企画の掲題のセミナーに、フォーラ

た、優秀な人材の招へいの可能性などを含め

ムエイト代表取締役社長 伊藤裕二、同副社長

視察してきました。

命名されたものです。

情報システム学部情報セキュリティ学科
今回は平成16年に設立された情報システム
学部（情報システム学科、情報セキュリティ学

武井千雅子、今回初参加の執行役員 松田克
己、昨年に続き二回目の参加となる筆者 川村

川村敏郎

長崎県立大学シーボルト校訪問

科の2学科構成）の中の情報セキュリティ学科

大村湾の中程の数キロ沖合に世界初の海

（現在3年目で学生数は約130名）を訪問し学

長崎県は、県の総面積の半分ほどが大小

上空港として1975年に開港された、長崎空港

科長、情報学博士の小松文子教授より学科設

900を超える島で構成されその数は日本一と

に降り立ったときはかなりの雨が降っていまし

立の背景、教育理念・目標、カリキュラム概要、

も言われています。中でも長崎市は我が国の

た。CSAJエクゼクティブセミナーの開始は空

進級要件と卒業要件での外部試験の導入、実

幕末から明治期のわずか半世紀での急速な産

港から車で15分ほどの大村市の中心街で、JR

務・就職支援の一環としての企業研究と企業

業化（産業革命）に於ける「西洋の知識と技術

大村線大村駅に程近い、新鮮な割烹料理が自

インターンシップの状況などについて指導者と

の導入の窓口」としての重要な役割を担い、平

慢の「寿楽」での日本料理を頂き、ここから長

しての熱い思いを込めたプレゼンテーションが

成27年7月には「明治日本の産業革命遺産

崎自動車道を大村湾にそって30分ほど南下

行われました。

製鉄、鉄鋼、造船、石炭産業」は世界遺産（全

し、JR長崎線の長与駅を最寄り駅とする長崎

特に情報システム学部では1年目には学部共

国8県11市の遺産群）登録され、なかでも長崎

県立大学シーボルト校の訪問で始まりました。

通専門科目として、情報数理（情報数学、情報

の4名で参加しました。

は造船、石炭産業で中心的な役割を担ってい

理論、統計演習、微積分学、オペレーションリ

ました。また今年は日本独自の宗教的伝統「長

サーチ）情報技術（コンピュータ・アーキテク

崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が

チャ、OS・データベース論と演習、ネットワー

世界文化遺産に登録され、2世紀以上にわたる

ク設計、プログラミング演習、ソフトウエア工

キリスト教禁教政策の下でひそかに信仰を伝

学、シミュレーション演習、Webプログラミン

えた人々の歴史を物語る12の史跡、集落遺産

グ演習など）マネージメント（情報法、情報経
済、プロジェクトマネージメント）等の情報処

などが登録されました。
また、1945年8月9日の長崎市への原爆投

長崎県立大学シーボルト校のキャンパス

理技術をみっちり身につけさせ、2年目からは

下という痛ましい悲劇を乗り越え、見事に復興

現在の長崎県立大学は平成20年、旧長崎

その基礎の上で情報セキュリティ学科の専門

を成し遂げ、美しい自然と共に、世界遺産に代

県立大学と県立長崎シーボルト大学が統合さ

教育、例えば、認証とアクセス制御、暗号技

表される豊富な観光資源にも恵まれ、大勢の

れ新「長崎県立大学」が設立され、5つの学部

術、不正アクセス対策技法、セキュアサーバー

国内外からの観光客で賑う世界的な観光地に

（経営学部、地域創造学部、国際社会学部、

運用、セキュアデータベース運用、ネットワー

情報システム学部、看護栄養学部）から成り、

クセキュリティ、インシデント対応、セキュアプ

その一方、日本の地方都市共通の人口減少

平成30年の学生数は約3000人です。シーボ

ログラミング技法、セキュリティマネージメン

（少子高齢化）に直面し、地方創生による新産

ルト大学の名前の由来は、1823年に鎖国時代

ト・監査・運用などのより高度な専門技術の習

業の発掘と育成は喫緊の課題でもあります。と

の日本の対外貿易窓口であった長崎の出島に

得を身につける二段階教育、すなわち入学1年

りわけIT分野では長崎ICT戦略（長崎県情報

派遣された、ドイツの医師、博物学者で、長崎

目でのＩＴ基礎教育と2年目以降の情報セキュ

化推進計画）を掲げ、利便性の高い電子行政

で西洋医学（蘭学）の教育を行う塾の開設や

リティの専門教育の充実に挑戦されています。

の構築、安全・安心に暮らせる地域社会の実

日本文化を探求した、当時の出島の三学者の一

また、座学だけではなく学生にはより実践

現、ICT利活用による産業の活性化、ICT社会

人で、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト

力を身につけるためのセキュリティ演習室が

を推進するための人材育成・基盤強化など、県

氏の名前を頂いたもので、市民の投票によって

設けられ、実際のネットワーク、サーバー、デー

もなりました。
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タベース環境でのよりセキュアなシステムの構

法人長崎県産業振興財団が運営する企業誘

学生との交流

築、外からの悪意をもった攻撃に対する防御、

引き続き、訪問者代表によるパネルディス

致の受け皿として2017年12月に竣工したオフ

またその逆のハッカー技術の検証、インシデン

カッションと学生約35名との意見交換会が行

イスビル、クレインハーバー長崎ビルを、行政

ト対応技術の実践など、潤沢な設備の下での

われました。切り出しは、モデレータ役の豆蔵

施策の説明を頂きました清田副本部長のご案

実習が行われています。

ホールディングス小屋氏より、IT業界志望動

内で見学しました。名前の由来は長崎港の古称

向、今後伸びる業界、給与水準、IT業界の働き

「鶴の港」から命名されたそうです。

セキュリティ演習室

方事例などが紹介され、CSAJからは水谷筆

地上6階建て、1フロア約340坪の柱レス構

頭会長、杉本理事、松倉理事からIT業界で求

造の広くて使いやすそうなビルで、災害時にも

める人材像、例えば多様性、柔軟性、コミュニ

電源、給排水を3日間使用可能とする、災害へ

ケーション能力、変化への対応力等を兼ね備

の備えも配慮したビルで、賃料は11,000円/

える人材への期待などが述べられました。

坪、共益費2,000円/坪との事でした。また羽

引き続き学生からは会社での業務内容、必
要とされる技術など活発な質問があり、参加し

田空港からの足の便利さ（18直行便/日、所要
時間1時間40分）も強調されていました。

たCSAJと参加企業への関心の高さが伺えま
した。

長崎県における行政施策の説明
引き続き情報セキュリティ学科の教室を借
用され、長崎県産業労働部新産業創造課
セキュリティ演習用のIT設備

井

内正人課長より、地域創生の柱としてのスター

演習内容の説明と演習室、マシン、ネット

トアップ企業の育成のためのスタートアップ集

ワーク設備などの案内は情報セキュリティ学

積拠点整備事業（拠点の整備、ターゲット企

科教授加藤雅彦博士にして頂きました。

業誘致など）の説明、長崎県の産・官・学の連

この学科は設立3年目で卒業生は出ていませ

携による長崎県次世代情報産業クラスター協

んが、将来の進路や専門性を生かせる就職先を

議会を中心とするAI・ロボット・IOT関連産業

見つけ出すなどの学生自身の意識の向上のため

育成事業への取組等が説明され、引き続き公

の就活支援にかなり力を入れておられ、情報・

益財団法人長崎県産業振興財団企業誘致推

セキュリティに関連した多数の企業の幹部を積

進本部

極的に招へいし業界・企業の状況や業務内容

連企業への強力な企業進出支援事業として、

の紹介や学生への期待などを話してもらい、自

ながさき人材採用支援プロジェクトの説明を

身の現状と、期待される人材像等による本人の

頂きました。

清田純副本部長より長崎県へのIT関

将来像のイメージを描く等の意識を高めたり、

長崎県に於ける地方創生の目玉としての産・

また学部3年の夏季には3週間のインターンシッ

官・学連携によるIT関連産業の育成と、これを

プ設定なども積極的に行い、長崎県内で11社

強力に推進するためのIT関連企業誘致への熱

15人、県外（東京、福岡、名古屋他）15社24人

い思いを感じるご説明でした。

クレインハーバー長崎ビルの見学

懇親会
最後に、宿泊先でもあるザ・ホテル長崎BW
プレミアムコレクションの3階宴会場「アメジス
ト」で懇親会が開催されました。CSAJ水谷学
筆頭副会長による開会挨拶に続いて、長崎県
からの来賓と協力団体が紹介され、代表として
長崎県知事中村法道氏による挨拶と乾杯の発
声で始まりました。
懇親会には、見学先の長崎県立大学シーボ
ルト校で対応頂いた情報セキュリティ学科教
授の小松文子博士も参加されました。また、長
崎県知事の中村様と歓談させて頂き、知事が
自治体システムのシステムエンジニアの責任者

の受け入れ企業の申し出と、その結果学生希望

としてシステム開発をされた頃からの御縁もあ

に従った24名の履修先が決定するなど、日本

り、長崎県のIT産業の育成とIT関連企業誘致

で初めての情報セキュリティ学科設立と運営に

に関する話題で、知事の熱い思いを聞かせて

先生方の指導者としての確かな手応えを感じさ

頂きました。

せるプレゼンテーションでした。

懇親会は総勢CSAJ関係者40名、長崎県側
関係者10名が参加し、郷土料理とお酒を楽し
行政説明を傾聴する参加者

クレインハーバー長崎ビルの視察見学
長崎県立大学シーボルト校を後にしてバス

みながらの交流も大いに盛り上がりました。宴
もたけなわのころ、CSAJ交流委員会 東尾公
彦委員長により中締めが行われ、名残惜しくも
大盛況のうちに終了しました。

で30分ほど、長崎駅に程近く、県立美術館、
水辺の森公園、商業施設出島ワーフなどに囲
加藤雅彦教授によるセキュリティ演習のご紹介

まれた長崎港のほとりに建設され、公益財団
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フォーラムエイト
Vol.
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学⽣コンペサポート情報
フォーラムエイトでは、主に学生を対象としたコンペについてVDWC・CPWC（フォーラムエイト単独スポンサー）と同様
に、参加予定者をサポートしています。それぞれエントリーいただければ、UC-ｗin/Road SDK、VR-Cloud® SDKの無
償貸与および、関係製品の各種セミナー招待等を、期間内無償で提供いたします。この連載コーナーでは、フォーラムエ
イトが参加者を支援するコンペティションの情報を紹介していきます。
最新情報は右記URLよりご確認ください。 http://www.forum8.co.jp/forum8/compe-support.htm

第30回国際情報オリンピック⽇本⼤会
開催報告（ゴールドスポンサー）
第30回国際情報オリンピックは、世界80ヶ国の高校生に相当する
学生を対象として、数理情報学の能力を競うプログラミングコンテス
トです。本年は日本、つくば国際会議場が開催地となり、筑波大学学
生有志による和太鼓も披露されています。

▲第1位

USA代表 Benjamin Qiさん（右）

フォーラムエイトはゴールドスポンサーとして協賛、現在、IT産業全
体が、クラウドの本格的な普及、AI、IoTの進展とビッグデータの活用
▲筑波大学 ときめき和太鼓塾による演奏

拡大等に伴って大きな変革の時を迎え、高度なプログラミング技術
や発想力を持つ優秀な人材が、より一層求められております。

大会では、各国から4名の代表者が選出され、実社会に即した課題

情報オリンピック出場者の皆さんの中からIT業界の未来を担うソフ

を数理的な思考力を用い解決、最優秀賞1名、金メダルが約30名、銀

トウェアエンジニア／プログラマーの誕生を心より期待しております。

メダルが約60名、銅メダルが約90名に授与され、本年の成績最優秀
者として第一ステージをパーフェクトで通過したUSA代表 Benjamin

開催概要

Qiさんが表彰されました。そして、式最後には来年の開催国となるア

主催：IOI 2018 JAPAN 組織委員会/情報オリンピック日本委員会

ゼルバイジャンへ日本からIOI旗が受け渡され日本大会を盛大に終え

日時：2018年9月1日（土）～ 8日（土）

ております。

会場：茨城県つくば市つくばカピオ、つくば国際会議場

PCNこどもプロコン2018 にゴールドスポンサーとして協賛
PCNこどもプロコン2018は今回で第9回目となる、小中学生を対象
としたコンテストです。IchigoJamやScratch、JavaScript、
マインク

PCNこどもプロコン2018

ラフトなどで作成したゲーム・ツールは勿論、電子工作やロボットと組

https://pcn.club/contest

公式サイト

み合わせたモノとの連携作品などこどもたちのアイデア満載の多種多
様な作品を募集しています。
フォーラムエイトは 本コンテストに初めてゴールドスポンサー
として協賛いたします。
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主催：プログラミングクラブネットワーク（PCN）
募集期間：2018年10月1日（月）～ 12月31日（月）
結果発表・表彰式：2019年2月下旬～3月上旬

イエイリ・ラボ体験レポート
建設ITジャーナリスト家入龍太氏が参加

売り上げと現金の時間差

するFORUM8体験セミナーのレポート。

を管理していきます。

新製品をはじめ、各種UC-1技術セミナー
についてご紹介します。製品概要・特長、
体験内容、事例・活用例、イエイリコメント
と提案、製品の今後の展望などをお届けし
ています。

また、現 金の 代わりに
「約束手形」というもので
もらう場合もあります。約
束手形は受け取ってから2
～3カ月後に銀行で現金に
換える有価証券です。売り
上げが現金や預金の姿に

はじめに
建設ITジャーナリストの家入龍太です。建
設会社を経営していくためには、しっかりし
た技術を持ち、きちんとした施工管理を行っ
ていくのはもちろんです。さらにビジネスとし
て着実に利益を上げていくためには、各現場
や会社全体でのお金の流れをリアルタイムに
把握していくことが求められます。
小遣い帳の場合は、モノを買ったり、電車
に乗ったりして現金を使ったら支出で、お年
玉や小遣いをもらったら収入になり、現金の
動きがそのまま小遣い帳に反映され、残高も
現在、手元にある現金と同額になります。
しかし、企業のお金の流れは複雑です。例
えばモノを売ったときも現金と引き替えでは
なく、まずは納品書とモノを納め、後日、請求
書を発行し、最後に納品した相手からこちら
の銀行口座に現金が振り込まれます。
そのため、モノを納めたときに「売り上げ」

なるまでには、タイムラグ

▲スイート建設会計の各種設定画面

があるのです。
そのため、ひどい場合には会社はもうかっ
ているのに、現金が足りなくて支払いができ
ず、
“黒字倒産”してしまう会社もあります。
そこで、売り上げから現金の入金までを確
実に管理するため、企業では小遣い帳の代わ
りに「複式簿記」というものを使っています。
今はコンピューターの時代ですから、複式簿
記ももちろん、パソコンで動くソフトウエアに
なっています。
さらに建設会社の場合は、売り物である建
物や土木構造物を造るのに数カ月から数年
と長い期間がかかり、それぞれ別の現場で作
業が行われているという、他の業種にはない
特徴があり、さらに複雑なお金の管理が求め
られます。

クラウドサービスなので、パソコンにソフ
トをインストールしたり、アップデートしたり
する必要はありません。インターネットに接
続されたパソコンさえあれば、どこからでも
利用することができます。帳票の出力はライ
センス分の人数しかできませんが、データを
入力する作業には人数制限はありません。
また、クラウドサービスの提供や利用に対
して適用されるクラウドセキュリティーの第
三者認証である「ISO27017」を取得予定な
ので、安心して使えます。
スイート建設会計の特徴は、会社全体の
お金の流れだけでなく、工事現場ごとのお
金の流れも同時に管理できることです。例え
ば、外注費や労務費などの支出を仕訳入力
するとき、
「工事コード」を入れることで、工

製品概要・特長

事別に原価管理できます。

が立つことになりますが、現金は後から入っ

フォーラムエイトの「スイート建設会計」

一般の会計ソフトは、お金の動きを複式簿

てくるので、その間、現金が入ってくるまで

は 、建 設 会 社 特 有のお 金 の管 理をスピー

記の方法で記録し、帳票などにまとめるだけ

「売掛金」として帳簿に記録しておき、入金

ディーかつ性格に行えるように開発されたク

です。一方、このソフトでは工事ごと、科目ご

されたときにそれを消し込むという方法で、

ラウドサービスです。

とに実行予算を登録し、それに対して現在、

IT 活用による建設産業の成長戦略を追求する
「建設 IT ジャーナリスト」家入 龍太

イエイリ・ラボ
体験レポート
スイート建設会計
体験セミナー

39

vol.

建設ITジャーナリスト家入龍太氏が
参加するFORUM8体験セミナー、
有償セミナーの体験レポート

▲2018年7月12日に開催された「スイート建設会計体験セミナー」。
フォーラムエイト東京本社セミナールームにて

【イエイリ・ラボ 家入 龍太 プロフィール】
BIMや3次元CAD、情報化施工などの導入により、生産性向上、地球環境保全、国
際化といった建設業が抱える経営課題を解決するための情報を「一歩先の視点」で
発信し続ける建設ITジャーナリスト。「年中無休・24時間受付」をモットーに建
設・IT・経営に関する記事の執筆や講演、コンサルティングなどを行っている。
公式ブログはhttp://www.ieiri-lab.jp

Ieiri labo Up&Coming123号
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体験内容
2018年7月12日、フォーラムエイトの各支
社で「スイート建設会計体験セミナー」が開
催されました。講師はフォーラムエイト クラ
ウド開発チームの御園 英司さんです。
午後1時半からのセミナーは、スイート建
設会計の特徴や機能、建設業で使われる勘
定科目の説明など、基本的な説明から始まり
ました。
続いて、スイート建設会計を使いながらの
実習です。初めてこのクラウドサービスを使
う建設会社が、ある工事で日々の施工管理、
月次処理を行った後、完成するまでを想定し
た実戦さながらのストーリーを想定。この業
務の流れに沿って、スイート建設会計を使い
ながら会計業務を処理していく手順を、一つ
▲スイート積算との連携機能

一つ、実習していきました。

どれくらいの支出になっているかを管理する

応じて各現場に配賦する機能も、スイート建

原価管理や、進捗（しんちょく）率管理の機

設会計は備えています。こうした機能によっ

能が付いているのが、建設業に向いていると

て、建設業のお金の流れを会社全体の視点

言えるでしょう。

と、各工事の視点の両方で管理できるのが、

さらにフォーラムエイトのソフトらしいの

スイート建設会計の強みなのです。

は、工事の積算に使うソフト「スイート積算」

一般の会計ソフトを建設業で使う場合は、

との連携機能があることです。スイート建設

「未成工事支出金」や「工事未払い金」な

会計で材料費や労務費などの実行予算管理

ど、建設業独特の勘定科目を登録する必要

を行うと、そのデータをスイート積算の費目

があります。また、工事を完成させるために

別に連携することができるのです。

支出する外注費と労務費とでは消費税の扱

つまり、スイート積算とスイート建設会計

いが異なります。

まず、スイート建設会計のクラウドシステ
ムへのログインです。あらかじめ受講者には

を連携させることで、お金のデータもBIM/

また、それぞれの科目によって資産・負債

IDとパスワードが渡されており、それを使っ

CIMと同様に業務と連動してシームレスに処

か、または収益・費用かといった判断を間違

てログインします。そして、システムを使い始

理することができます。

えずに入力しないと、後で大変なことになって

めるための最初の設定として、会社の会計期

しまいます。その点、スイート建設会計はこれ

間を入力し、続いて現金や資本金などの開始

らの勘定科目をあらかじめ登録・設定してあ

残高を設定します。

るので、手軽に使い始めることができます。

▲スイート積算上で実行予算を設定すると、
スイート建設会計と連動させられる

86

▲スイート建設会計の操作の流れ

使 用に当たってはまず、工事の登録を行

が常に合っていることが必要ですが、システ

い、続いて予算を登録します。その後、毎日の

ムは自動的にこのチェックを行ってくれるの

作業として材料の仕入れや部品の購入などの

で、入力にミスがあっても、一番初めの段階

支出や入金を「仕訳入力」し、月末には「共通

で発見できます。

工事原価の配賦・仕訳」と「進捗率の管理」
を行います。そして年度末には「決算仕訳」

また、建設業の会計ルールでは、工事が完

「決算書作成」
「年次繰り越し」を行います。

成するまでの支出は「未成工事支出金」とし

決算期には、一般の会計ソフトと同様に、

て扱われますが、完成後は「完成工事原価」

会社全体の資産内容をまとめた貸借対照表

に振り替えます。この建設業独特の振り替え

や、会社がどれだけもうかったかがわかる

処理を自動的に行う機能も備えています。

損益計算書を出力できます。このほか、完成

各工事現場をバックアップするのが本社で

工事原価報告書や販売費・一般管理費内訳

行われている様々な業務です。そのコストは

書、株主資本変動報告書、個別注記表なども

「共通工事原価」として、工事の規模などに

出力でき、決算処理を楽に行えます。
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複式簿記では左右の「貸借」の合計金額

▲複合仕訳入力画面。工事コードを入れること
で、工事別に複雑なお金の流れを1枚の伝票
にわかりやすく入力できる

スイート建設会計体験セミナー

いよいよ日々の入力に移りますが、スイー

また、有料オプションとして、社員の経費

ト建設会計では、
「各種設定」
「日次処理」

精算管理機能を追加することも計画されて

「年次決算」という基 本的な画面が3つあ

います。関連商品としてスイート給与計算も

り、相互にリンクしてスピーディーに切り替え

あり、労務日報入力やタイムカード連動機能

られるようになっています。日々の入力で一

を持っています。2018年12月には出面（でづ

番多く使うのが「日次処理」の画面です。

ら）管理機能も追加される予定です。
クラウドサービスのメリットは、インター
ネットさえあれば、高機能なハードやソフト
▲原価管理の数字から進ちょく管理も行える

そこで日次処理の画面にある「工事管理」

▲スイート建設会計の操作の流れ

スイート建設会計では、工事現場ごとにお

を用意する必要なく、すぐに目的の機能を
使って業務を処理できることです。

のボタンをクリックし、工事完成区分を「未

建設会社には本社や支店のほか、工事現

成」から「完成」へと変更し、完成日の日付

場という臨時の事業拠点があります。工事期

を入力します。すると、工事完成日の複合仕

間だけ発生しては消えていく現場では有利で

訳伝票が自動的に作成され、これまで「未成

す。さらに、クラウドサーバー自体が、社内の

工事支出金」として処理されてきた勘定科目

情報を1つに集約できる機能を持っている点

が、
「完成工事原価」に振り分けられます。

も見逃せません。

金の流れを管理できるのが特徴です。日次処

最後に完成した建物などを施主に引き渡

現場事務所はこれまで、独立した企業のよ

理の画面には「工事管理」というボタンがあ

した日に、
「完成工事未収入金」を「完成工

うな存在であり、その動きをリアルタイムに

り、工事番号や工事名、請負金額、完成予定

事高」に振り替えることで、会計上、工事の収

把握することは、大がかりなシステムが必要

日などを入力します。実習では会計年度内に

益として計上できます。会計年度が終わった

でした。しかし、スマート現場会計を使って現

完成予定の工事を2件、入力しました。

ら、
「年次決算」の画面から決算書を作成し

場ごとのお金の動きを管理してもらうと、そ

たり、次年度への繰り越しを行ったりします。

のデータは本社からも共有でき、全社の資産

これで実習は終わりです。

や損益状況ともに各現場の進ちょく状況まで

続いて、スイート建設会計らしい、スイート
積算と連携した実行予算管理の入力です。両
システムを連携させるキーとなるのは、会計

が手に取るようにわかるのです。

単位（実習では「本社」を選択）と工事番号

BIM（ビルディング・インフォメーション・

です。セミナーでは概算の費目別管理を入力

モデリング）を使った設計業務で今、注目さ

しましたが、科目別に詳細な予算設定を行う

れているのは、クラウドやVR（バーチャルリ

こともできます。

アリティー）と連携させて、離れた場所にい

このほか、複合仕訳入力も実際に行いま

る人々が「移動のムダ」なく設計のコラボレー

した。これは一般の会社で使う「振替伝票」
に、工事別管理の項目を追加したもので、複
雑なお金の流れを1枚の伝票にまとめて表現

ションを行えることです。建設 業の経営で
▲工事完成日には「完成工事未収入金」を「完成
工事高」に振り替える伝票が自動作成される

することができます。

も、移動のムダがないというクラウドのメリッ
トに再度、目を向けると生産性の向上がさら
に図れるように思います。

例えばある日、ある会社から材料を仕入れ

スマート建設会計は、スマート給与計算な

たり、労働者を受け入れたりしたとき、現金と

どのクラウドサービスと連携することで、移

当座預金で一部を払い、残りは後日、振り込

動のムダをさらに削減し、現場の生産性向上

むといったような取引をシンプルに記録でき

に効果を発揮していきそうです。

ます。

（了）

続いて、月次処理の画面に移って、
「共通
工事原価の自動配賦」の機能を使ってみまし

▲スイート建設会計の年次決算画面

た。ボタンを押すとそれぞれの工事の材料費
や労務費をどんな割合で各工事に振り分ける
かを細かい基準で設定できます。

イエイリコメントと提案
スイート建設会計の今後の開発予定として

もう一度、日次処理の画面に戻って、今度

は、スマートフォンなどのマルチデバイスとの

は「進捗率計算表」というボタンをクリック

対応が計画されています。領収書などをカメ

して、材料費や労務費の支出額ベースでの進

ラで撮影し、その場でアップロードすること

捗率を確認しました。支出額が実行予算の

で、紙の領収書を台紙に張り付けて整理・保

100%に近い数字になっていると、工事が完

存するといった面倒な業務から開放されま

成したことを意味します。

す。

●次号掲載予定
Shade3D体験セミナー
2018年11月27日（火）
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Health and Productivity
profi le 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。

抗炎症食
健康で仕事を続けていくためにも日々の
生活で注意したいところが食事です。時間に
追われコンビニ弁当やインスタント食品、デ
パ地下の総菜ですませていませんか。その
一方で食に関する情報や流行にふりまわさ
れ、何を食べたら身体にいいのかと悩んで
いませんか。簡単にできる“抗炎症食”を知っ
て、少しずつ食生活をかえていきましょう。

The Secret Killer である
炎症
動脈硬化や高血圧、認知症、うつ病、糖尿
病、アレルギー性疾患、がんなどさまざまな
病気を引き起こす要因として問題になってい
るのが慢性炎症です。炎症には急性炎症と慢
性炎症がありますが、本来炎症は細菌やウイ
ルス、紫外線など外的侵襲だけでなくあらゆ
るストレスに対する身体のもつ最も基本的な
生体防御反応です。慢性炎症は身体が日常
受けているストレスに対して反応した結果、
く
すぶるような形で徐々に時間をかけて形成さ
れ、そして身体の種々の器官を障害しさまざ
まな病気へと静かに進めていくのです。
2 0 0 4 年の米 国のタイムズ 紙では“ T h e
Secret Killer”と称して炎症がとりあげられ、
日本でもやっと慢性炎症が注目されるよう
になっています。
（図１）

抗炎症食 とは
統 合 医 療 の 先 駆 者 で あるアリゾナ 大
学 のアンドリュー・ワイル 医 師 は ”a n t i inflammatory diet：抗炎症食”を提唱してい
ます。
ただ炎症を抑制するだけではなく、心身に
安定したエネルギー供給としてのビタミン、ミ

図１ Feb.23,2004
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図2

ネラル、必須脂肪酸、食物繊維や植物性栄養
素を供給するためのダイエットです。
（図２）
その主要な食材には、全粒穀物など消化
に時間のかかる炭水化物、抗炎症作用のあ
るオメガ３脂肪酸の摂取源であるイワシ、ア
ジ、サバなどの青身魚、動物性タンパク質より
も毒性が少なく良質な脂質を含む植物性タ
ンパク質（豆類、大豆発酵食品）、ゴマなど
の種子類やナッツ類、いろどり豊かな新鮮な
野菜と果物からなっています。
いろどり豊かな野菜や果物には抗炎症作
用であるフィトケミカル（植物化学物質）を含
んでいます。例えば赤・黄・オレンジなど色と
りどりのカロテノイドやポリフェノールです。
その代表的なのは、ニンジンのオレンジとな
るβカロテンやトマトの赤を作るリコピン、ホ
ウレンソウ
の緑のもと
となるルテ
インなどで
す。
（図３）
また油で
とる必須脂
肪酸は炎症
図3
を促進させ
るオメガ６
脂肪酸（大豆油やサラダ油、コーン油、ベニ
バナ油、
マーガリンなどの植物油）を減らし、
抗炎症作用のオメガ３脂肪酸（エゴマ油やア
マニ油に含まれるαリノレン酸；加熱で失わ
れるので）を生で摂取する、例えば野菜に手
作りドレッシングとしてとってみましょう。
ワイル医師の提唱する抗炎症食は全粒穀
物やナッツなど米の食生活に則したものと
なっていますが、これを日本食に対応して取
り入れることも簡単にできます。

図4

簡単な和製 抗炎症食
日本食は2013年にユネスコの無形文化財
となりました。
（図４）
日本食の特徴である多様な新鮮な食材、バ
ランスがよく簡単な食生活は抗炎症食の土
台といえます。抗炎症食での全粒穀物として
は白米よりも玄米がベストかもしれません
が、まず炭水化物のとりすぎを考え直すこ
とから始めてください。簡単にはMy Plateと
いう考え方があります。
（図５）米国農務省
が 2011年6月にうち出しているMy Plateはそ
れまでのピラミッド式の食事とはちがって非
常にシンプルです。1枚のお皿を4分割して考
え、野菜、果物、穀物、タンパク質の4つを食
事に取り入れる簡単な方法ですぐに実行で
きます。穀物は白米を、和食の特色である季
節の野菜を使って、大地からの栄養を含む
根野菜、太陽からのエネルギーを考え葉野
菜、海の幸の海藻、動物性タンパク質、豆や
発酵食品などいろどり豊かなMy Plateにな
ります。
いろどり豊かなMy Plate、油のとり方を日
本食に対応させることで和製抗炎症食とな
るのではないでしょうか。何をとろうと難し
く考えることより感覚的な色で食を考えてみ
るのもいいと思います。またできることなら
日々の生活において食品に関心を持つこと
です。炎症を促進するような食品の摂取量
をへらすようにしてください。加工されすぎ
た食品や消化が速い炭水化物、ファストフー
ド、
「一部水素化」と記された油脂を使っ
た食品、植物性マーガリンを含む植物性の
ショートニングの摂取を避けることもできま
す。抗炎症色と取り入れることによって自分
の身体を大切にし、より健康な状態で働くこ
とができるのではないでしょうか。

図5

「心と身体の健康づくり」体験イベント参加レポートはこちら ▶ P.13
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D E A L E R APEX CONSULTANT.JSC
NETWORK

●URL：http://apexco.vn/

この度、フォーラムエイトはベトナムにある

ンサル、建設に際しての地形や地質の調査、

は建設や土木関係も含めた全てのフォーラム

APEX CONSULTANT.JSCと新たにディー

環境アセスメントのコンサル、設計・建設に

エイト製品を扱うディーラーになりたいと同

ラー契約を締結しました。

関する新技術の研究や移植などのサポート

社は考えています。さらに、弊社と協力してベ

業務も幅広く手がけています。

トナムに新しい技術を取り入れることにも大

APEXはハイウェイや橋梁のコンサルティ

変意欲的です。

ングで活躍していた人材を集めて発足した会

今回同社がフォーラムエイトのディーラー

社で、ベトナム中の研究機関や大学に所属す

になった理由は、第4次産業革命が同社のあ

この目標を達成するために、まずは高い

る多くの博士や教授とも協力しています。

るベトナムを含め世界中に影響していること

技術に加えてフォーラムエイト製品の知識

国内外を代表する建設コンサルタントとな

があげられます。インフラが依然として発展

に長けた人材の育成を目指しています。こう

るために、APEXはコンサルティングサービ

途上のベトナムでは、インフラの設計や建設

したスタッフが顧客に的確なアドバイスを提

ス、調査、設計、技術などを提供し、全ての

などに関連するソフトウェアも一般的ではあ

供し、技術的なエラーにも対応できるからで

ニーズを満たせるよう顧客に寄り添った品質

りません。そのため、フォーラムエイトの製品

す。APEXは今後ウェブサイトなどの広告媒

管理を行っています。

とAPEXの高い技術を組み合わせることで、

体を通してフォーラムエイト製品の取り扱い

潜在的市場であるベトナムでBIMを広めてい

をアピールしていく予定です。我々は今後さ

くことを目指しています。

らなる強い協力関係を築いて、ベトナムでの

同社の事業は多岐に渡ります。橋梁・ハイ
ウェイの建設関連、電気関連、その他土木工
事や建築に関する設計業務だけでなく、プロ

現在 APEXではフォーラムエイトのUC-

ジェクト管理コンサル、建設コンサル、入札コ

win/Roadを取り扱っていますが、将来的に

社長Vu Tien Luc氏

オフィスの様子

BIM・CIMの普及に努めていく所存です。

UC-win/Roadを使用するエンジニア

■海外イベント

AUTOMOTIVE WORLD CHINA
●日時：2018年4月28日〜30日
●会場：Shenzhen Convention & Exhibition Center

本展示会は8月28日〜8月30日、SAE2018

ADAS研究開発でのRoadの活用や、車載カ

自動運転自動車安全技術国際シンポジウム

メラ、センサーやレーダーなどのハードウェア

と併催されました。

との連携についてお問い合わせをいただきま

天候に恵まれなかったことも影響し会場

した。他にも、消防隊員の訓練や医療業界で

全体での参加者は比較的少なかった中で、

のドライブシミュレータの応用など幅広い業

FORUM8上海のブースには多くのお客様に

界からフォーラムエイトに興味を持っていた

お越しいただきました。

だくことができました。

UC-win/Roadドライブシミュレータをはじ

今後も中国国内でのフォーラムエイトの

めとして、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)

最新VR/AR技術、およびドライビングシミュ

やMindWaveを展示し、モニターで2017年の

レータを含めたパッケージシステムの普及に

コンテストムービーを紹介しました。HILSや

尽力します。ぜひご期待ください。
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■海外イベント

SAE 2018 INTELLIGENT AND CONNECTED
VEHICLES SYMPOSIUM
●日時：2018年8月14日〜15日
●会場：Kunshan Jinling Hotel
主催：SAE International

今 年 で 2 度目の 開 催となる 本 学 会 は 、

て出展しており、多くの方が各ブースを訪れ

OEM、サプライヤー、政府機関、教育機関か

て最新のソリューションに触れていました。

ら専門家が集い、インテリジェント＆コネク

FORUM8上海ではヘッドマウントディスプ

いただきました。今後もフォーラムエイトの

テッドカーに関する技術の開発について専門

レイ(HMD)とドライブシミュレータ、関連ソ

最新VR/AR技術、およびドライビングシミュ

性の高い内容を交換しあう場です。フォーラ

リューションを展示し、製品の導入に関する

レータを含めたパッケージシステムの提案を

ムエイトを含めて3社が展示スポンサーとし

多くのお問い合わせや弊社への訪問希望を

行います。ぜひご期待ください。

Automotive Engineers Forum（AES）
●日時：2018年8月31日
●会場：Centara Grand & Bangkok Convention Center at Central World
2 018 年 8月31日、タイ・バンコクにおい

モデリングのデモや、Simulink連携プラグイ

て、自動車技術に関する産学連携の集い、

ン、カメラセンサー連携プラグインを紹介。

Automotive Engineers Forum（AES）が開

8DOF DS、名古屋大学DS、昨年の3D VR

催されました。今年のテーマは「最新のオー

シミュレーションコンテスト・CPWC受賞作

トモーティブ・自動車電子化のグローバルト

品をビデオで紹介後、今年のデザインフェス

レンド」と「ADAS対応自動運転車両」でし

ティバルの日程・自動運転カンファレンスの

にDSのお問い合わせをいただきました。そ

た。今年で4回目の開催となる本フォーラム

講演内容を説明しました。展示ではUC-win/

の他、トゥクトゥクの運転トレーニングや運

ですが、初回から参加しているフォーラムエ

RoadとVR-Cloud®を出展いたしました。

転免許教習用などでのドライブシミュレータ

イトはゴールドスポンサーとして出展、講演

6DOFシミュレータを導入いただいたチュラ

の活用に複数の企業からご興味を持ってい

を行ないました。講演ではUC-win/Roadの

ロンコーン大学の先生からの紹介で、タイ科

ただけました。今後もタイ、ならびにアジア圏

運転シミュレーション、ログ出力機能、点群

学技術省から自動運転技術の研究・テスト用

における展開も強化して参ります。

■土木・建築関連

下水道展 2018北九州
●日時：2018年7月24日〜27日
●会場：西日本総合展示場
主催：公益社団法人 日本下水道協会
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2018年7月24日（火）〜27日（金）までの

シュミレータや、地盤や構造物計算用のFEM

4日間福岡県北九州市の西日本総合展示場

ソフト、VRのクラウド版ソフトVR-Cloud®の

にて「下水道、くらしを支え、未来を拓く」を

展示など行い4日間で372名の方にご来場頂

テーマに下水道展が開催されました。全国の

きました。発注者側の役所担当者の方は浸

下水道関連企業が最新技術を持ち寄り、測

水氾濫解析ソフトを使用した浸水氾濫シュミ

を含めた専用機能のカスタマイズのお話のほ

量・設計・建設・維持管理などテーマごとに

レーションとそれを可視化した避難データな

か、下水分野では少し取り組みが遅れている

301の企業や団体が出展しました。

どに関心が高く、昨年からの豪雨・土砂災害

CIMへの対応につてい情報収集される企業

当社ブースでは3次 元 バーチャルリアリ

に対する取り組みへの関心の高さがうかがえ

様も多数あり、当社設計ソフトの２D作図機

ティソフトのUC-win/Roadを中心に、共同

ました。また、自社の保有される最新技術や

能、3D作図機能と3D配筋CADによる干渉

溝の3次元データ作成体験や、ヘッドマウント

工法の施工シュミレーションをVRで検討さ

チェックなどご覧頂き検討頂くことができま

ディスプレイを使用したVRモーションシート

れたり、解析やシュミレーションを教育現場

した。今後もUC-win/Roadを中心として下水

による下水道管点検の体験を実施したほか、

で活用したいというお話も頂き、VRやFEM

道の分野でご利用頂ける製品・サービスを更

対象モデルに重量・重心・摩擦力等の物性値

を活用した案件が多数相談頂くことができま

新・ご提供致しますのでご期待下さい。

を付与して揺れによる挙動を再現した地震

した。また、更生管の計算プログラムで補強
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第9回 「震災対策技術展」 東北
●日時：2018年8月30日〜31日
●会場：AERビル
主催：「震災対策技術展」東北 実行委員会

本展示会の開会挨拶では、震災から7年経

Ver.13」による、土石流、河川氾濫等の解析

過したもののまだ3000人が仮設住宅暮らし

ソフトとのデータ連携による想定される災害

を余儀なくされている現状や近年全国で地

の危険情報、災害リスクを分かりやすく可視

震・土砂・水害などの自然災害が多発してい

化し最新のVR技術を用いた3次元ハザード

受けられました。今年の夏は「命にかかわる

現状に触れ、いつ起こるかわからない自然の

マップの活用、HMDとVRモーションシート

猛暑」と表現されるなど、近年「これまで経

脅威によるあらゆる災害への対策が求めら

を用いた避難体験シミュレーション、地震シ

験したことのないような」異常気象が日本各

れている呼びかけから始まりました。

ミュレーションなどのシステム展示を行いま

地で起こり得てる中、フォーラムエイトでは

弊社では「防災・減災を実現！VR-Design

した。平成30年7月豪雨災害直後であったこ

高度で先進的なVR、設計、解析ソフトの開

Studio UC-win/Road、国土強靭化設計支

とから、このような災害に対する防災・減災

発や支援サービスによる国土強靭化設計支

援ソリューション」をテーマに、64bit大規模

対策案に良い手段がないか、VRがどのよう

援ソリューションを提供して参ります。ぜひ、

データ、電子国土読込対応「UC-win/Road

に活用できるかと情報収集される方が多く見

ご期待ください。

■自動車・システム・ その他
こどもから大人まで科学のプロセスを五感で体験できる日

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2018
●日時：2018年7月15日●会場：東北大学川内北キャンパス講義棟
主催：特定非営利活動法人 natural science

URL : www.science-day.com

『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』は、

Roadを使うこども達も、簡単なマウス操作

「こどもから大人まで科学のプロセスを五感

で様々な機能を使いながら、建物や植物、道

で体験できる日」をテーマとした体験型・対

路や線路などのモデルを自由に配置して自分

話型科学イベントです。東北大学をはじめと

だけの街を作っていました。さらに、作成し

した大学・研究所、行政・教育機関、企業な

た空間の中で車を運転したり空を飛んだりな

ど約160団体による充実したプログラムが好

ど、思い思いに楽しんでいる様子でした。

評を集めており、12年目を迎えた今年の来場
者も1万人を越えました。

また、フォーラムエイトの体験ブースでは、
センサにより体の動きだけで車を運転でき

弊社では昨年より引き続き本イベントに

るAirDriving、ヘッドマウントディスプレイ

協力を行い、実際にPCを操作してオリジナ

を使った鉄道運転VRが人気を集め、合計で

ルな3DVR空間を作成する体験型の講座プ

300名を越える方に体験いただき、大盛況と

ログラムを提供しました。はじめてUC-win/

なりました。

北海道地理空間フォーラム in 札幌
●日時：2018年7月18日〜19日
●会場：北海道立道民活動センター [かでる2.7]
主催：G空間EXPO運営協議会2018

本フォーラムは、産学官の連携により地理

群データ、VR空間モデリング、HMD体験の

空間情報がより広い分野で高度に活用され

展示を行いました。来場者の方からは、広域

るために、地理空間情報を利活用した様々な

での交通計画の研究等での大規模VR空間

取組や最新の動向について紹介することを目

データの活用に興味をお持ちいただいた他、

ラットフォーム化で実現可能となる様々な産

的としています。弊社はゴールドスポンサー

地理院タイルや点群データ等の機能を活用

業分野での活用可能性に関心を持っていた

として協賛し、VR-Design Studio UC-win/

して短時間でVR空間を作成できることに高

だきました。

Roadを用いたオープンデータを活用した大

い評価をいただきました。

規模データ対応VRシミュレーション、64bit

また、6月に発足した北海道VR推進協議

対応北海道大規模データ、4億点対応可能点

会の紹介も行い、北海道全域のVR空間のプ

今後も、弊社ではUC-win/Roadを中心と
し、地理空間情報を活用した製品の提供に
努めて参りますので、是非ご期待ください。
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■自動車・システム・ その他

第29回 設計・製造ソリューション展
●日時：2018年6月20日〜22日
●会場：東京ビッグサイト
主催：リード エグジビション ジャパン 株式会社

本展示会は、その名の通り、国内製造・設
計展の一つとなり、本年も様々な分野より

を集め、他にもクラウドを活用した設備設計
CAD、会計システム等も展示しました。

90,000人近くの方々がご来場され、設計・製

溶接訓練システムは、VRの得意とする映

造業における、IoT・AI・自動化等の最新情報

像や音によるVR空間の没入性のみならず、あ

収集の場として賑わいました。中でもVRは

らかじめ計測した模範的な溶接技師の動き

認知度が高まりにより、現実味のある手法と

を感覚的に体験できるシステムです。電気信

して認識され、これまでのデバイス先行型の

号により感覚をフィードバックするハプティク

関心よりも、VRにより何を実現するか、具体

スデバイスや、人の動きをキャプチャーする

的なソリューションを求めるご来場者様が増

事を可能とするセンサーデバイスを組み合わ

えているように感じられました。

せシステムを構築しました。

弊社でも本年は、HMDではなく、具体性

また、地震シミュレータはこれまで、自社

のある展示物へ関心が集中しました。
「VR-

の免震機構のPRで活用される事例が多くあ

Design Studio

UC-win/Road〜フォーラム

りましたが、近年多発する自然災害を背景に

エイトが進める

VR・設計・製造ソリュー

工場内の防災啓蒙等に活用したいといった方

ション〜」をテーマに掲げ、 UC-win/Road

も多く、防災への意識の高まりが感じられま

をプラットフォームとした溶接訓練、地震シ

した。本シミュレータではUC-win/Roadの

ミュレーション、リアルタイム位置情報シス

特性を活かし、簡単な入力で物理計算と可

テム、ドライビングシミュレータが特に関心

視化を可能とします。

次に、リアルタイム位置情報システムは、
弊社の提供する新たな汎用クラウド型機関
システム「VR-Cloud NEXT」シリーズ第一弾
として開発中のシステムとまります。今回は
当社ブース内にアンカーを配置し、ご来場者
の方の保有するタグをトラッキングしVR内
のブースに表示いたしました。追加開発によ
り、他の計測データ等を合わせて表示するこ
とも可能です。
UC-win/Roadはその汎用性、容易な操作
性からVRシステムを構築するプラットフォー
ムとして最適のシステムとなります。今後も更
なる開発に努め様々な業界で活躍する皆様
を支援いたします。

人とくるまのテクノロジー展2018名古屋
●日時：2018年7月11日〜13日
●会場：ポートメッセなごや
主催：公益社団法人自動車技術会

「その先のテクノロジーが見える」そう題し

UC-win/Roadについてご体験いただきまし

て今年も人とくるまのテクノロジー展名古屋

た。中でもVRモーションシートではHMDと

が開催されました。第一線の技術者、研究者

の連動性能から非常に本物のように感じるよ

に向けた展示になっており、国内最大の最新

うでジェットコースターを疑似的に体験でき

技術、製品を発信していきました。

るものでは何人もの方が声をあげて楽しんで

けの教育訓練での利用提案、さらにはAR機

いただけました。

器などを利用していくことなど商談が発展す

今年はその中でも主催者企画として「モノ
づくりニッポン、未来を拓く 知恵・技・匠 」

今年はお客様層も主催者企画の影響か、

をテーマにして様々な現場での技術から、新

製造現場の方々や材料のメーカーなどで普段

今後とも最新の機能、機器との連動などを

たな可能性を感じるユニークな技術が展示さ

VRにも触れたことがなく、利用についてもど

行い、どのお客様にもご利用いただけるよう

れました。

ういったものに利用できるのかご相談いただ

案内・開発を強化してまいります。今後ともご

フォーラムエイトでもVR-Design Studio

くことがございました。製造現場向けのセン

期待ください。

UC-win/Road〜自動運転・ADAS研究開発

サーを利用した作業手順のチェック、新人向

に最適なVRシミュレーション〜と題して先
進技術の自動運転、ADAS機能を軸に展示
いたしました。HMDをかぶって体験できる
VRモーションシート、またドライブシミュ
レータ、ステアトルク自動制御のSENSO Wheel、運転者の能力を判定する高齢者運転
シミュレータなど様々な機器で最新の自動運
転、ADASでの研究に使っていただけている
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ることができました。

セミナーレポート

■自動車・システム・ その他

いしかわ環境フェア2018
●日時：2018年8月25日〜26日
●会場：石川県産業展示館4号館
主催：公益社団法人 いしかわ環境パートナーシップ県民会議

2018年8月25日（土）〜26日（日）の2日

線を動かすアトラクションや、手回し発電機

間、石川県産業展示館4号館において『いし

でミニカーを動かす電気自動車の体験など

かわ環境フェア2018』が開催されました。

が人気を集めていました。

フォーラムエイトは石川県エコドライブ推進

弊社ブースでは『VR-Design Studio UC-

協議会様からのご依頼でドライブシュミレー

win/Road 環境保全に貢献できるVRシミュ

タ他の展示をいたしました。

レーション』をテーマとして掲げ、3次元VRソ

の運転体験では、バーチャルの世界に入りこ

フト『UC-win/Road』を使用した各種デモと

んだ感覚を体験頂けました。VRへの興味を

スイート建設会計他の展示を行いました。

持たれたお子様も多く、UC-win/RoadでVR

本フェアは『未来のためにクールチョイス
〜今私たちにできること』をテーマに、楽し

環境への意識の高まりが感じられました。
Oculus

Riftを利用したHMDを装着して

みながら環境との関わりについて理解を深

ECOドライブシュミレータは走行ログを

め、やさしいくらしを実践することを目的とし

基にガソリン消費量やCO2排出量の計算を

ており、本年度は二日間で27,000人が来場

行っており結果をグラフや得点として表示で

今後もフォーラムエイトでは環境など幅広

されました。

きます。高得点を目指して何度もチャレンジ

い分野で活用頂けるソフトウェア・サービスを

するお子様もおられ、ECOドライブを通して

ご提供いたします。是非ともご期待下さい。

展示では人力発電によってミニ北陸新幹

作成を行えるジュニアソフトセミナーへも参
加希望を頂きました。

■セミナー

CIM・i-Con技術セミナー
「フォーラムエイトが広げるBIM/CIMワールド」
（札幌）
●日時：2018年8月7日 ●会場：札幌事務所セミナールーム間
主催：株式会社

フォーラムエイト

フォーラムエイトがスポンサーとして協力

した平成29年度道路橋示方書対応製品の改

た研究会を設立、それぞれにフィットしたプ

する土木学会主催のCIM講演会にあわせ、今

訂内容を含めた設計、解析製品での3Dモデ

ラットフォームを提供していくなど今後の展

年もCIM・i-Construction関連ソリューショ

ル活用事例、CIM導入ガイドライン対応製品

望についてお話しいただきました。また、超

ンの最新情報をご紹介するCIM・i-Con技術

の3D配筋CAD、Allpanでの3D配筋モデル作

スマート社会（Society5.0）の実現に向けた

セミナーを全国10カ所（東京・仙台・札幌・

成に加え、今年2月にリリースした建設業界

ICT活用工事の拡大、CPS（Cyber Physical

大阪・新潟・名古屋・高松・広島・福岡・沖

向けの会計クラウドソフトスイート建設会計、

Systems）によるi-Constructionの推進につ

縄）で開催しています。

UC-1 Engineer s Suite積算とUC-1シリー

いてのお話しもあり、VRシミュレーションに

国 土 交 通 省の 推 進 する B I M / C I M 、

ズ製品とのデータ連携による設計から積算、

よるフロントローディングの重要性や災害対

i-Constructionへの取り組みは年々拡大さ

会計までの一連の流れもご紹介。建設生産

策での活用の必要性についても強く訴えられ

れてきており、現場での活用が急速に普及し

プロセスのあらゆる段階での生産性向上・効

ました。

てきていますが、今年は「深化の年」として

率化の実現をサポートする弊社製品、サービ

ICT活用工事やCIMの活用などに関する基

スについてご提案を行いました。

準類の新設や改定が行われるなど、さらなる

また、札幌会場では通常のプログラムに

普及・拡大を目指す取り組みが行われていま

加え、道路・舗装技術研究協会理事長/北海

す。

道VR推進協議会事務局長 稲垣 竜興氏を

今回のセミナーでは64bit版UC-win/Road

お招きし、北海道バーチャルプラットフォー

での大規模データ対応、4億点対応の点群モ

ムの構築と利用推進についてご講演いただ

デリング、土量計算、UAV飛行計画作成・遠

きました。6月に発足した北海道VR推進協

隔操作、IFC・LandXML等のデータ連携、土

議会では、VRデータのオープン化や共通基

石流、避難等の各種シミュレーションについ

盤作りの体制を官民挙げて推進することを

て最新の活用事例を交えてご紹介いたしまし

目指しており、国が打ち出している「第5期

た。また、Engineer s Studio®をはじめと

科学技術基本計画」での取り組みをふまえ

弊社では、セミナー内でご紹介した製品を
実際に操作体験いただけるセミナーを多数
開催しておりますので、皆さまぜひご参加く
ださい。
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国際VRシンポジウム
第9回サマーワークショップ イン ウェリントン
●日時：2018年7月10日～13日 ●開催地：ウェリントン

冬のサマーワークショップ

マーク・アウレル・シュナベル（Marc Aurel

島々からなる。オーストラリアのすぐ隣にあ

Schnabel）氏が教鞭をとる、ビクトリア大学

りそうな印象だが、実は2000kmも離れて

1年が経つのは本当に早い。ジャネーの法

ウェリントン（ニュージーランド）で開催する

いる。イギリス連邦王国16ケ国の一国。総人

則「心理的に感じる年月の長さは年齢に反比

ことになった。南半球で初めてのサマーワー

口は約470万人であり、人間よりも羊の方が

例する」は、年齢を重ねるにつれ、素直に納

クショップである（図1）。

圧倒的に多い。主要都市は、オークランド、

得できるようになった。これは、近頃、SNS

7月のウェリントンは真冬であり、ニュー

（Social Networking Service）に写真を

ジーランド基準で考えれば「ウィンターワー

大量にアップしているために、過去の記憶が

クショップ」と呼ぶのが素直だが、なんだか

ウェリントンは北島の南西端に位置し、北

中々薄れないまま時間だけが過ぎ去っていく

誤解が生まれそうなので、北半球基準で「サ

島と南島を分けるクック海峡に面した天然の

ことも影響しているのだろうか。

マーワークショップ」と呼ぶことにしよう。こ

良港を有する（図2）。人口は郊外を含めて

うして「冬のサマーワークショップ」は、6か

約40万人である。また、ウェリントンの緯度

国から約30名が集まって行われた。

は南緯41度であり、北緯41度であれば青森

昨年7月にボストン・M I T で開催された
「第8回サマーワークショップ イン ボスト

クライストチャーチ、そして首都ウェリントン
である。

ン」から1年、そして11月の「第10回 国際VR

サマーワークショップ期間中には、CPWC

シンポジウム」から半年以上が過ぎ、今年も

（The 6th Cloud Programming World

サマーワークショップの季節を迎えた。これ

C u p｜第 6 回 学 生クラウドプログラミン

今回、ウェリントンに滞在したのは7月上

は、建築・土木・都市計画などの分野におけ

グ ワールドカップ ）、V D W C（ T h e 8 t h

旬。日本の季節でいえばお正月明けの真冬

る世界各国からの研究者によって構成され

Virtual Design World Cup｜第8回 学生

の頃に当たるが、気温は10℃と思ったほど

る「World16」のメンバーが集い、最先端の

BIM＆VRデ ザインコンテスト オンクラウ

寒くはなかった。時差はUTC+12（夏時間

VR活用を議論する研究会である。

ド）の予選選考会がテレビ会議を交えて行

は+13）であり、日本より3時間早い。丁度、

10年前から始まったサマーワークショップ

われた。では、サマーワークショップの様子

2018 FIFAワールドカップの終盤戦であり、

の開催地は、World16メンバーの活動拠点

を、舞台となったウェリントンと共にご紹介し

日本だと深夜に試合が始まるが、ウェリント

を中心として、米・フェニックス（2008）、箱

ていこう。

ンでは朝6時がキックオフであり朝食会場は

根（2009）、米・サンタバーバラ（2010）、
イタリア・ピサ（2011）、ハワイ（2014）、
ギリシャ・テッサロニキ（ 2 015 ）、大 阪

県むつ市、イスタンブールやローマの南あた
りとなる。

盛り上がっていた。

ウェリントン

ウェリントンは、中心部がコンパクトで歩
いて観光できる街。海と山があって自然が豊

（2016）、米・ボストン（2017）で開催さ

ニュージーランドは、日本のような島国で

れてきた。そして今年は、メンバーの一人、

あり、二つの大きな島（北島、南島）と多くの

か（図3）。また、世界でも有数のコーヒーの
街。フラットホワイトはよくいただいた。

１ ２

１ サマーワークショップ集合写真
（ビクトリア大学ウェリントン テ・ヘレンガ・ワカ・マラエ）
２ ウェリントン俯瞰
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３ 街なか

DAY1

４
５

次に、フォーラムエイト代 表取 締役

伊

藤 裕二氏 、ビクトリア大学ウェリントン 建

朝から、ビクトリア大学ウェリントンのメイ

築・デザイン学部長 マーク・アウレル・シュ

ンキャンパス・ケルバーンキャンパスにある、

ナベル氏よりオープニング・トークが行われ

テ・ヘレンガ・ワカ・マラエへ。これはニュー

た（図7）。続いて、ビクトリア大学ウェリン

ジーランドの先住民マオリ族の集会施設であ

トン コンピューテーショナル・メディア・イノ

り、大学の施設である。ケルバーンキャンパ

ベーションセンター（CMIC）ディレクター

スのメインストリートにあるゲートをくぐると

安生健一氏（Prof. Ken Anjyo）が「CG:

（図4）、緑あふれる広場が現れ、その前面

Computational Media for Industries

にマラエはある（図5）。マラエの入り口で靴

（産業分野のためのコンピュータメディア）」

を脱ぎ、彫刻が施された建物内部に入る。

と題して基調講演した。安生氏は、今年12

まず、
「ポフィリ」と呼 ば れる 歓 迎の 儀

月に東京で開催されるSIGGR APH Asia

式が行われた。中でも、ホスト側（ビクトリ

2018のカンファレンス・チェアも務めてい

ア大学ウェリントンのメンバー）とゲスト側

る。マラエの中で行われたこれらのイベント

（World16とフォーラムエイトのメンバー）

は、普通の会議室でのそれとは異なり、神聖

の間で執り行われたマオリ族の挨拶ホンギ

であった。

（額と鼻を軽くこすり合わせる）は貴重な体
験であった（図6）。

バスに乗り、建 築・デ ザイン学部がある
キャンパス・テアロキャンパスへ。

４ マラエへのゲート
５ マラエ全景

６ ホンギ

７ オープニング・トーク
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到着するや否や、World16セッションがス

連設備、そして、Hyve-3Dというアーチ型ス

タート（図8）。小林佳弘氏（アリゾナ州立大

クリーンを備えたVRシステムを使用したカ

学／米国）の司会により、今回参加した12名

シュガル（喀什）プロジェクトの紹介などが

のWorld16メンバーが最近の研究成果の紹

行われた（図10）。そして、会議室に戻り、

介とサマーワークショップで取り組む提案を

ワークショップを再開する。

順に行った（図9）。そして、小林氏より、今回

各メンバーには黄 色のトレーシングペー

のワークショップ・テーマ「ペチャクチャ・ナ

パーが配られ、サマーワークショプで実施し

イト」が披露された。これは、48時間で何ら

たいプロジェクトについて、詳しい提案内容

かのVRシステムに関するアイデアをまとめ、

を書きこんでいった。書き終えたトレーシン

その一部を開発し、最終的にプレゼンテー

グペーパーを壁一面に貼り出し、World16メ

ションするものである。ここまでは昨年と同

ンバーはアイデアを説明していく。他のメン

様であるが、プレゼンテーションには、20枚

バーやフォーラムエイト開発スタッフが質問

のスライドを用意して、各スライドは20秒で

や改良案を出し合い、ブラッシュアップして

話さないといけない点が新しい（20秒経つ

いく（図11）。このようなアイディアソンを行

と自動的に次のスライドに変わる）。続いて、

い、DAY2の朝には共通の開発テーマができ

フォーラムエイトで社内表彰を受けたスタッ

そうな提案を結び付けて、以下のような6つ

フが各自の取り組みを紹介した。

のチームを作った。フォーラムエイトの技術

ランチを終えると、テアロキャンパスツ

８ World16プレゼン

スタッフが各チームをサポートした。

アーへ。シュナベル氏の研究室にあるVR関

・Thomas Tucker & Dongsoo Choi 氏（バージニア工科大学／米国）
・Ruth Ron 氏（フロリダ大学／米国）× Amar Bennadji 氏（ロバートゴードン大学／イギリス）
・Marcos Novak 氏（カリフォルニア大学サンタバーバラ校／米国）×筆者
・Matthew Swarts 氏（ジョージア工科大学／米国）× Marc Aurel Schnabel 氏（前掲）
・Kostas Terzidis 氏（同済大学／中国）× Paolo Fiamma 氏（ピサ大学／イタリア）
・小林佳弘氏（前掲）×楢原太郎氏（ニュージャージー工科大学／米国）

10 キャンパスツアー

DAY2

手掛けた映画のデジタル処理技術を中心に
解説がなされた。

6つのチームに分かれて、開発プロジェクト

昼食は開発の集中力を切らさないように

が本格的にスタートした。この進め方は、昨

ケータリング・サービスとなった。明日の夜に

年度と同様であるためか、昨年に比べると各

は開発成果をプレゼンテーションする必要が

チームは比較的スムーズに進めていたようで

ある。そのため、作業は夜遅くまで続けられた

ある。

（図13）。

昼食前には、ウェタ・デジタル社 ケビン・
ローモンド氏が「A LOOK INSIDE WETA
DIGITAL: Technology in the service of

DAY3

storytelling（ウェタ・デジタルの内部観察：

ハッカソン最終日ということで、朝から引

物語の話術に仕える技術）」と題して基調講

き続きシステム開発が行われた。昼食前に

演した（図12）。ウェリントンは、映画産業の

は、オークランド大学 ウーヴェ・リーガー氏が

都と言われ、世界有数の映画技術と才能が

「Architecture per Second（1秒あたりの

集結している。中でも、ウェタ社はニュージー

建築）」と題して基調講演した（図14）。

ランドの若き映画制作者が1993年に立ち上

夕方からは 、ウェリントン郊外 のシュナ

げた企業である。基調講演では、映画「アバ

ベル邸に移動して、World16によるワーク

ター」
「キングコング」などウェタ・デジタルが

ショップ最終プレゼンテーションであるが、
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12 ケビン・ローモンド氏基調講演

13 ハッカソン

９ World16プレゼン（左から）W16代表小林佳弘氏、Choi氏、Bennadji氏、Novak氏、筆者

11 アイディアソン

14 ウーヴェ・リーガー氏基調講演
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その前に起こった出来事を紹介しておかな

15）。やがて消防車が来て、消防士が建物内

ければならない。テアロキャンパスの会議室

部を点検し始めた。結局何事もなかったのだ

で、最終プレゼンテーションに向けてカリカ

が、避難は40分以上に及んだ。〆切間際に

リと仕上げを行っていた頃（ワークショップ終

40分のロスは痛い。とはいえ、何とかなった

了一時間前）、建物の火災報知機が突然鳴り

のではあるが…

響き、建物外への避難を余儀なくされた（図

では、成果を発表順に示す。

15 建物外への避難

・Thomas Tucker & Dongsoo Choi 氏：携わっている東部ヨーロッパの戦争遺跡の発掘調査プロジェクトで収集した点群等の三次
元スキャンデータを VR 化していく。
・Ruth Ron 氏× Amar Bennadji 氏：Ron 氏は VR データを用いた 360 度パノラマ画像の作成について。Bennadji 氏は UC-win/
Road の体験を強化するためにビデオチュートリアルをポップアップ・ウィンドウで表示させる機能開発について。
・Marcos Novak 氏×筆者：筆者は VR データを用いてセグメンテーション表現を行うプログラムを開発した。昨年度までに開発した
機能に加えて、動的オブジェクトのセグメンテーションに取り組んだ。具体的には、VR オブジェクトの速度別、加速度別に応じてセ
グメンテーション表示を行う機能である。Novak 氏はカラーマップを用いた知的なシェーダープログラムを新たに開発した（図 16）
。
・Matthew Swarts 氏× Marc Aurel Schnabel 氏：VR 仮想空間と実体空間を接続するプロジェクト。リニアモーターカーを自作キッ
トで電子工作し、VR 空間とリンクした。また、このプロジェクトを製品化した際のビジネスシーンを描いた。
・Kostas Terzidis 氏× Paolo Fiamma 氏：BIM と VR の接続に関するプロジェクト。より効率的、効果的な接続を目指す。
・小林佳弘氏×楢原太郎氏：VR ドライビングシミュレータに関するプロジェクト。各ドライバーの操作内容を記録して、AI により学習
させ最適化を図る。VR 仮想空間と実体空間を接続する機能も試行した。

16 17

16 最終プレゼンテーション
17 シュナベル邸での交流会

最終プレゼンテーションが無事に終わり、
その後の交流会は盛り上がった（図17）。
シュナベル氏の手料理と段取りの凄さには脱
帽した。これぞ、ベスト・プレゼンテーション
と呼べるかもしれない。シュナベル邸の庭で
眺めた南十字星は一生の思い出になりそう
だ。
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REPORT

国際VRシンポジウム ／ 第9回サマーワークショップ イン ウェリントン

DAY4
朝からバスに乗ってテクニカルツアーへ。
まず、DAY2で基調講演を拝聴したウェタ社
のスタジオ・ツアーに参加（図18）。ウェタ社
スタジオができた経緯などをビデオ鑑賞した
後、スタジオ見学。映画で使われていたパー
ツやフィギュアがどのように作られているか

18 ウェタ社 スタジオ・ツアー

解説を受けた。その後、ビクトリア大学ウェリ
19 20

ントン ミラマー・クリエイティブ・センターを
訪問。最新のモバイル型VRシステムやその
ためのスタジオを見学した（図19）。
マウント・ビクトリアは標高196mで、山
頂からはウェリントンのダウンタウンや港を
一望できる（図20）。また、ケーブルカーは

21

1902年に開通したウェリントンのシンボルで
あり、ラムトンキーと標高122mのケルバーン
駅を5分で結ぶ（図21）。
国 会 議 事 堂 の 閣 僚 執 務 棟 は ハチ の 巣
（Beehive）と呼ばれる外観（図22）。前面
の広場には、イギリス連邦王国16ケ国の国旗

19 ミラマー・クリエイティブ・センター

20 マウント・ビクトリアで記念撮影

21 ケーブルカー

が並んでいた。旧セント・ポール教会はウェリ
ントンで最初に作られた英国国教会の大聖堂
（図23）。1866年に建造されたゴシックス
タイルの木造教会で、ステンドグラスが印象
的であった。最後は、ニュージーランド国立
博物館へ。
ウェリントン最後となる夕食会ではアカデ
ミー奨励賞が発表された。Thomas Tucker
& Dongsoo Choi氏、Ruth Ron氏×Amar
Bennadji氏、Marcos Novak氏×筆者、小
林佳弘氏×楢原太郎氏が受賞した（図24）。
帰りの機内でウェタ・デジタルが手掛けた映

22 23
24

画「アバター」を改めて観たことは言うまでも
ない。
World16が提案した各プロジェクトについ
ては、夏以降の開発状況を含めて、11月15日
に品川インターシティホールで開催される、
第11回国際VRシンポジウムでプレゼンテー
ションを行う。皆さまのご参加をお待ちして
います。
（執筆／取材：大阪大学 福田 知弘）

22 ビーハイブ

23 旧セント・ポール教会 24 アカデミー奨励賞 授賞式
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イベントプレビュー

EVENT

PREVIEW

来場プレゼント実施！！

出展イベントのご案内
■…国内イベント

■…海外イベント

●出展情報：http://www.forum8.co.jp/fair/fair02.htm

CEATEC JAPAN 2018

第8回 農業ワールド
開催日

2018年10月10日（水）〜12日（金）

開催日

2018年10月16日（火）〜10月19日（金）

会

場

幕張メッセ

会

場

幕張メッセ

主

催

リードエグジビジョンジャパン株式会社

主

催

CEATEC JAPAN 実施協議会

URL

http://www.nogyoworld.jp/tokyo/

URL

http://www.ceatec.com/ja/application/

概

アジア最大の農業総合展

概

モノ・サービス・テクノロジーが一堂に会する国際展示会

要

UC-win/Road UAVプラグイン、ドライブ・シミュレータ、VR-Cloud®、
出展内容
AGULシステム、ステアトルク制御自動運転シミュレータ 他

開催日

2018年 10月17日（水）〜18日（木）

会

場

吹上ホール

主

催

日本地震工学会

場

東京国際交流館プラザ平成・
日本科学未来館・赤坂インターシティAIR

主

催

一般社団法人buildingSMARTJapan

URL

hhttps://www.building-smart.or.jp/bsis-tokyo/

概

BIMの標準化について話し合う国際会議

出展内容

UC-win/Road、IoTデバイスとVRの融合 脳波・遠隔コントロール、
ドライブシミュレータ 他

2018年 10月16日（火）〜19日（金）

会

要

出展内容

建設技術フェア2018 in 中部

buildingSMART International Standards Summit
開催日

要

URL

http://www.kgf-chubu.com/

概

地先端建設技術、産・学・官の技術情報交流の場を提供

要

出展内容

IM&VR、UC-win/Road、VR-Cloud® 他

計測展2018 大阪

UC-win/Road、H29道示対応・設計・解析ソリューション、FEMソリュー
ション、スイート建設会計 他

SIGGRAPH Asia 2018 TOKYO

開催日

2018年11月7日（水）〜9日（金）

開催日

2018年12月5日（水）〜7日（金）

会

場

グランキューブ大阪

会

場

東京国際フォーラム

主

催

催

ACM SIGGRAPH

一般社団法人 日本電気計測器工業会

主

URL

http://jemima.osaka/

URL

https://sa2018.siggraph.org/jp/

概

未来のものづくり社会を支える計測・制御技術の総合展

概

世界最大のコンピュータグラフィックスのカンファレンスのアジア版

要

UC-win/Road、自動運転研究開発用ドライブシミュレータ、各種VR連
出展内容
携システム 他

要

出展内容

UC-win/Road、VR Motion Seat、ドライブシミュレータ、
ARシステム 他

第15回 日本地震工学シンポジウム

第41回 情報システム・利用・技術シンポジウム
開催日

2018年12月6日（木）〜12月7日（金）

開催日

2018年 12月 6日（木）〜 8日（土）

会

場

建築会館

会

場

仙台国際センター

主

催

日本建築学会 情報システム技術委員会

主

催

公益社団法人 日本地震工学会 他

URL

http://aijisa2018.org/

URL

https://www.15jees.jp/

概

建築・都市と情報・情報技術（IT）に関するシンポジウム

概

地震工学に関するオーガナイズドセッション、論文口頭発表、技術展示

要

出展内容

UC-win/Road、Allplan、DesignBuilder 他

要

出展内容

UC-win/Road、地震シミュレーションサービス、FEM解析スイート 他

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

主催：フォーラムエイト

Information Modeling ＆ Virtual Reality

本セミナーは弊社がスポンサーとして協力する土木学会主催CIM講演会の日程に合わせ、当社ユーザ様に
CIM関連ソリューションについて最新情報の紹介および今後のサポート提案を目的としております。今年は新
たに「CIM・i-Con技術セミナー」とし、
『フォーラムエイトが広げるBIM/CIMワールド』をテキストとして使
用。国交省推進の「i-Construction(アイ・コンストラクション)」をより意識した内容になっています。

CIM講演会／CIM・i-Con技術セミナー
CIM講演会2018（土木学会主催）
（予定）

CIM・i-Con技術セミナー （フォーラムエイト主催）

10：00 - 17：00

13：30 - 17：30

開催地
開催日
広 島
福

9月28日（金）

会場

開催日

サテライトキャンパスひろしま

10月 3日（水）

メルパルク広島 5Ｆ椿2

10月 5日（金）

天神ビル会議室

10月16日（火）

フォーラムエイト 福岡営業所

沖 縄

10月26日（金）

沖縄県立博物館

10月30日（火）

FORUM8沖縄（那覇IT創造館）

Web：http://www.forum8.co.jp/fair/fair02.htm
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参加者にもれなくプレゼント
FORUM8オリジナル手帳

会場

岡

詳細・お申込

100

参加費：無償

営業窓口：0120-1888-58（フリーダイヤル）

FAX：03-6894-3888

イベントプレビュー

Virtual Reality Design Studio

小・中学生向けワークショップ

ປ

᠃

Junior Software Seminar

ୣஐ୶୍ό୨୳୍ό୦ஊ୵
Junior Software Seminar
小中学生の皆さんでソフトウェアに興味のある方や自由研究、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

ᛸᅲଏୁ൰Ც൶ୈତଦଏ

ᯏଁଠᅲ൶ଞᙯ൶ୈତଦଏ

ఱଡౘ૾ୁᛸಘ൶ୈତଦଏ

ୈଚଅୀଗୈଚଅୀ
ᦶᚩଠᛸᅲଝᐓଵଠଂି
൰Ცᄰୈᱎଡଚଇଏ

ᦶോତ௰ᚳᬷୈᲚᒳ
ଡᬰ૾ୁୟ୳୵ଡଏୁ
ᙯଏୁᆁᄰୈᱎଡଚଇଏ

ଚଅୁᲣ௸ଝᦶോତᤰ૾ୈౘ૾କୀ
ଝଃକ௰ᚳୈఱଡᐓଝସିଙକୀ
ᛸಘଏୁ൶ୈᱎଡଚଇଏ

キミだ
けの

世界 を

つくろう
！
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分
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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

冬休み
バ-チャルな
企画
3次元空間を作ろう！
2018.12.25（火）-26（水）
会場 東京/札幌/岩手/仙台/金沢/
名古屋/大阪/福岡/宮崎/沖縄

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〜
ߦ៎

ߴޙႆˁ˹ޙႆǽƆߴޙႆɁɂί឴ᐐպͧȺȧՎӏȢȳȨȗǿ
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ÔÖ͢ឰᴷఠࢧ¯ࠨਖ਼¯͈ի¯ᦂด¯ջաࠎ¯۾᩸¯ᇩࠥ¯ࡆ¯ฏᎆ

Վӏ៵

ڎෳട⠪ߦࠝࠫ࠽࡞
ޓ6 ࠪࡖ࠷ࡊࡦ࠻㧋

全国10拠点で同時開催！
TV会議システムで中継し
最後に自分の作品を発表します

ް׆
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イベントプレビュー

EVENT

PREVIEW

出展イベントのご案内
■…国内イベント

来場プレゼント実施！！
●出展情報：http://www.forum8.co.jp/fair/fair02.htm

■…海外イベント

CEATEC JAPAN 2018

第8回 農業ワールド
開催日

2018年10月10日（水）～12日（金）

開催日

2018年10月16日（火）～10月19日（金）

会

場

幕張メッセ

会

場

幕張メッセ

主

催

リードエグジビジョンジャパン株式会社

主

催

CEATEC JAPAN 実施協議会

URL

http://www.nogyoworld.jp/tokyo/

URL

http://www.ceatec.com/ja/application/

概

アジア最大の農業総合展

概

モノ・サービス・テクノロジーが一堂に会する国際展示会

要

UC-win/Road UAVプラグイン、ドライブ・シミュレータ、VR-Cloud®、
出展内容
AGULシステム、ステアトルク制御自動運転シミュレータ 他

開催日

2018年 10月17日（水）～18日（木）

会

場

吹上ホール

主

催

日本地震工学会

場

東京国際交流館プラザ平成・
日本科学未来館・赤坂インターシティAIR

主

催

一般社団法人buildingSMARTJapan

URL

hhttps://www.building-smart.or.jp/bsis-tokyo/

概

BIMの標準化について話し合う国際会議

出展内容

UC-win/Road、IoTデバイスとVRの融合  脳波・遠隔コントロール、
ドライブシミュレータ 他

2018年 10月16日（火）～19日（金）

会

要

出展内容

建設技術フェア2018 in 中部

buildingSMART International Standards Summit
開催日

要

URL

http://www.kgf-chubu.com/

概

地先端建設技術、産・学・官の技術情報交流の場を提供

要

出展内容

IM&VR、UC-win/Road、VR-Cloud® 他

計測展2018 大阪

UC-win/Road、H29道示対応・設計・解析ソリューション、FEMソリュー
ション、スイート建設会計 他

SIGGRAPH Asia 2018 TOKYO

開催日

2018年11月7日（水）～9日（金）

開催日

2018年12月5日（水）～7日（金）

会

場

グランキューブ大阪

会

場

東京国際フォーラム

主

催

催

ACM SIGGRAPH

一般社団法人 日本電気計測器工業会

主

URL

http://jemima.osaka/

URL

https://sa2018.siggraph.org/jp/

概

未来のものづくり社会を支える計測・制御技術の総合展

概

世界最大のコンピュータグラフィックスのカンファレンスのアジア版

要

UC-win/Road、自動運転研究開発用ドライブシミュレータ、各種VR連
出展内容
携システム 他

要

出展内容

UC-win/Road、VR Motion Seat、ドライブシミュレータ、
ARシステム  他

第15回 日本地震工学シンポジウム

第41回 情報システム・利用・技術シンポジウム
開催日

2018年12月6日（木）～12月7日（金）

開催日

2018年 12月 6日（木）～ 8日（土）

会

場

建築会館

会

場

仙台国際センター

主

催

日本建築学会 情報システム技術委員会

主

催

公益社団法人 日本地震工学会 他

URL

http://aijisa2018.org/

URL

https://www.15jees.jp/

概

建築・都市と情報・情報技術（IT）に関するシンポジウム

概

地震工学に関するオーガナイズドセッション、論文口頭発表、技術展示

要

出展内容

UC-win/Road、Allplan、DesignBuilder 他

要

出展内容

UC-win/Road、地震シミュレーションサービス、FEM解析スイート 他

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

主催：フォーラムエイト

Information Modeling ＆ Virtual Reality

本セミナーは弊社がスポンサーとして協力する土木学会主催CIM講演会の日程に合わせ、
当社ユーザ様に
BIM/CIM
による建築土木設計ソリューション
CIM関連ソリューションについて最新情報の紹介および今後のサポート提案を目的としております。今年は新
たに「CIM・i-Con技術セミナー」とし、
『フォーラムエイトが広げるBIM/CIMワールド』をテキストとして使
用。国交省推進の「i-Construction(アイ・コンストラクション)」をより意識した内容になっています。

CIM講演会／CIM・i-Con技術セミナー
CIM講演会2018（土木学会主催）
（予定）

CIM・i-Con技術セミナー （フォーラムエイト主催）

10：00 - 17：00

13：30 - 17：30

開催地
開催日

会場

開催日

サテライトキャンパスひろしま

10月 3日（水）

メルパルク広島

島

9月28日（金）

福

岡

10月 5日（金）

天神ビル会議室

10月16日（火）

フォーラムエイト 福岡営業所

沖

縄

10月26日（金）

沖縄県立博物館

10月30日（火）

FORUM8沖縄（那覇IT創造館）

Web：http://www.forum8.co.jp/fair/fair02.htm
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参加者にもれなくプレゼント
FORUM8オリジナル手帳

会場

広

詳細・お申込

100

参加費：無償

5Ｆ椿2

営業窓口：0120-1888-58（フリーダイヤル）

FAX：03-6894-3888

イベントプレビュー

Virtual Reality Design Studio

小・中学生向けワークショップ

14回

第

Junior Software Seminar

ジュニア･ソフトウェア･セミナー
Junior Software Seminar

小中学生の皆さんでソフトウェアに興味のある方や自由研究、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

発想する創造力をのばす

豊かな想像力と表現力をのばす

人に伝える発信力をのばす

道をつくり まちをつくり、
自由な発想で楽しみながら
創造性を身につけます

自分の世界観を追求し、
目に見えるカタチにする
表現する感性を身につけます

つくる途中で自分の考えを伝えたり、
できた世界を人に楽しんでもらったり、
発信する力を身につけます

キミだ
けの

世界 を

つくろう
！
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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

冬休み
バ-チャルな
企画
3次元空間を作ろう！
2018.12.25（火）-26（水）
会場 東京/札幌/岩手/仙台/金沢/
名古屋/大阪/福岡/宮崎/沖縄

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～
対象

小学生・中学生

会場

本会場：FORUM8 東京本社セミナールーム（港区・品川インターシティ）
TV会議：札幌/岩手/仙台/金沢/名古屋/大阪/福岡/宮崎/沖縄

参加費

★参加者にオリジナル
T シャツプレゼント！

全国10拠点で同時開催！
TV会議システムで中継し
最後に自分の作品を発表します

定員

※小学生の方は保護者同伴でご参加ください。

18,000円（2日間、教材費、Tシャツ含む）
※有償セミナー招待券、FPBポイント利用可
東京40名 / 各所15名～30名（先着順、定員になり次第申込締切）
受付締切：【冬休み】2018年12月21日（金）

お申込み

お申込み方法など詳しくはWEBへ
https://www2.forum8.co.jp/cgi-bin2/junior.htm
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12th FORUM8 DESIGN

FESTIVAL 2018-3DAYS+EVE
All about FORUM8 & Products.

2018.11.14 wed -16 Fr i/EVE11.13 Tu e
品川インターシティホール A 棟 21F フォーラムエイト

Eve

17th
3D V

R

Äåóéçîˁ
Áîáìùóéó

▶ フォーラムエイ
トデザインフェスティバル前夜祭

「traditional & technology 和のエンターテインメント空間」

11/13 Tue

Harmony of traditon with technology/華道ライブパフォーマンス/和装TAP Dance
スマホで金魚すくい/水墨画のライブショー/VR太鼓体験/VR流鏑馬体験/鉄道シミュレータ運転体験

▶ VRコンファランス第19回

UC-win/Road協議会

・開会 ご挨拶
▶

Day1

11/14 wed

自動運転カンファランス
・経産省、総務省、国交省、警察庁、4省庁5講演
・ご来賓あいさつ 古屋 圭司 氏
・プレゼンテーション

FORUM8オリジナル
LEDライト

今後の展望 〜自動運転・ADASパッケージ、
ゲームエンジンの活用〜」
「VRシミュレーション環境事例、
「UC-win/Roadの最新情報、
組込およびVR-Cloud NEXTの新たな展開」

▶ 第17回

3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド表彰式

▶ 出版書籍講演
「有限要素法よもやま話」
「VRで学ぶ情報工学」「超スマート社会のためのシステム開発」
▶ ネッ
トワークパーティ、出版書籍披露
▶ VRコンファランス第19回

FORUM8オリジナル
FO
ナル
図書カー
書カード

UC-win/Road協議会

・開会 ご挨拶
▶ 特別講演 「VRコンテンツの需要とShade3Dの今後」

Day2
11/15 Thu

▶ 第6回

CPWC・第8回 VDWC 最終審査、表彰式
▶ 第4回 ジュニア・
ソフトウェア・セミナー表彰式
▶ 特別講演 「地球はすでに脳である」
▶ 第4回最先端表技協・最新テクノロジーアー
トセッション

FORUM8オリ
FO
FORUM8オ
U
ジナル

「最先端表現技術利用推進協会」
「第2回 羽倉賞発表」
▶ 第11回国際VRシンポジウム
▶ ネッ
トワークパーティ
▶ 第12回デザインコンファランス

FORUM8オリジナル手帳、
ボールペン

・開会 ご挨拶
▶ 特別講演 「巨大災害はどれくらいの被害をもたらし、何でどれくらい軽減できるのか？」

Day3

11/16 Fri

・プレゼンテーション
「FORUM8の災害対策・耐震ソリューションの最新情報と今後の展開」
▶ 特別講演 「災害における避難シミュレーションの最新事例」

・プレゼンテーション
「IM&VR BIM/CIMへの取組とi-Construction、
積算、会計対応について」
▶ 第5回NaRDA表彰式
▶ 来年、
またお会いしましょう！

詳しくは同送のDESIGN FESTIVAL 2018案内状をご覧ください
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ランチクーポン
（プレミアム会員）

※画像は制作中のもので、
実際のデザインと異なる
場合がございます。

詳細：http://www
http://www.forum8.co.jp/fair/fair.htm#design-fes2018
t
tt
ttp://ww
forum8 co jp

17th

ͽֿख़ӭ፻Ғᴷ²°±¸ࢳ±°ఌ¹ஓᴥཌᴦ
17th
3D V

R

3D V

R

ቼ17 و3DˁVRʁʩʯʶ˂ʁʱʽɽʽʐʃʒˁɴʽˁɹʳɰʓǽख़ӭᛵᬱ

The 17th 3DVR Simulation Contest

2002ࢳɁUC-win/RoadȈʇʟʒɰɱɬˁʡʷʊɹʒˁɴʠˁʀˁɮʮ˂ȉՙ᠈ɥൡȾුࢳᩒϸȨɟ
ȹȗɞǾUC-win/RoadȾɛɞ3DeVRʁʩʯʶ˂ʁʱʽɁͽֿɽʽʐʃʒǿʑʀɮʽʟɱʃʐɭʚʵ
ɁʫɮʽɮʣʽʒȻȪȹ۹ȢɁТᇸȽͽֿȟᄉ᚜ȨɟȹȝɝǾ2011ࢳȞɜɂVR-Cloud®Ⱦɛɞɹʳ
ɰʓੵᇝȟɮʣʽʒɥᄱɝ˨ȥȹȗɑȬǿʃɹʴʡʒᴥ5ґᴦǾʁʔʴɴȺͽֿɥ᚜းȪɑȬǿ

ͽֿӭᪿᛵᬱ

Day1

詳細▶http://vrcon.forum8.jp/

ᩒϸஓሌ
৭৭અ॑ৢૌखञષमؚ
ॡছक़ॻदષਁ৫؞ಹ॑ৰःञखऽघ؛

ख़ӭژໄˁ૬ҋ࿎
ˁUC-win/RoadȺͽȨɟȲVR ʑ˂ʉ
ǽᴥʃɹʴʡʒ॒ᬳᴬCD-ROMǾDVD ኄ
ǽǽǽɁʫʑɭɬȾίސᴦ

FORUM8 Point Bank

10ఌ16ஓᴥཌᴦ ʘʩʗ˂ʒͽֿ̙ᤣᤣᐎ͢
FPB1000 ポイ
イント
プレゼント！

11ఌ 2ஓᴥᦂᴦ
ᵻ 11ஓᴥஓᴦ ɹʳɰʓˢᓐੵᇝ

ˁVRʑ˂ʉɁകᛵᴥ150͏ޏюᴦǾͽศ

ɹʳɰʓˢᓐੵᇝǽ http://vrcon.forum8.co.jp/vote/

ख़ӭȾᩜȬɞȝץնȮа
TEL:0120-1888-58ǽFAX:03-6894-3888ǽ
E-mail: forum8@foum8.co.jp

11ఌ13ஓᴥཌᴦՙ᠈ͽֿߜ౼͢ǽ
ఌ13ஓᴥ
11ఌ14ஓᴥ෩ᴦ15ᴷ35ǽյ᠈ᄉ᚜ˁ᚜पֿࣻࡺɮʽʉ˂ʁʐɭʥ˂ʵ

▶詳細は上記WEBをご覧ください

ユーザ情報ページより投票いただいたユーザ様へ

FPB1000pt をプレゼント！
名様に
オリジナル図書カード1000円をプレゼン
ード100
ド
0円をプレゼント！

さらに抽選で 100
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第 16 回グランプリ受賞作品
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GALLERIA
ǽᯚॴᑤɼ˂ʩʽɺʘ˂ʒPC
ʧ˂ʉʠʵSSD
᠈Ǿʒʷʟɭ˂Ǿَంɵ˂ʓ
DJI Mavic Air(4Kʛʘʳʨɵʫʳଃᢐ)
᠈Ǿَంɵ˂ʓ

ɬɮʑɬ᠈ˁ
ɲʍʅʽʃ᠈

GALLERIA ɼ˂ʩʽɺʘ˂ʒPC
᠈Ǿَంɵ˂ʓ

ߜ౼᠈׆

ɬɹʁʱʽɵʪGoPro HERO6ᴥ4K60ʝʑɴߦख़ᴦ
᠈Ǿَంɵ˂ʓ

ʘʩʗ˂ʒ᠈

᚜पᅀǾَంɵ˂ʓ
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The 5rd National Resilience Design Award
ّ٠ऐᬈԇȾȬɞщͶᄑȽ̜ȻɥˢڛȾᪿɔǾষڨ૬ΖȝɛɆ੫ᚓᆅᩇɁ
៱ȽکȻȽɞȦȻɥ᭐ȶȹǾ
Ȉʔʁʱʔʵˁʶʂʴɲʽʃˁʑʀɮʽɬʹ˂ʓȉɥᩒϸ
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詳細▶http://www.forum8.co.jp/fair/narda.htm
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ख़ӭژໄˁ૬ҋ࿎
ᜫ/ᜓȾ᪅ɜȭǾນདɋɁ૬ǾնျᄑȽᜫศ૬ಘǾBCPǾʴʃɹʨʗʂ
ʫʽʒȽȼǾᄽᄑˁᩖᄑȾّ٠ऐᬈԇȾȬɞю߁ȺȕɞɕɁȻȪɑȬǿ
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ˁɬʕʫ˂ʁʱʽǾӦ႕ǾPPTȽȼɁʃʳɮʓᴥ͖ᴦ

ख़ӭȾᩜȬɞȝץնȮа

Day3

յቛ

10ఌ17ஓᴥ෩ᴦǽ
ʘʩʗ˂ʒͽֿ̙ᤣߜ౼͢
11ఌ13ஓᴥཌᴦǽ
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11ఌ16ஓᴥᦂᴦ15ᴷ30ǽ
յ᠈ᄉ᚜ˁ᚜पࣻ
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᠈ˁʒʷʟɭ˂
raytrekᯚॴᑤʘ˂ʒPC
ʧ˂ʉʠʵSSD
Amazonɸʟʒɵ˂ʓ

ໄɺʳʽʡʴ ᠈Ǿʘ˂ʒPC
Amazonɸʟʒɵ˂ʓ
ߜ౼᠈׆

᠈Ǿп္ۿɵʫʳTHEATA S
Amazonɸʟʒɵ˂ʓ

ʘʩʗ˂ʒ᠈ ᚜पᅀǾAmazonɸʟʒɵ˂ʓ

TEL: 0120-1888-58ǽFAX: 03-6894-3888ǽE-mail: forum8@foum8.co.jp
▶詳細は上記WEBをご覧ください

第 4 回グランプリ受賞作品

第 3 回グランプリ受賞作品
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「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」

ᴪ³ඒЫͶᯏጸഫᣲᜓȾɛɞᝊጯᜫᴪ

−実大実験の実施と高性能

ʗɹʃʒɲʔʂ˂ˁɬʽʓˁ
ʴʇ˂ʃಊࣻ͢ᇋ

FEMファイバーモデルによる照査−
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フォーラム―

総 務

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、前回に引き続いて改正民法の話題か

24

ら、新しく規定された「定形約款」について取り上げ、その定義やルー

Vol.

ルについて解説します。

民法改正について（第 2 回 定型約款）
2017年6月2日に公布された改正民法の主要なテーマについて、第2

正民法上の「定型約款」には含まれません。たとえば、事業者間取引
で使用される単なるひな型や労働契約などは、
「定型約款」に該当し

回目として、
「定型約款」をご紹介します。
現在の日常生活や取引においては、数多くの「約款」が使用されて

ないものと考えられます。
「定型約款」に含まれない約款等について

います。しかし、現行民法では、約款の定義や約款に関するルールにつ

は、今後も、現行民法下での議論や裁判例等を参考にして解釈してい

いての規定はありませんでした。改正民法では、新しく「定型約款」の

くこととなります。

規定をおいて、その定義やルールを明確化しています（改正民法第548
条の2から548条の4）。

定型約款が契約内容となるためには
次の要件のいずれかを満たして定型取引の合意をしたときには、定

定型約款とは

型約款の個別条項が、当事者間の契約（合意）の内容になります（改

改正民法で新しく規定が置かれた「定型約款」とは、
「定型取引に
おいて、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備
された条項の総体」と定義されています。
また、定型約款の定義にある「定型取引」とは、
「ある特定の者が不

正民法第548条の2第1項）。
（1）定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
（2）定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨
を相手方に表示していたとき

特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は
一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう」と

（1）
（2）のいずれかの要件を満たしていれば足り、両方を満たして
いる必要はありません。

されています（改正民法第548条の2第1項）。
不特定多数の者との取引に関するものであること、取引内容の画一
性が双方当事者にとって合理的であることなどの要件がポイントで、
具体的には、銀行の預金規定や、割賦販売契約書の裏面約款などが

また、定型約款の事前開示や定型約款の詳細な内容の認識・了解
は、要件とはされていません。
もっとも、定型約款準備者が定型約款の開示を求められた場合には
これに応じる必要があり（改正民法第548条の3第1項）、定型約款準

「定型約款」に該当する、とされています。
他方で、上記の定義に当てはまらない場合には、仮に「約款」という
名称がついていたり定型的な契約書を使っていたりしたとしても、改

備者が開示請求を拒否した場合には、当該定型約款は契約内容になり
ません（改正民法第548条の3第2項）。

■定型約款に関する規定まとめ

定型約款の要件（改正民法第548条の2第1項参照）
（1）ある特定の者が不特定多数の者を相手方する取引で、
（2）取引内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的な取引において、
（3）契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された、
（4）契約条項群
定型約款の合意（改正民法548条の2）
定型約款の条項が契約内容となる場合（みなし合意）
（改正民法548条の2第1項）
（1）定型約款を契約の内容とする旨の合意がある場合、または、
（2）定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示した場合
定型約款の条項が契約内容とならない場合（みなし合意除外）
（改正民法548条の2第2項）
（1）相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項で、
（2）その定型取引の態様 及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして信義則（民法1条2項）に反して相手方の利益を一方的に害すると
認められるもの
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上記（2）の場合は、効力発生時期の到来までに周知をする必要があり

定型約款の効力が制限される場合
上記2の要件を満たす場合でも、定型約款準備者に一方的に有利な

ます（改正民法第548条の4第3項）。

条項や、相手方が予測できないような契約条項は、契約の内容にはな
新設される定型約款に関する規定の概要は以上のとおりです。具体

りません。具体的には、

的な取引で使用されている約款が「定型約款」に該当するかどうか、
（1）相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項で、
（2）その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に

改正民法をふまえての契約書や「約款」の整備など、気になることがあ
りましたら、是非ご相談下さい。

照らして信義則（民法1条2項）に反して相手方の利益を一方的
に害すると認められるもの

なお、2020年4月に施行が予定されている民法改正については次の

は、当事者間で合意したものとはみなされず、法的拘束力を有しない
ものとされています（改正民法第548条の2第2項）。

ような項目が挙げられていますので、参考にしてください。
■民法改正の主な改正事項（2020年4月1日施行予定 ※一部の規定を除く）

いわゆる不当条項だけでなく、相手方が合理的に予測できないよう

1

消滅時効

改正民法第147条～第169条

な条項（不意打ち条項）も、本規定によって法的拘束力を有しない、と

2

法定利率

改正民法第404条

の判断となりえます。

3

債務不履行による
損害賠償

改正民法第415条～第422条の2

また、上記（2）に該当するかどうかの判断にあたっては、約款条項

4

保証

改正民法第448条～第465条の10

の文言や趣旨だけでなく、契約全体の内容、特に不利益の存否、内

5

債権譲渡

改正民法第466条～第469条

容、程度、定型取引の態様、性質、実情、取引上の社会通念など、全て

6

相殺

改正民法第505条～第512条

の事情を総合的に考慮して判断されることとなります。

7

危険負担

改正民法第536条

8

解除

改正民法第541条～第548条

9

定型約款を変更するには

定型約款

改正民法第548条の2～第548条の4

次の要件をいずれかに該当するときは、当事者間の個別の合意がな

10

売買（瑕疵担保責任）

改正民法第56条～第570条

くても、定型約款準備者において、定型約款を変更することができま

11

賃貸借

改正民法第601条～第622条の2

す（改正民法第548条の4第1項）。
（1）相手方の一般の利益に適合するとき

参考：法務省ウェブサイト

（2）契約した目的に反せず、変更の必要性、変更の内容の相当性、

[1] 民法の一部を改正する法律（債権法改正）について

変更条項の有無・内容その他の変更に係る事情に照らして合
理的なものであるとき

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06̲001070000.html
[2] 約款（定型約款）に関する規定の新設

なお、上記（1）
（2）のいずれかに該当して定型約款を変更する場

http://www.moj.go.jp/content/001255638.pdf

合、定型約款準備者は、効力発生時期を定め、約款変更する旨・変更
後の約款内容・変更の発生時期を、インターネットの利用など適切な方
法で周知する必要があります（改正民法第548条の4第2項）。ただし、

監修:中本総合法律事務所

定型約款の内容の表示（改正民法548条の3）
定型約款準備者が定型約款の開示を求められた場合（改正民法548条の3第1項）
定型約款準備者はこれに応じる必要がある。
（書面交付やウェブサイトでの開示等をしたときを除く。）
定型約款準備者が開示請求を拒否した場合（改正民法548条の3第2項）
当該定型約款は契約内容にならない。
（一時的な通信障害等の正当事由がある場合を除く。）
定型約款の内容の変更（改正民法548条の4）
定型約款の変更の要件（改正民法548条の4第1項）
（1）相手方の一般の利益に適合するとき、または、
（2）契約した目的に反せず、変更の必要性、変更の内容の相当性、変更条項の有無・内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
定型約款の変更の手続（改正民法548条の4第2項、第3項）
・効力発生時期を定めて、約款変更する旨・変更後の約款内容・変更の発生時期を、インターネットの利用など適切な方法で周知する必要がある。
・上記（2）の場合は、効力発生時期の到来までに周知をする必要がある。
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フォーラムエイト

FPB景品カタログ
Pick UP！ フォーラムエイトオリジナルグッズ
FORUM8
DESIGN FESTIVAL
All about FORUM8 & Products.

¥500

オリジナル図書カード
500円券・1000円券

Engineer's Studio®

IM&VR

www.forum8.co.jp
www.forum8
www
w forum
f
8.co.jp
8
co
o jp
j

Amazonギフト券
（Eメールタイプ）

各1枚
FPB 1,800 pt

・10,000円
・3,000円
・1,500円
・500円

オリジナル切手シート

FPB 11,500
FPB 3,500
FPB 1,800
FPB 600

pt
pt
pt
pt

82円 20枚セット
FPB 2,200 pt

出版書籍

夢のVR世紀

VRインパクト

3次元VRソフト「UC-win/Road」と
フォーラムエイトの軌跡 VR Design
StudioUC-win/Road

知らないではすまされない
バーチャルリアリティの凄い世界

著者：川田宏之
監修：福田知弘
PJ総合研究所

VRで学ぶシリーズ

著者：稲垣 竜興
FORUM8 パブリッシング
・VRで学ぶ道路工学
・VRで学ぶ舗装工学
FPB 1,200 pt ・VRで学ぶ橋梁工学

著者：伊藤裕二
ダイヤモンド・ビジネス企画
FPB 1,440pt

行動、安全、文化、「BeSeCu」
～緊急時、災害時の人間
行動と欧州文化相互調査

VRプレゼンテーションと
新しい街づくり

コミュニケーション
デザイン1～５

著者：FOMS
FPB 3,040 pt 遊子館
FPB 3,040 pt
FPB 3,040 pt 5冊セット

環境アセス&VRクラウド

フォーラムエイトが広げる

～環境コミュニケーションの新展開～

BIM/CIMワールド

漫画で学ぶ舗装工学

著者：阿部忠行／稲垣竜興
建設図書
各FPB 2,400 pt ・各種の舗装編
FPB 2,600 pt
FPB 11,300 pt ・新しい性能を求めて FPB 3,500 pt

安全安心のピクトグラム

避難誘導サイン
トータルシステム

RGSSガイドブック
著者：福田 知弘／関 文夫 他
著者：傘木宏夫
著者：フォーラムエイト
著者：太田 幸夫
著者：太田 幸夫
編著者：エドウィン・R・ガリア
FORUM8 パブリッシング
日刊建設通信新聞社
エクスナレッジ
FORUM8
パブリッシング
FORUM8 パブリッシング
FORUM8 パブリッシング
FPB 2,200 pt
FPB 2,240 pt
FPB 2,800 pt
FPB 3,200 pt
FPB 2,000 pt
FPB 2,800 pt

新版 地盤FEM解析入門

地下水は語る
－見えない資源の危機

著者：蔡 飛
FORUM8 パブリッシング
著者：守田 優
FPB 1,900 pt 岩波書店

FPB 700 pt

できる！使える！
バーチャルリアリティ

土木建築エンジニア
のプログラミング入門

ICTグローバル
コラボレーションの薦め

都市の地震防災

都市の洪水リスク解析

-地震・耐震・津波・減災を学ぶ

先端グラフィックス言語入門

～減災からリスクマネジメントへ～ ～Open GL Ver.4& CUDA～

著者：川村敏郎
編著者：吉川 弘道
著者：守田 守
著者：安福 健祐 他
FORUM8 パブリッシング
FORUM8 パブリッシング
FORUM8 パブリッシング
FORUM8 パブリッシング
FPB 1,900 pt
FPB 1,500 pt
FPB 600 pt
FPB 1,300 pt

エンジニアのためのLibreOffice
入門書

Android
プログラミング入門

数値シミュレーションで
考える構造解析

3D技術が
一番わかる

監修：田中 成典
著者：フォーラムエイト
著者：フォーラムエイト
著者：フォーラムエイト
著者：吉川 弘道／青戸 拡起／ 著者：町田 聡
建通新聞社
甲斐 義隆
技術評論社
FORUM8 パブリッシング
FORUM8 パブリッシング
FORUM8 パブリッシング
FPB 3,300 pt
FPB 1,900 pt
FPB 1,900 pt
FPB 2,500 pt
FPB 800 pt
FPB 800 pt

その他
3DAY非常食セット
防災館オリジナル
『3DAYS非常食セット』
あんしんの殿堂防災館

最先端表現技術利用推進協会 年会費
最先端表現技術利用推進協会

・情報会員
（写真提供：円融寺除夜の鐘 ・個人会員
プロジェクションマッピン
・法人会員
FPB 9,500 pt
グ奉納実行委員会）

FPB 3,000 pt
FPB 6,000 pt
FPB 120,000 pt

楽天ポイントギフトカード
10,000円

5,000円
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3,000円

・10,000円
・5,000円
・3,000円

FPB 11,500 pt
FPB 6,000 pt
FPB 3,500 pt

お申し込みは、ユーザ情報ページログイン後の専用フォーム、
または弊社営業窓口からお問い合わせください。

詳細はこちら

www.forum8.co.jp/forum8/FPB.htm

OA機器・パソコン関連

USBポケットマウス

竹製レーザーマウス

ゲームマウス

XP81001

RAZER社
FPB 1,800 pt

フューチャーインダストリーズ（株）

木製マウスパッド

FPB 3,340 pt

FPB 6,700 pt

ディスプレイ切替器

竹製キーボード

フューチャーインダストリーズ（株） フューチャーインダストリーズ（株）
FPB 3,340 pt

サンワサプライ（株）

FPB 5,400 pt

FPB 2,400 pt

512GB

外付けハードディスク

外付けハードディスク
2TB

（株）バッファロー

・16TB FPB 138,000 pt
・12TB FPB 76,000 pt

（株）アイ･オー･データ機器
（株）バッファロー

microSDXCカード
64GB

Team

microSDHCカード

FPB 7,500 pt

FPB 3,040 pt

ポータブルSSD

フラッシュメモリ
ドライブ（SSD）
120GB

サンディスク

インテル（株）
FPB 32,000 pt
FPB 13,900 pt

4K対応ビデオカメラ

FPB 63,000pt

携帯用
プロジェクタ

・512GB FPB 61,000 pt
・256GB FPB 24,000 pt

USBフラッシュメモリ

USBフラッシュメモリ
16GB

ボールペン型
USBメモリ

128GB
サンディスク
FPB 3,860 pt

FPB 810 pt

関数電卓

電源タップ

USBハブ

フューチャーインダス
オリエント・エンタプ
カシオ計算機（株）
エレコム（株）
（株）バッファロー
トリーズ（株）
ライズ（株）
FPB 1,700 pt
FPB 2,100 pt
FPB 1,000 pt
FPB 17,300 pt
FPB 3,040pt
FPB 26,900 pt

crucial

全天球カメラ
RICOH

ブラックエディションアド
iiyama
ベンチャー

FPB 7,900 pt

シリコンパワー
FPB 2,000 pt （株）トランセンドジャパン
FPB 3,900 pt
FPB 1,400 pt

フラッシュメモリ
ドライブ（SSD）
525GB

FPB 10,400 pt

23型マルチタッチパネ
ル液晶ディスプレイ

・32GB
・16GB

Kingston

（株）アイ･オー･データ機器

FPB 45,000 pt
FPB 33,000 pt

USBフラッシュメモリ
64GB

（株）トランセンド・ジャパン

TOSHIBA

・480GB
・120GB

・6TB
FPB 55,500 pt ・4TB

FPB 7,900 pt

microSDXCカード
128GB

USBフラッシュメモリ

LAN接続型ハードディスク 8TB LAN接続型ハードディスク ポータブルハードディスク 1TB

（株）バッファロー

256GB

デジタルカメラ
（1820万画素）

デジタルカメラ
IXY200(RE)

ファンヒーター
空気清浄機能付

SONY

キヤノン（株）

dyson

FPB 43,000 pt FPB 36,800 pt FPB 21,000 pt FPB 12,200 pt

扇風機
タワーファン

ファンヒーター
dyson

dyson

ゴルフ・キャディ
バッグペン立て

コードレス
クリーナー
dyson

Bluebonnet

FPB 56,100 pt FPB 51,000 pt FPB 45,000 pt FPB 75,600 pt

FPB 3,900 pt

ECO関連

昼光色

電球色

LED電球 パナソニック（株）
・昼光色
・電球色
・昼光色
・電球色

485ルーメン
350ルーメン
480ルーメン
390ルーメン

FPB 1,000
FPB 1,000
FPB 1,700
FPB 1,800

農薬完全不使用の唐辛子とお茶
pt
pt
・小(八味唐辛子2缶、お茶1袋)
pt
pt ・中(八味唐辛子3缶、お茶2袋)

FPB 3,300 pt
FPB 4,300 pt

ぐーももファーム
ぐーももファーム ぐーももファーム 無農
ソーラーチャー
ジャー(60W)
無農薬・季節野菜の 無農薬・季節野菜の 薬野菜作り体験セット
詰め合わせセット お取り寄せ（6回分）
PowerFilm Inc
・野菜コース
・中 FPB 5,000 pt
・大 FPB 7,600 pt

・ハーブコース
FPB 46,500 pt

FPB 26,000 pt

大町・北アルプス・
安曇野 ECOツアー
よくばりコース
NPO地域づくり工房
FPB 27,000 pt

ソーラーチャー
ジャー(USB)
PowerFilm Inc

ECO油セット
なたね油2本、エゴマ油1本
菜の花生産組合 なたね油
FPB 4,500 pt

マルチソーラー
チャージャー
（株）グリーンハウス

風穴 兄妹セット

菜の花 姉妹セット

「信州美麻 そばおどかし」 「菜の華」720ml /「美麻
高原 菜の花オイル」100ml
「菜の華」各720ml
合同会社 菜の花ステーション 合同会社 菜の花ステーション
FPB 6,000 pt

ウッドプラスチック
製敷板Wボード

FPB 4,500 pt

自然と健康の会
法人会員年会費

(株)ウッドプラスチック ・個人 FPB 10,000 pt
テクノロジー

・法人

FPB 82,000 pt

FPB 6,900 pt

FPB 2,800 pt

FPB 26,000 pt

FPB 360,000 pt
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FPB からのご案内
中小企業・小規模事業者対象

IT 導入補助金
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IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまの、自社の課題やニーズに合ったITツール導入費の一部を補助すること
で、業務効率化・売上アップをサポートするものです。フォーラムエイトは交付審査で必要、あるいは有利になるツール・規格の
利用も含め、みなさまの補助金申請をサポートします。交付決定の期間、事業報告の期間等の変更で、今回の期間は一次、二次
公募時よりさらに申請いただきやすくなっております。この機会に是非ご確認ください。
2018年9月

10月

11月

12月

キャンペーン情報

三次公募スケジュール

㢌刿

交付申請期間
交付決定日

交付決定までの期間が短くなり、

〜11/19（月）

事業開始がより早く可能に

第1回

第2回

第3回

10/5（金）

10/19（金）

11/2（金）

第5回

第4回

11/16（金） 11/30（金）

昨 年度のサービス等 生
産性向上I T導入支援事
業 に お いて 採 択され た
事業者であっても、今年度
の事業に交付申請すること
は可能。
※ただし、同一部門、同一事
業で、昨年と同様の機能を
もつITツールを同じ目的で

事業実施期間 ※交付決定日以降

〜1/31（木）

購入する場合は、今年度の
事業に交付申請をすること

㢌刿

事業完了報告期間 〜1/31（木）

はできません。

報告期間が
5年間→ 1年間 の 1回 に

注目製品「スイート建設会計」、
「Shade3D」、技術サービス
など様々な製品・サービスが対象！
補助金対象製品は下記サイトをご覧ください。
対象製品一覧

経済産業省
「平成 29 年度補正 サービス等生産性向上 IT 導入支援事業」
https://www.it-hojo.jp

http://www.forum8.co.jp/product/it-support-list.htm

営業窓口からのお知らせ キャンペーン情報

キャンペーン期間

技術サービス

キャンペーンの詳細はこちら ＞＞

キャンペーン情報

http://www.forum8.co.jp/campaign/campaign.htm

2018/10/1～2018/12/31 この度オトクなキャンペーンをご紹介！

1 技術サービス 早割
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2019年1月

5％OFF

キ ャ ン ペ ー ン
年度末の繁忙期に先がけて、キャンペーン期間中に技術サービスを
早めにご利用頂くことで、5％OFFの割引価格でご提供いたします。

3D･VRシミュレーションサービス

3D・VRエンジニアリングサービス

解析支援サービス

■地震シミュレーション

■3Dレーザスキャン・VRモデリング

■Engineer's Studio®

■都市部交差点VRシミュレーション

■3D模型作成（大師ジャンクション）

■津波数値解析（岩手県釜石市 津波解析データ作成）

Up&Coming123号 Information

オータム

キ ャ ン ペ ー ン

2 FPB ポイント倍増
製品購入時・サービス利用時の
FPBポイント

2倍

弊社製品をご購入いただく際に付与のFPBポイントを1％から2％に、
サービスご利用時に付与のFPBポイントを0.5％から1％に倍増いたします。
■Engineer's Studio® Section

■橋脚の設計・3D配筋（H29道示対応）

詳細はこちら ＞＞

スーパープレミアムユーザ（SPU）制度のご案内

プレミアム会員制度

http://www.forum8.co.jp/forum8/fpb-premium.htm#spu

製品・サービスご購入実績が上位のユーザ様を対象として、スーパープレミアムユーザ 会員（SPU)制度（FORUM8・VIPユーザ会）を開始しております。
本連載では、情報提供やさまざまな特典をはじめとして、SPU会員の皆様を対象としたご案内を掲載いたします。

特別な

ゴルフコンペ

デザイン
フェスティバル聴講
および

ご招待

テクニカルツアー
ご招待

年2回程度、カメリアヒルズ
カントリークラブを予定

毎年数回実施・
ご招待予定

SPU
入会記念品
贈呈
高級ブランドネクタイなど
毎年変更

11月14日（水）〜16日（金）

＊記念品は変更になる可能性が
ございます。ご了承ください。

各種講演会、
交流会ご招待
「日本のヴィジョン
を考える会」
月例講演会へ参加
（当社枠8名先着順）

MIT
「Japan Conference」
ご招待

S
P
U

／

SPU招待
特別講演
・
懇親会

（当社枠10名先着順）

F
P
B

※上記1〜3の参加費・宿泊費はすべて弊社が負担いたします

熊本地震・ 東日本大地震関連支援団体へのポイント寄付
http://www.jrc.or.jp/（義援金）

・日本赤十字社

・（社）日本ユネスコ協会連盟

http://www.unesco.jp/（支援募金）

詳細はこちら ＞＞

日本赤十字社

ユネスコ

国境なき医師団

http://www.jrc.or.jp/

http://www.unesco.jp/

http://www.msf.or.jp/

フォーラムエイトポイントバンク（FPB）
購入金額に応じたポイントを登録ユーザ情報のポイントバンクに
特別景品に交換するユーザ向けの優待サービスです。
①フォーラムエイトオリジナルソフトウェア製品
対象

NPO
地域づくり工房

http://www.itstation.jp/

http://npo.omachi.org/

フォーラムエイト・ポイント・バンク

http://www.forum8.co.jp/forum8/fpb.htm

加算し、次回以降の購入時にポイントに応じた割引または、随時

ポイント寄付対象組織

NPOシビルまちづくり
ステーション

景品交換

FPB（フォーラムエイトポイントバンク）景品交換

認定NPO法人
柔道教育ソリダリティー

（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

http://www.npo-jks.jp/

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。
加算方法 ※ダイアモンド・プレミアム会員：150％割増

number of users
登録ユーザ数

20,195
（2018 年 9 月 14 日現在）

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）
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。

FPB ポイントによる表技協入会案内のお知らせ
交換方法

FPB ポイントを表技協入会に充てることができます。

最先端表現技術利用推進協会レポート（P.64-65）

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。

ポイントの確認・交換はこちら ＞＞

ユーザ情報ページ

有効期限 ポイント加算時から2年間有効

https://www2.forum8.co.jp/scripts/f8uinf.dll/login
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ؔ٦ت٦ل٦ךآ倜 堣 腉

≻

製品一覧に製品画像と概要を表示し、
よりわかりやすく

≫製品オーダーページ
https://www2.forum8.co.jp/cgi-bin2/order.htm

≽

≾

≼

お見積、ご注文の履歴が確認可能
お見積を作成後、ご注文も可能に

ログインすると使用可能ポイントが
すぐに確認可能

≿
⊀
110

製品の検索機能を追加
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購入可能なグレードアップ製品を一覧でもわかりやすく表示
プラグインやオプション購入時、
対応製品のライセンスをお持ちであるか自動チェック

SEMINAR
SE
EMIIN
NAR IINVITATION
NVITATION
フェア・セミナー情報

■ 詳細・申込み：http://www.forum8.co.jp/fair/fair00.htm
■ セミナーカレンダー：https://apply.forum8.co.jp/fullcalendar

設計エンジニアをはじめ、ソフトの利用者を対象とした講習会として2001年8月にスタートしました。本セミナーは、実際にPCを操作して
ソフトウェアを使用することを基本としており、小人数で実践的な内容となっています。VR、解析、CADなどのソフトウェアツールの活用
をお考えの皆様にとって重要なリテラシを確保できるセミナーとして、今後もさらなるご利用をお待ち申し上げます。

体験セミナー

有償セミナー

VR Simulation

VR Simulation

セミナー名

日程

会場

UC-win/Road・VRセミナー

１０月 ２４日 （水） 福

ジュニア・ソフトウェア・セミナー

１２月 ２５日（火）
〜２６日 （水）

岡

T V

FEM Analysis/BIM/CIM
構造解析入門セミナー

１０月 １９日（金） TV・WEB

CAD Design/SaaS
セミナー名

日程

会場

深礎フレームの設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー

１０月

ボックスカルバートの設計・3D配筋セミナー

１０月 １１日 （木） TV・WEB

基礎の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー

１０月 １７日 （水） T V・WEB

土留め工の設計・3DCADセミナー※

１０月 ２３日（火） TV・WEB

Maxsurfセミナー

１１月

４日 （木） T V・WEB

セミナー名

日程

１０月

２日（火） TV・WEB

AR・S3D&VRセミナー

１０月

３日 （水） 東

京

UC-win/Road DS体験セミナー

１０月

５日（金） 東

京

交通解析・VRシミュレーション体験セミナー

１０月 １２日（金） TV・WEB

UAVプラグイン・VR体験セミナー

１０月 １６日（火） 東

3DCAD Studio®・VR体験セミナー

１０月 １８日 （木） TV・WEB

UC-win/Road・
エキスパート・トレーニングセミナー

１１月 １２日 （月）
東
〜１３日（火）

スパコンクラウド®体験セミナー

１１月 ２２日 （木） TV・WEB

セミナー名

２日（金） TV・WEB

日程

時

１０月 １０日 （水） TV・WEB

ビッグデータ解析体験セミナー

１０月 ２５日 （木） TV・WEB

体験セミナー
時 間：13:30～16:30（PC利用実習形式で実施しています。）

建築基礎、地下車庫の設計体験セミナー

１１月 ２１日 （水） TV・WEB

Shade3D体験セミナー

１１月 ２７日（火） TV・WEB

セミナー名

１０月 ２４日 （水）

EXODUS・SMARTFIRE体験セミナー

１１月

申し込
み方法

２日（金）

参加申し込みフォーム、電子メールまたは、最寄りの営業窓口まで
お願いします。お申し込み後、会場地図と受講票をお送りします。
【U R L】http://www.forum8.co.jp/fair/fair00.htm
【E-mail】forum8@forum8.co.jp
【営業窓口】0120-1888-58 （東京本社）

東 京 ： F8 東京本社 セミナールーム

札 幌 ： F8 札幌事務所 セミナールーム

大 阪 ： F8 大阪支社 セミナールーム

金 沢 ： F8 金沢事務所 セミナールーム

名古屋 ： F8 名古屋ショールーム セミナールーム

宮 崎 ： F8 宮崎支社 セミナールーム

福 岡 ： F8 福岡営業所 セミナールーム

岩 手 ： F8 岩手事務所 滝沢市IPUイノベーションセンター会議室

仙 台 ： F8 仙台事務所 セミナールーム

沖 縄 ： FORUM8沖縄 セミナールーム
W E B：オンラインでTV 会議セミナーと同時開催。
インターネットを通して参加可能。

T V：TV会議システムにて下記会場で同時開催
東京･大阪･名古屋･福岡・仙台・札幌・金沢・岩手・宮崎・沖縄
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日程

Engineer s Studio®体験セミナー

※各セミナー、フルカラーセミナーテキスト

ᆅୗ㕲
䚷༡⥺

１日 （木） TV・WEB

ゴールド・プレミアム会員特典

VIP迎車ランチサービス
体験セミナー参加者を対象にVIP迎車ランチサー
ビスに無料ご招待いたします（年2回×2名様）。
※迎車は関東1都6県に限ります。その他地域は
年2回ｘ2名様ランチサービスとなります。
詳細：http://www.forum8.co.jp/forum8/fpb-premium.htm

ÓÅÎÄÁÉ

会場

１１月

【中国語】会場：上海/青島/台北 時間：13:30～16:30（日本時間）

ＦＰＢポイント利用可能

㻶㻾ရᕝ㥐

日程

UC−1 港湾シリーズ体験セミナー

海外

間：9:30～16:30
（セミナーにより終了時間が異なる場合がございます。）
受講料：￥18,000
受講費には昼食（昼食券）、資料代が含まれています。
セミナー終了後、修了証として受講証明書を発行します。

༡ཱྀ

会場

2D・3D 浸透流解析体験セミナー

セミナー名

ÔÏËÙÏ

京

CAD Design/SaaS

有償セミナー

会場の
ご案内

京

FEM Analysis/BIM/CIM

※公益社団法人 地盤工学会 認定

FPBプレミアム

会場

組込システム入門体験セミナー
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Information Up&Coming123 号
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￥300,000

Engineer's Studio®の断面計算を切り出した単独製品

道路橋示方書、コンクリート標準示方書に対応

RC断面の断面照査機能

曲げ応力と曲げ耐力の3次元ひずみ平面／3次元応力度分布図／

自由な形の断面形状、二軸曲げ対応

3次元M-N相互作用図／2次元M-N相互作用図

123 October 2018

Engineer's Studio® Section

No.

Engineer's Studio® Section リリース！
任意断面形状、各種示方書、Engineer's Studio®連携対応

秋の号

■示方書の設定画面

■断面形状の設定画面

■軸力と曲げモーメントの相互作用図

■照査結果画面

・材料
・M-φ特性
・アウトライン ・断面照査用
・断面
詳細入力

3次元積層プレート・ケーブルの動的非線形解析

Engineer's Studio® Ver.7

Engineer's Studio® Sectionをはじめとした
他ソフトとの連携によりFEM解析をサポート！

配水池の耐震設計計算 Ver.8

￥470,000

￥550,000

函体縦方向レベル2断面照査オプション
¥80,000
杭支持オプション
¥173,000

東京本社

ISO14001 EMS
ISO27001 ISMS
ISO22301 BCMS
ISO9001 QMS

UC-win/Road V.12

株式会社フォーラムエイト

〒108-6021 東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A 棟 21F

グループ企業

Tel 03-6894-1888

Fax 03-6894-3888

●FORUM8 沖縄

Fax 078-304-4884

Tel 098-951-1888
Fax 098-951-1889

大阪支社

Tel 06-7711-3888

Fax 06-7709-9888

スパコンクラウド神戸研究室 Tel 078-304-4885

福岡営業所

Tel 092-289-1880

Fax 092-289-1885

中国上海 (Shanghai)

Mail info-china@forum8.com

札幌事務所

Tel 011-806-1888

Fax 011-806-1889

中国青島 (Qingdao)

Mail liulx@forum8.com

名古屋ショールーム Tel 052-688-6888

Fax 052-688-7888

台湾台北 (Taiwan)

Mail info-taiwan@forum8.com

仙台事務所

Tel 022-208-5588

Fax 022-208-5590

ハノイ (Vietnam)

Mail luyen@forum8.com

金沢事務所

Tel 076-254-1888

Fax 076-255-3888

ミャンマー

Mail yangon@forum8.com

岩手事務所

Tel 019-694-1888

Fax 019-694-1888

ロンドン / シドニー / 韓国

宮崎支社

Tel 0985-58-1888

Fax 0985-55-3027
※表示価格はすべて税別です。製品名、社名は一般に各社の商標または登録商標です。仕様･価格などカタログ記載事項を予告なく変更する場合があります。

●Shade 3D
Tel 03-4520-6240
Fax 03-4332-2376

CopyRight FORUM8 Co., Ltd.

2018 年 10 月 1 日
発行 フォーラムエイトパブリッシング
〒108-6021 東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A 棟 21F

柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.12

