
設計成果チェック支援システム
システムD動的解析条件画面

［HOT NEWS］

FORUM8・スパコンクラウド神戸研究室開設！
スパコン環境と大規模ストレージ環境を有効活用できるソフトウェア・サービス開発および運用支援を研究

NEDO事業採択・設計成果チェック支援システム
避難解析EXODUSの算定方法が東京消防庁認定に
［ユーザ紹介］

徳島大学 大学院 ソシオテクノサイエンス研究部
  利用者の視認特性に適した自転車用情報提示技術の開発へ、UC-win/Road ベースの自転車シミュレータを導入

［連載］
都市と建築のブログ
ハンブルグ（ドイツ）

イエイリ・ラボ 体験レポート Vol.7
設計成果チェック支援システム体験セミナー

［新製品紹介］
VR-CloudTM ／ a3S（特許出願中）／スパコンクラウドサービス

駐車場CADシステム／UC-Draw for SaaS／電子納品支援ツール for SaaS

［イベントレポート］
 第16回 先端シミュレータ研究会／Cloud Days Tokyo2011  他
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Users Report
ユーザー紹介／第 91回

徳島大学 大学院
ソシオテクノサイエンス研究部

都市デザイン研究室の位置づけ
自転車を中心とする研究の流れ

User
 Information

徳島大学 大学院

ソシオテクノサイエンス研究部　

工学部建設工学科 都市デザイン研究室

URL● http://www.e.tokushima-u.ac.jp/

　　　  http://design-lab.vis.ne.jp/index.htm

所在地● 徳島県徳島市

研究内容● 自転車利用空間を中心とする交通安全など

　　　　　  交通計画に関する研究

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部　山中英生教授
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土木学会の小委を基盤に国との共同研究
その中で中速交通への情報伝達性に焦点

現地実験の制約からシミュレータに着目
科研費プロジェクト機にUC-win/Road採用

徳島大学大学院　外観（徳島県徳島市） 国道192号 徳島駅前地区に設置された路面マーク

国交省との共同研究（「自転車等の中速グリー

ンモードに配慮した道路空間構成技術に関す

る研究」情報伝達ＷＧの資料より）
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Users Report
ユーザー紹介／第 91回

自転車シミュレータの課題と展開

自転車シミュレータを使った実験の様子（協力：先端技術科学教育部都市デザイン研究室所属　井上賢氏）

自転車シミュレータで有効性の確認が行われているサイ

ン例（架空看板や看板柱、路面表示（矢羽根やピクトほか））
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OpenGLは、UC-win/Roadを始めとして、3次元CGをリアルタイムで表現するアプリケーション
の開発に用いられているライブラリ。最新バージョンではシェーダなどの機能が拡張され、より高
度な表現が可能となっています。なお、フォーラムエイトでは、最新のOpenGL4をテーマとし
た土木・建築エンジニア向けのプログラミング入門書の出版を2011年 11月に予定しています。

OpenGL4

▲
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アンドロイド

■Androidとは

　

　
■モバイルOS

■Android のマーケットシェア

■フォーラムエイトでの今後の展開

����������	
便利ソフト情報

����������	
�������
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便利ソフト＆
　　　最新デバイス情報
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ネットブック最新事情�������
最新デバイス

■新しいノートPC「ネットブック」

■高い機動性とコストパフォーマンス

■クラウドコンピューティングへの親和性
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土木建築エンジニアのためのプログラミング入門講座

誌上セミナー

Vol.

　サンプルプログラムの構成　

　

　使用する関数とインポート方法　
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　サンプルプログラムの画面構成　

構造解析プログラミング講座（2）3
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土木建築エンジニアのためのプログラミング入門講座

Vol.Vol.33
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誌上セミナー
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土木建築エンジニアのためのプログラミング入門講座

Vol.Vol.33
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州知事幹線道路安全協会（GHSA）

ユニークなパートナーシップとその形成の経緯

交通事故死ゼロを目指し、多様な取り組み
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������ ［群馬県］

群馬大橋� 碓井第３橋梁（通称めがね橋）

昭 和 28 年 (1953)竣工。昭和25年着工、28 年完成の国道
17号線、前橋市利根川に架かる道路橋。
橋脚基礎は、県内初のケーソン工法。この橋は県の中心地、県
庁への玄関口を象徴する存在である。下流にある利根橋が老朽
化したために計画され、橋名は県民の公募により決定、応募数
１ 万通を超え当時の県民の関心度の高さがわかる。現在では、
前橋市のランドマークとしての4連アーチ両側にライトアッ
プにかかる維持管理費とCO2排出で「省エネ」環境にも配慮
したL E D照明を採用して工夫がなされている。下流側に上
り線専用の3車線の新設橋を建設1998年（平成10年）、現
在とで6車線供用となっている。

明 治 25 年 (1892)竣工。
現存する赤レンガ製のアーチ橋としては日本最大級のもので、
煉瓦の色とアーチの美しさが多くのカメラマン、鉄道ファン
を魅了している。本橋は、昭和38年にアプト式鉄道が廃止
されるまでの70年間、太平洋側と日本海側を結ぶ輸送に多
大の貢献をした。現在は丸山変電所（2棟）、隧道（10本）、
橋梁（5本） を含む旧鉄道敷が「碓氷峠鉄道施設」として重
要文化財に指定されており、J R 横川駅前にある「鉄道文化
むら」から峠の湯まではトロッコ列車が運行され、並行して
めがね橋（第三橋梁）までの4.8k m が遊歩道「アプトの道」
として整備されている。

橋長 ● 100m

昭 和 56年 (1981)竣工。桐生川に作られた桐生川ダムと人造湖
の梅田湖に架かるのが梅田大橋。桐生川上流部は「水源の森百選」
や「森林浴の森百選」に選ばれるほどの良好な自然環境を有して
いる。またマス釣り・ブラックバス釣りの太公望には大変人気の
ある湖である。橋からは、桐生川ダムの裏側と梅田湖の景色が大
変良く見える。橋梁の特徴は、地形（河岸段丘） に合わせて桁高
を変化させ、岩着した高い2枚壁の橋脚を上下部剛結構造とし、
低い橋脚は可動支承を設けてある。長期にわたってクリープ変形
により桁が縮むPCでは、たわみやすい２枚壁が合理的である。

梅田大橋

橋長 ● 280m 幅員 ● 9m 橋長 ● 91m 幅員 ● 4.6m

�

�
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ＮＰＯ法人シビルまちづくりステーション
関東地方の橋百選より
�����������	�
���	�����

参考文献：「鉄の橋百選」成瀬輝夫 編 東京堂出版 /「日本百名橋」松村 博著 鹿島出版会」

昭和 50年 (1975) に
架設。渡良瀬川を塞
き止めた草木ダムと
そのダム湖の草木湖、
その草木湖の真ん中
にシンボル的存在で
ある草木橋が架かっ
ている。湖底には
220家屋がそのまま
の状態で眠っている。

草木橋

橋長 ● 400m

昭和 57年 (1982)
竣工。本邦初の
P&Z工法にて架橋
された。即ち、橋
脚の間に「移動架
設桁を渡し、コン
クリートの型枠を
吊るして、橋脚頭

部から順に橋桁を造っていく」架橋技術である。昭和57年度土
木学会田中賞受賞。

月夜野大橋

橋長 ● 431.9m 幅員 ● 9.8m

橋長 ● 150ｍ

碓氷湖の公園周遊
散策路に造られた
歩道橋。周辺は煉
瓦建築が多い地域
ということもあり、
表面に煉瓦張りを
施した疑似アーチ
橋となっている。

夢のせ橋

戦国時代から伝わる「火とぼし」という火祭りで有名な南牧村に
かかっている。この橋の上で行われる火祭りは県重要文化財に指
定されている。

大日向橋	


 �

国道17号線に架かってお
り、1959年に完成した。
明治 34年 (1901) 竣工の
旧橋は、「ペンシルバニア
型トラス鉄橋」というピン
を有する特殊な構造で、六
合村に移設された。

坂東橋

橋長 ● 211m 幅員 ● 8.0m

� 渋川市の利根川にかかる橋。
車道部は昭和49年に架設、
歩道部は旧橋で下路平行弦
ワーレントラス2連、昭和４
年に架設されたものである。
横には、高崎線の上路プラッ
トトラスが架かっている。

大正橋

橋長 ● 224m 幅員 ● 8.0m



�



３D・VRをクラウドで！

Vol.2

土木設計もクラウドで／事務処理もクラウドで

NEWNEW
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福田知弘氏による 「都市と建

築のブログ」の好評連載の第11回。毎回、

福田氏がユーモアを交えて紹介する都市

や建築。今回はハンブルグの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。

●2,302橋

　ハンブルグ（Hamburg）は、首都ベルリ

ンに次ぐドイツ第二の都市。人口は170万

人を超える。全長1,091kmの国際河川エ

ルベ川河口に位置し、古くから港湾都市と

して栄えた。90を超える領事館はニュー

ヨークに次ぐ多さ。市の中心部に風光明媚

なアルスター湖があり、エルベ川とは数多

くの運河で結ばれている。そのため、市内

には2,302もの橋が架けられている。これ

は、水の都で有名なベニス（Up & Coming 

88号 , 2010）とアムステルダムを合わせた

数よりも多い。浪華の八百八橋・大阪市（Up 

& Coming 81号 , 2009）とは姉妹都市。

　ICE（Intercity-Express）でハンブルグ中

央駅に入る。ヨーロッパのターミナル駅に見

られる大きなアーチ屋根。「ああ、都市に着

いた」と感じさせる。それは物凄く大きく、

他の駅とは明らかに格が違う。首が痛くなっ

ても見続けておきたいと思わせる吸い込ま

れるような空間。只今、午後1時 51分。

中央駅近傍のホテルにチェックインした後、

午後3時からのハ―フェンシティ・ランドギャ

ングツアーに参加しよう。

　ホテルから目的地ハ―フェンシティ・イン

フォセンターまでは約２km。初めて歩く街

は常に探検そのもの。今日はさらに制限時

間1時間弱というおまけつき。日本から持

参したガイドブックとホテルで入手した地図

とを見比べつつ、まず地下鉄を目指したが

目的の路線は工事中。探検の出足で躓きい

や～な予感がしつつ，ハンブルク中央駅か

ら市庁舎駅まで別の地下鉄路線で一駅分乗

り、そこから１kmほど歩くことにした。地

下鉄から屋外に出れば市庁舎が聳え立つ。

曇天で直感的に方角を把握できない。さら

に、運河を跨ぐ橋々にルートを委ねばなら

ず、目的地へは真っ直ぐ向かえない。つい

に雨も降ってきた。ハ―フェンシティ手前に

架けられた橋も工事中。こんなハプニング

が続いた末に、ハ―フェンシティ・インフォ

センターにようやく到着。

●ハ―フェンシティ開発

　ハ―フェンシティ地区は、ハンブルク市街

を流れるエルベ川沿いに位置する。かつて

は自由港として栄えた。その後、コンテナ

船の登場による海上貨物輸送の大変革に伴

い、1960年代には貨物保管庫としての機能

のみを担うようになり、閑散とした低未利

用地となっていた。このエリアを市街地に

再生させるべく、1997年にハ―フェンシティ

開発が市議会で承認されたことを受け、㈱

ハ―フェンシティ・ハンブルクが市役所出資

により設立された 注１）。

　マスタープランは2000 年に完成。開発

面積157ha、東西3.3km、南北1kmに及

ぶ。その中に、5,500戸の集合住宅（居住

者12,000人）、40,000人以上の雇用を生

む業務施設、商業施設、文教施設、コンサー

トホールなどが計画中されている。ヨーロッ

パ最大規模の都市再生プロジェクトたる所

以である。

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

大阪大学大学院准教授   福田 知弘

������
ハンブルグ：ハ―フェンシティ開発

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学大学院准教授、博士（工学）。環境設計情報学が専門。高松市4
町パティオデザイン、近江八幡市のまちづくり、台湾Next_Gene20 など、国内外のプロジェクトに関わる。
安藤忠雄建築展 2009水都大阪1/300 模型制作メンバー、NPO法人もうひとつの旅クラブ副理事長、大
阪旅めがねエリアクルー。「光都・こうべ」照明デザイン設計競技最優秀賞受賞。著書「VRプレゼンテーショ
ンと新しい街づくり」。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

図２　ハ―フェンシティ地区鳥瞰 （「HafenCity Hamburg GmbH, March 2010」より）

図１　市庁舎前を流れる運河と水門

図３　インフォセンター全景
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●ハ―フェンシティ・インフォセンター

　ハ―フェンシティ・インフォセンターは、

計画内容を市民、投資家、政治家、建築

家などに情報公開するため、ハ―フェンシ

ティ開発に先立って整備された。かつての

発電所をリノベーションした建築。この地

区は既に、古いレンガ倉庫群をリノベーショ

ンして、ハンブルクの観光名所の一つとなっ

ている。インフォセンターには、1日平均

300 ～ 500人の来場者が

あるそうだが、訪問日は

何と2時間で

400人。

　センターに

入り、入り口・

受け付けの部屋から暗いトンネルをくぐる

と、8m×4mの巨大な1/500 縮尺模型が

目に飛び込んできた。実寸で4km×2km

を表現していることになる。この模型を見

れば、プロジェクト全体が俯瞰できる。ハ

―フェンシティで計画中の建築及び旧市内

のランドマーク建築（市庁舎、教会）が茶

色で、その他は白色で表現されている。こ

の模型は新しい計画が立ち上がる度に更新

され、生き物のような都市の最新を窺い知

ることができる。模型の周囲には、写真、

映像、詳細なドローイングも設置されてい

る。模型の脇に併設されているカフェは常

に満席。

●ハ―フェンシティ・ランドギャング
ツアー

　ハ―フェンシティのツアーは定期的に3

種類実施されており、ランドギャングツアー

（年中土曜 15:00 ～17:00）、アフターワー

クガイドツアー（5～ 9月の火曜 18:30 ～）、

自転車ガイドツアー（5～ 9月の第1･3日曜 

11:00 ～13:00）。その他にも団体用ツアー

なども随時実施されている。

　筆者らが参加したのはランドギャングツ

アー。先述のインフォセンター模型前に集

合。まず、ガイドの女性が緑色のレーザー

ポインターを使いながらドイツ語で計画を

概要説明。この日は参加者25名。日本人

は我々だけで殆どがドイツ人（地元の方らし

い）。後で聞くと、ツアー参加者はハンブル

グ市民が50%、それ以外が50%とのこと。

　インフォセンターを出て、いよいよハ

―フェンシティ地区へ。Traditional Ship 

Harbor は、水面にはデッキが浮かべら

れ、右手にはキャンティレバー構造により

水辺に大きく張り出した建築群。建物の

全ての住居から水面が見えるように設計さ

れている。地上階は遊歩道として公共空

間化されている。突端には、ヘルツォー

ク&ド・ムーロンによるコンサートホール

「Elbphilharmonie」が建設中。

　ツアーガイドはA3版の資料を併用しなが

ら、過去の写真や未来のCGを紹介。図９は、

同じ位置から撮影した過去と現在。

　一つ南側の水路、Vasco Da Gama Plaza

付近。こちらも将来、水辺にはMarinaと

して浮き桟橋が整備されるそう。向かい

はMarco Polo Terraces地区。Marco Polo 

Towerと呼ばれる高層ビルには高級住宅が

入る。隣のビルは事務所とショッピングセン

ター。ツアーはMarco Polo Terraces 地区

を抜けエルベ川の水際で終了。ちょうど大

型客船が寄港していた。

　最後に展望台へ。西側を見れば、Marina

やElbphilharmonie が見える。東側の開発

は今後。現地ツアーでは、地区毎の開発段

階の違いや建設現場の活気を五感で理解す

ることができた。

図８　水際の建築群

図４　インフォセンター内観全景

図９　開発前後

図10　Vasco Da Gama Plaza 付近

図６　ランドギャングツアーの概要説明

図５　インフォセンター内の展示 図７　Traditional Ship Harbor 図 11　展望台から西側を眺望
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UC-win/Road による3 次元VR( バーチャル・リアリティ）モデルを作成した

ものです。中世以来、港湾都市として栄え、市の中心部のアルスター湖とエ

ルベ川を結ぶ数多くの運河に2032もの橋がかかる“水の都”ハンブルグの

景観を表現しました。ドイツルネサンス様式で建てられた市庁舎、大きなアー

チ屋根を持つハンブルグ中央駅など歴史を感じさせる建物とともに、水辺に

建設中のコンサートホール、商業施設等の建築群が立ち並び、ヨーロッパ最

大規模の都市再生プロジェクトとして開発の進むハ―フェンシティ地区と、開

発計画を情報公開するためのハ―フェンシティ・インフォセンターもモデル化

しています。市民、関係者とのコミュニケーションを重視し、活気ある地域開

発を進めるハンブルクの最新の都市風景を表現しています。

■UC-win/Road WebViewer ダウンロード閲覧URL
http://www.forum8.co.jp/download/ucwin/Road5MB/Roadweb-3.htm

「ハンブルグ」の3Dデジタルシティ・モデリングにチャレンジ

3Dデジタルシティ・ハンブルグ by UC-win/Road

●おわりに

　ハ―フェンシティ開発は、市民はじめ関

係者に対するコミュニケーションを重要な柱

と捉えている。そのため、単なるパネル展

示でなく、巨大模型を制作したり、開発中

の現場を案内するツアーを実施している。

　大阪においても、開発中の大阪駅を設

計者自らが案内するツアーが継続的に企画

されており、高い人気を誇っている（主催：

NPO法人もうひとつの旅クラブ、大阪旅め

がね）。市民にとって、開発中の現場とは良

く判らない場所である。そのため、完成が

楽しみでもあり、興味深々でもあり、不安

でもあるに違いない。また人々は、必要以

上に隠されると余計に気になるし、疑心暗

鬼が募ってくるものだ。全うな情報を伝え

る方法はいくつかあるが、実物を見せること

は非常に訴求力の高い行為であるといえる

のではないだろうか。

注１）HafenCity Hamburg GmbH：http://www.hafencity.com/

�
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VRによる阪神高速道路の地下化と都市の魅力向上に向けた計画提案
大阪の魅力向上に向けた提案として、阪神高速道路を地中化することにより、美しく風格ある都市景観の創出、緑化と歩行空間の確保や賑

わいのある都市空間の整備について、直感的にわかる可視化を行い、共通認識を持って広く議論するために活用。将来の都市データベースと

して、空間の再配分検討のみならず、時間軸を考慮した交通や人の動線、防災などの解析にも展開を図っている。

クラウド上で公開

クラウド上で公開することで、インターネット環境さえあれば関
係者へのプレゼンが行えるなど合意形成への活用が可能に
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東京本社開発分室とショールームがオープン！
　　Kinect や模型ＶＲシステムなど最先端のシステムを展示

�����
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スパコンクラウド神戸研究室がポートアイランドに開設！
　　　　　　　　　　　　　産経新聞、読売新聞にも掲載

	�
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イエイリラボでもおなじみの家入龍太氏が
　　　　　　新サイト「建設ＩＴワールド」を立ち上げ

エンジニア向けにOpenGL4とCUDAを解説
  　　　　　本年度出版予定書籍「先端グラフィックス言語入門」
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経済産業省実施 中小企業 IT経営力大賞2011の
      「ＩＴ経営実践認定企業」に選定

	�
����
����

CBC／TBS番組「カラダのキモチ」に
　　　　UC-win/Roadドライブシミュレータが登場

	�
����
����
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New Products

VR-CloudTM 体験セミナー
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products

設計成果チェック支援システム体験セミナー
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New Products
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New Products

設計成果チェック支援システム体験セミナー
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New Products

車両軌跡／駐車場作図体験セミナー
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New Products
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New Products

®

®

®

®

スパコンクラウド体験セミナーNEW

®

®

®

®

®
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New Products

®

®

®
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New Products

NEW
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New Products

UC-1 for SaaS UC-Draw・電子納品セミナー
NEW
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New Products

UC-1 for SaaS UC-Draw・電子納品セミナー
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New Products

EXODUS・SMARTFIRE 体験セミナー



Up&Coming91 号New Products & Service 43

New Products
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New Products
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User Information

Multiframe
総合情報 
Vol.20

 INFORMATION

for USERS 3次元構造解析セミナー

Multiframe
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User Information

xpswmmxpswwm
総合情報 
Vol.21

INFORMATION

for USERS 有償セミナー
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User Information

MaxsurfMaxsurf
総合情報 
Vol.20

INFORMATION

for USERS 有償セミナー



Virtual Design World Cup
The 1st Student BIM & VR Design Contest

on Cloud Services

Theme2011　“SHIBUYA Bridge”
ペデストリアンブリッジデザイン～新しい都市空間装置～

■主　催：Virtual Design World Cup実行委員会　

■後　援：NICOGRAPH／芸術科学会、CG-ARTS協会、 建通新聞社、THSWARE社 他（順不同）



BIM＆VR
 BIMによる建築土木設計ソリューション

IFC対応により建築・土木設計をBIMのワークフローで実現。耐震

設計、配筋シミュレーション、各種解析結果の可視化など、建築・

土木設計プロセスにおけるデータ活用可能性が広がります。

IFC,DXF などのデータ形式利用で、各種解析ソフト、専用 CADとの
スムーズな連携が可能に。建築土木の新しい設計プロセスを実現します。BIM&VR対応製品群

Allplan2011の新機能
● グラフィックエンジンの機能向上

● 高精細ビットマップ/スムーステキスト

● 新しいレポートツール

● SNSサービス　Myplan

● 提供コンテンツの充実

● オプションダイアログ改善

AdvanceSteel

UC-1/UC-1  for SaaS �������	
Allplan

EXODUS

UC-win/FRAME（3D）Engineer’s Studio®

DesignBuider

SMARTFIRE UC-win/Road

VR-Studio®

���		OSCADY／TRANSYT

Allplan2011

Allplan を中核にした BIM&VR ソリューション連携図

Allplan

3dsMax
(モデリング)

OSCADY /
TRANSYT

交通解析

AdvanceSteel
3次元鋼構造CAD

xpswmm
氾濫解析

EXODUS
避難解析

SMARTFIRE
火災解析

DesignBuilder
エネルギー解析

PovraytoMax plugin

UC-win/Road
VR-Studio®
3D・VRシミュレーション

IFCIFC

IFCDXF

OSCADY plugin

EXODUS plugin

xpswmm plugin

2D DXF

IFC

IFC
IFC

3DS FBX

osc

sup / xpx / csv

vrs / vrg

pov

2D DXF

1

4

2

�������	

構造解析

9

3

5

6

7

   UC-win/FRAME（3D）
Engineer's Studio®

構造解析

8

UC-1
土木設計

10

IFCSDNF

3DS
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「学生BIM&VRデザインコンテスト」の
正式名称がVirtual Design World Cupに決定！

 

優勝賞金100万円！
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システム提案例

3D模型＆VRシステム
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３D図面サービス事例

配水池サンプルモデル
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Support Topics
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Support Topics
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Support Topics

�
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イエイリ・ラボ体験レポート

vol.

イエイリ・ラボ
体験レポート

7
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「UC-1 設計成果チェック支援システム」
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Ieiri Labo

�

●次回は、「スパコンクラウドサー

ビス」体験セミナーをレポート予

定です。
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コラボレーション・ニュースディーラ・ネットワーク・ニュース／ 

������	

　　　 ���


无锡开来帝森科技有限公司

関西大学システム理工学部　機械工学科
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国内イベントレポート

������

������

第7回 ITS Japan製品・技術展示会

第16回　先端シミュレータ研究会 
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国内イベントレポート
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Cloud Days Tokyo 2011 

三次元映像のフォーラム（第95回研究会） 

���
������
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国内イベントレポート

������
デザイン都市・神戸～模型制作ワークショップ

������
�������
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海外イベントレポート

������

������
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イベントJAPAN 2011

NICOGRAPH2011春季大会

韓国事務所開設1周年記念セミナー

���
�������

������
������

�

国内イベントレポート／
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セミナーレポート

������

������

UC-1 for SaaS FRAME-RC断面体験セミナー

橋台の設計セミナー

������
������
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�������



Up&Coming91 号News & Events 69

セミナープレビュー

������

�������

建築基礎、地下車庫の設計セミナー

セミナー開催のご案内

������
�������
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�

�



Up&Coming91 号 News & Events70

イベントプレビュー

�������
出展イベントのご案内
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�　
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���
前号から新連載としてスタートした「W16通信」。ここでは、世界各地で活躍するW16メンバーの研究・活動や近況、関

連情報などを毎回誌上でお届けしていきます。
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イベントプレビュー

新たな試みの年へ ...

会場 品川フロントビル会議室����・����

火���� 2011.11.15
第10回3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド2011

���� �
�
�
�

���� 2011.11.16 水 

��
�����������	����	� � �
第5回 国際VRシンポジウム ／ 第12回 UC-win/Road協議会
第1回学生BIM＆VRコンテスト授賞式／3D・VRシミュレーションコンテスト受賞作品紹介

���� 2011.11.17 木
��
������
��������
�
�!

第5回 デザインコンファランス ���	
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�	��������	�	��������	FPBからのご案内

® ®® ®

® ®
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�	��������	�	��������	営業窓口からのお知らせ

�

�����
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NEW ARRIVAL 2011/05 - 2011/07

�

【無償改訂】・車両運動モデルの改善　・イタリア語対応　・トンネル照明機 能　・シナリオ機能の改訂
・キーボード運転　・ステアリングハンドのアニメーション　・アバターの表示　・自動 車易乗り降りの改善
【別売りオプション】・騒音解析機能 　・リプレイ機能　・点群モデリング

・道路中心線の抽出、横断面の抽出機能　・データ管理機能の改善

・運転状況の再現、シナリオへの組み込み、相手の自動車からの視点確認

・UC-win/Roadと12d Model 間の双方向データ連携を行うプラグインツール
・データ連携の情報ファイルは、12d Model の「12d Ascii fi le format」を主として使用（Advanced 標準搭載）

道路騒音、工事、機械騒音の解析 および UC-win/Road 上でのビジュアリゼーションに対応

® ・ 拡張現実位置決定システム（AUgumented REality LOcalization）を利用し、3D位置特定機能に
対応したRoboCar®。※本プラグインの導入にはARToolkit（別売）が必要です。

大阪大学・福田知弘准教授のアイデア・技術協力により実現。大規模な構造物や空間など、計画の全体像を
体感的に把握しやすい「模型」と、さまざまな視点からインタラクティブな検討が行える「VR」の視野情
報を連携させて一体的な操作環境で提供する、新しい形のシミュレーション／プレゼンテーションシステム。

バーチャルリアリティ作成教育 用向けに、UC-win/Road Standardを特別価格で提供。なお、従来実
施していたGISWebデータベースの提供は一時停止し、今後は SaaSを用いたGISシステムとの連携を
開発予定。※対象は小中高校生、18歳未満の学生・生徒のみとなります。

【無償改訂】　SDKのログ機能を改善

® 【無償改訂】
交通流シミュレーション（交通量、交通制御、交通リソースの設定）、スクリプト機能（スクリプト編集
と実行、サブスクリプト機能、複数のスクリプトの同時起動）

・モデル図、断面力図のDWG/DXF出力　・固有値解析の剛性低減と降伏剛性自動算出
・鉄道「E荷重」の牽引分布荷重に対応した活荷重計算

® 【無償改訂】
・固有値解析時の剛性低減、降伏剛性を自動算出　・列車荷重「EA荷重」の牽引分布荷重入力

® ・Engineer's Studio®の学生専用バージョン　・Engineer's Studio®のフル機能使用可
・非商用利用に限定

・FRAME（面内）の計算機能をAPIとして提供 ・テキストファイルからデータを読み込み、計算、結果
データのファイル出力を行うサンプルを添付

中国基準である「コンクリート構造設計基準」道路橋設計基準」などに準拠したRC断面計算プログラム。
断面形状、配筋、設計断面力から耐力を算出する方法、設計断面力から断面配筋を決める方法などに対応。

・ イージースラブラーメン橋の設計Ver2.3から当社Engineer's Studio®用データエクスポート機能 (オ
プション価格 )　・設計水平震度算出機能の追加など

・ESソルバー（平板要素）を使用した翼壁の形状，計算拡張（拡張形状：重力式橋台の背面形状を考慮
した翼壁，フルウイングでパラレル部が底版端部と交差する形状，パラレルウイングで翼壁下端が底版
と交差する形状、　計算方法：平板要素解析による2辺固定版の照査）

・ESソルバー（平板要素）を使用した翼壁の形状，計算拡張（拡張形状：フルウイングでパラレル部が
底版端部と交差する形状，パラレルウイングで翼壁下端が底版と交差する形状、　計算方法：平板要素
解析による2辺固定版の照査）

2008 年 3月にリリースした中国基準対応版の有償改訂。最新の中国設計基準類の考え方に対応。

・フーチング補強（増し杭工法）　・底版有効幅　・斜角時の橋座設計　・任意荷重の慣性力
・ 杭基礎時：フーチング（版）照査（ESソルバー：平板要素）（オプション）
・翼壁の形状，計算拡張（ESソルバー：平板要素）（オプション）　・側壁および隔壁の結合部照査

・フーチング下面に段差を有する橋脚の設計計算に対応　・偏土圧の影響を考慮した設計計算に対応
・地表面に傾斜を有する形状に対応　　　　　　　　　　・斜面上の直接基礎としての安定計算に対応
・レベル1地震時の上載土砂の慣性力を考慮に対応　・図面作成、3D配筋データのファイル出力機能を改善
・柱の設計、死荷重時の水平力を等価重量として考慮に対応　・「UC-win/FRAME(3D)」データエクスポート機能の改善

・対数グラフによる変位急増点 (基礎降伏点 ) 検索機能。　・立体モデルによる荷重分担率算出機能
・動的変形係数ＥＤの内部算定機能。　・地層データの入力改善（周面摩擦力度データ画面との統合）

・日本語製品の機能を基本的に継承し、入力部、結果表示部、計算書作成、図面作成の全てを英語化した製品。

・日本語製品の機能を基本的に継承し、入力部、結果表示部、計算書作成、図面作成の全てを英語化した製品。

	�� �������	�� �������新製品／新バージョン情報
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新製品／新バージョン情報

・日本語製品の機能を基本的に継承し、入力部、結果表示部、計算書作成、図面作成の全てを英語化した製品。

2006 年 8月にリリースした中国基準対応版の有償改訂。最新の中国設計基準類の考え方に対応予定。

・UWLC連携（等価加速度波形連携によるニューマーク法）　・設計水平震度の自動計算
・浸透流解析で降雨強度式による降雨波形生成対応　・浸透流解析で点源（揚水，湧水）対応

・重力式擁壁裏法付加タイプ　・もたれ式コンクリート張工　・Ｕ型擁壁：底版主鉄筋定着位置計算
・Ｕ型擁壁：底版とフーチングの厚さが異なる形状　・切土土圧拡張（もたれ式，ブロック積の一点折れ）
・計算書出力改善（荷重組合せ一覧表出力など）

・最新の韓国設計基準の考え方に対応予定。　・鉄筋コンクリートを終局強度対応。
・耐震設計に韓国の地域性を考慮して行う

・海岸擁壁（波返し工対応）　・安定照査（転倒，滑動，支持）ごとの載荷荷重の取扱い指定
・フローリッヒの荷重換算機能拡張　・任意モーメント荷重指定拡張

・通常設計：最大・最小土かぶり時の一括計算　・地震時検討：多層地盤対応
・地震時検討：地盤バネ算出用ブロック長入力　・通常設計→地震時検討 入力データ連動
・門形カルバート：一体型バネ基礎時の鉛直支持力照査
・レベル2地震時照査オプション機能拡張（地震時検討（多層地盤対応）にも適用）

・多層地盤　・地震時検討（下水道施設耐震対策指針の設計方法）

・鉛直断面ラーメン解析　・開口部の無筋での照査　・埋戻し土の入力改善
・シングル配筋の方向（水平／鉛直）ごと指定

・土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」基準書に準じた余裕高の計算、流れの検討照査 (余裕高照査、流
速照査、流れの安定性照査、流量比率の照査 )　・余裕高の計算および照査機能 (余裕高照査、流速照査、
流れの安定性照査、流量比率の照査 )　・土砂混入率を考慮した等流計算　・等流断面の一括入力機能追加

・土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」基準書に準じた余裕高の計算、流れの検討照査 (余裕高照
査、流速照査、流れの安定性照査、流量比率の照査 )、損失水頭の計算 (開水路の漸縮・漸拡、急縮、
段上げ、急拡、管水路の漸縮・漸拡、およびスクリーン、湾曲、屈折 )

・土砂混入率を考慮した等流計算　・不等流流路の測点断面自動配置機能追加　・等流断面の一括入力機能追加

・本体縦方向：内空幅変化、翼壁を含んだモデル化　・本体縦方向，門柱：L2照査用配筋入力拡張
・門柱：上屋荷重入力、主鉄筋段数拡張

・洪水吐の安定計算、断面計算　・適用基準：土地改良事業設計指針「ため池整備」（（社）農業土木学会）

・フルーム形式の鉄筋コンクリート水路橋の横断方向、縦断方向の断面照査
・支持形式：単純支持、連続支持（最大5径間）
・適用基準：土地改良事業計画設計規準「水路工」（農林水産省農村振興局）

・滑り球体、楕円体の自動探索　・コンター図からの地形データのDEMデータor 断面データ作成
・地層境界面のコピーによる作成　・設計震度を深度毎、地層毎に与えるようにする
・任意のすべり方向に対する検討に対応予定　・対策工として、アンカー工法に対応予定

・データファイルの自動バックアップ機能を追加　・データファイルの内容を追加で読み込む機能に対応
・媒体データベースデータの版管理機能を追加　・XMLチェッカーでの関連付けチェック機能を追加
・LogicalImage による画像検索機能を高速化 

当社の「電子納品支援ツール」をベースとしてSaaS（サース、Software as a Service ）化したものです。
データ作成・管理機能、検索機能、データ閲覧機能、データチェック機能、データ出力機能を提供予定です。

・OCF検定認定（2010 年12月15日：幾何検定、出力検定、2010 年12月16日：属性検定、出力検定）
・任意形状3D配筋シミュレーション対応　・IFCファイルフォーマット対応 

・豊富な作図・編集・表示コマンドを揃えた柔軟で効率的な図面作成を可能とする２次元汎用CADであ
ると同時に土木専用コマンドを備えた２次元汎用CAD「UC-Draw」と同様の機能をウェブブラウザを
通じて利用できるようにした製品

・サーバ上のユーザーストレージ領域へのCADデータ保存 / 読込に対応（インターネットを介して社外先
からもCADデータの閲覧やアップロード／ダウンロードが可能）

・駐車場設計（平面図作図）の支援機能を有するCADシステム。　・区画内に駐車マスを容易に配置でき、
作成した図面は車両軌跡作図システムに連携して駐車マスへの出入りをシミュレーション可能。

・独立行政法　人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）より公募された平成21年度 第 2回
「イノベーション推進事業」において採択された開発事業
・設計において重大な瑕疵が有るか否かのチェックを正確かつ短時間で実現。次の４種類で構成される。 
【システムA】：設計成果照合システム 
【システムB】：照査物性値の概算値チェックシステム（橋梁上部工、擁壁、ボックスカルバート） 
【システムC】：耐震性能静的照査システム 
【システムD】：耐震性能動的照査システム

ドイツのCADメーカーNemetschek社により開発されたBIM統合ソリューション。基本図面、レン
ダリング画像、プレゼン映像、詳細施工図、数量拾い出しや積算が連続的に行え、建物のライフサイク
ル全体を設計・表現。Architecture（一般建築CAD）とEngineering（RC構造物CAD）。
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NEW ARRIVAL 2011/05 - 2011/07

・AdvanceSteel、AdvanecConcrete、AdvanceDesignを1枚のDVDでインストール可能。
・AVEVA社のPDMSとのデータ相互互換に対応。　・ジョイント、階段、手すり、形鋼を追加。

・セメント系固化材を用いた深層混合処理工法による改良地盤の検討
・改良地盤の鉛直支持力，水平支持力に対する検討および偏土圧作用時の検討
・改良体の形式は、杭形式，壁形式，ブロック形式に対応
・適用基準：改訂版 建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針（日本建築センター）

・デザイングリッド表示オプション　・Rhinoデータ変換・Maxsurfクイックスタート　・交差サーフェスを
表示 　・トリム設定ダイアログ再デザイン　・タンク設定　・ゼロポイント変更の効果　・Blount&Fox抵抗
予測法　・Hydromaxデータの個々のファイルへの保存　・3サーフェスコンターを選択によって三角形プレー
トを追加できる機能の追加　・確率的被害損傷復原性機能安定性能力をサポートするHydromax Ultimateを
リリース（新規：1,575,000、アップグレード： 315,000、アップグレード（アカデミー）：157,500）

・グリッドジェネレータ機能拡張：主桁の本数が橋軸方向に変化する枝桁や斜角のきついバチ桁など非整形格子に対応。 
・計算結果の画面上での確認や印刷のためのフォーマットにXML／HTMLを採用
・内部処理の３D データ化（開発元： コスモ技研株式会社）

・RC断面計算 Ver.4と共通のGUIを採用した鉄筋コンクリート断面応力度計算 /断面照査Webサービス 
・入力データファイルのローカル保存 /読込対応　・計算書ファイル出力のODF形式対応 
・Groupwareストレージへのデータ保存 /読込対応

・UC-1 FRAME(面内 ) と共通のGUIを採用した任意形の平面骨組解析Webサービス 
・解析結果ファイル出力のODF形式対応 　・FRAMEデータ /登録断面ファイルのローカル保存 /読込対応
・Groupwareストレージへのデータ保存 /読込対応 
・登録断面ファイルエクスポート、既製品 (RC断面計算、UC-win/FRAME(3D)) とのデータ連携対応

・FRAME(面内 )、(面外 )、(IL) の計算機能を網羅した、任意形の平面骨組解析Webサービス。
・表入力部のコピー＆ペースト機能に対応　・計算結果で複数部材（格点または支点）での結果一覧表
示に対応。　・GroupWareストレージ、または、ローカルPCへのデータ保存が可能。

NetUPDATE WANにログ解析機能を実装。期間を指定して、FORUM8製品の利用状況を確認可能。

・buildingEXODUS 建築環境のための避難モデル (ex東京消防庁優マーク申請 )
・maritimeEXODUS 海洋環境のための避難モデル　・SMARTFIRE 火災モデリングのSMART CFDシステム

　3DVRをクラウド上で公開する際にご利用頂けるサーバのレンタルサービス。2 週間～のレンタルに対応。
UC-win/Road VRデータ１、同時アクセスクライアント数５まで設定可能。各種回線に対応し、フォーラ
ムエイトサーバ・データセンタサーバの選択が可能。回線速度は100MB～１GB（専用回線～ベストエフォート）。

Povray to Maxに機能追加
　・modelデータ読込と自動配置に対応　・OBJファイルの生成機能をサポート

・UC-1シリーズ配筋図製品および、ＵＣ－Ｄｒａｗツールズにて標準実装 
・対応済み製品：橋脚の設計 Ver.7.01／橋台の設計Ver.8.03／擁壁の設計Ver.10.1／ BOXカルバートの設計Ver9.01

・３Ｄ配筋シミュレーション機能及び３Ｄインターフェース拡張　・数量算出計算書のサポート ・ODF 
（OpenDocument Format）への対応　・IFC（Industry Foundation Classes）フォーマットへの対応

開発中製品情報 
® Engineer's Studio® をクラウド上で利用できるサービス。 

® 【無償改訂】
・Ｍ－φ要素、Ｍ－θ特性の自動算出機能　・Ｍ－φ要素、Ｍ－θ特性の照査機能 　・残留変位照査機能

® 【本体有償改訂、断面計算オプション追加】
・断面形状を入力する機能　・一軸曲げの断面計算と入出力　・鉄道「E荷重」の牽引分布荷重に対応した活荷重計算

【無償改訂】・クラスターオプション

2007年1月にリリースした中国基準対応版の有償改訂。最新の中国設計基準類の考え方に対応予定。

・液状化の判定　・常時設計

・貯留施設：ピークカット方式　・浸透施設の計算強化
・「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案）」：雨水浸透効果の概算方法への対応

・落橋防止工法の追加　（１）ＰＣケーブル方式（胸壁と主桁をPC鋼材で連結）　（２）ＰＣケーブル方式（主桁と主
桁をPC鋼材で連結）　・鉄筋量任意指定（鉄筋コンクリートによる縁端拡幅）　・ボルト任意配置（鋼製ブラケットに
よる縁端拡幅）　・せん断抵抗面積の算出方法拡張　・アンカー筋のせん断照査拡張

・材料として透光性遮音板の追加　・任意荷重おの載荷機能及び風荷重載荷範囲の調節機能
・落下防止索の安定照査対応

・経済産業省関東経済局より公募された「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」(中小ものづくり
高度化法 )に基づく特定研究開発等計画の認定を受けた開発事業。

・オフィス内の配送作業、情報伝達作業等のオフィスワーカーが必要とする軽作業を支援するサービスロボットの開
発。３Dレーザスキャンデータをベースとした３次元空間地図を実装し、自立走行、位置検出及びWebベースの
遠隔制御と管理を含むシステムを提供する。

　経産省研究開発事業に採択されたサービス。クラウド上で3D・VRデータの活用を実現することで、VRの可能性
を大きく広げます（VR-Cloud™はフォーラムエイトの登録商標です）。

　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。「フォーラムエイト ス
パコンクラウドサービス研究室」（仮称）開設に向けても準備を進めています。
　【提供予定サービス】UC-win/Road CGムービーサービス／解析支援サービス“スパコンオプション”／騒音音響
スパコン解析、シミュレーションサービス／風・熱流体スパコン解析、シミュレーションサービス
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EXODUS・SMARTFIRE体験セミナー



フォーラムエイトでは、HPC（High‐Performance Computing)を活用した
サービスを開始します。「スパコンクラウド研究室」を開設し、

スパコンならではの高い演算性能を活用した、大規模な解析・シミュレーション・
CGレンダリングなどの新しいソリューションを提供していきます。
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