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ハイウェイドライビングシミュレータが受賞！
情報化月間推進会議「情報化促進貢献情報処理システム」
BMIA社、トンネルアワードのショートリストに選定

［連載］
都市と建築のブログ
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クラウド会場：VRcon.forum8.jp

会場：品川フロントビル 会議室���� ����

����

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

1000FPB＆
図書カード

投票
プレゼント

UC-win/Roadによる3D･VRシミュレーションの作品コンテスト。スクリプト（5分）・シナリオで作品を表現。
第 10回目を迎える本年度はクラウド上で作品公開・一般投票を実施。自宅やオフィスなどから作品の閲覧と一般投票が行えます。

●スケジュール

VRデータを閲覧したうえで投票を行っていただくと、ユー
ザ様の場合、もれなく1000FPB ポイントをプレゼント！ 
さらに、投票者全員の中から抽選で 100 名様にオリジナ
ル図書カード（1000 円分）をプレゼント！ 

10/21（金） 応募作品締切

11/  4（金） ノミネート予選選考会

11/15（火） 審査委員最終投票

11/16（水） 各賞作品発表・表彰

11/  8（火）

11/14（月）
一般投票期間～

��������	
����にアクセス
またはFORUM8のトップページのバナー

をクリック！

������

������	
����

GRAND PRIXGRAND PRIX

���� 図書カード1000

抽選
100名様

投票者
全員

FPB1000 ポイント

●フェスティバルの詳細はP.76をご覧下さい
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ユーザー紹介／第 94回

市を取り巻く環境と北陸新幹線の
位置づけ
ICT 導入に積極的な風土

長野県 飯山市 建設水道部　まちづくり課長／新幹線駅周辺整備課長の松澤孝氏平成 26 年度末 開業予定の北陸新幹線ルート図

長野県 飯山市 建設水道部 User
 Information

長野県 飯山市 建設水道部

（まちづくり課／新幹線駅周辺整備課）

URL● http://www.city.iiyama.nagano.jp/

所在地● 長野県飯山市

業務内容● 都市計画およびまち並整備／北陸新幹線

飯山駅の設置に伴う区画整理および各種施設整備
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VRの可能性に着目
UC-win/Roadの利用へ

飯山駅および前の現況（建設中）（左）とVRデータ（右）

飯山駅全景の現況（建設中）（左）とVRデータ（右）

駅前ロータリーの完成イメージ 飯山駅プラットフォームからの眺望 飯山駅構内からの景観

■北陸新幹線 建設プロジェクトのVRによるシミュレーション
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ユーザー紹介／第 94回

新駅舎周辺からまちづくりの
デザインへ

「いいやままちづくりフォーラム 2011」では、VRを用いて計画
の説明を行った

現在「飯山城跡公園整備」の検討委員会においても、城郭の見せ方や既存樹木の
間伐シミュレーションなどワークショップのツールとしてＶＲが活用されている
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「ふるさと寄附金制度」では、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社
や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合でも、確定申告において所
得税と個人住民税についての控除（還付）が受けることができるようになっています。

ふるさと寄附金制度

１

１  条例指定された団体に対し寄付

２  寄附先から領収書などを受け取り

３  寄附金控除に関する申告※

２

３

● 都道府県・市区町村に対する寄付金（ふるさと寄附金）の
　 控除手続きの流れ

※毎年 1月 1日～ 12 月 31 日までに行った寄附について、翌年 3月 15 日

　までに最寄りの税務署に確定申告を行ってください
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音声合成ソフト

■ 音声合成ソフトウェア

■ 合成方式は連結合成が主流

■ 「文字の発音」から「文章の音読」へ

■ 幅広い用途、クラウドサービスでの展開も

音声合成ソフト����������	
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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■ ルータの役割

　
■ ルータのその他の機能

ブロードバンドルータブブロ ドバンドル タ�������
最新デバイス
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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.

　線形方向変化点情報の取得　

　UC-win/Road の平面線形は方向変化点（IP点）から構成されて

います。IP点のタイプは以下の通りです。このうち起点、終点はタ

イプ「1」になりますが、座標値のみが有効です。

たとえば、タイプが「1」の場合は、直線の方向が変化する位置

で「緩和曲線 -> 円 -> 緩和曲線」の線形が入るというものです。緩

和曲線はクロソイド曲線の一部で、入力したタイプごとにパラメー

タが決められますが、方向変化点の情報とはこのパラメータの情報

になります。プロジェクトから道路、平面線形の方向変化点までは、

次のような関係になります。

　この IF8TurningPoint でアクセスするパラメータの関係は以下の

通りです。線形自体は左下から右上へ進みます。

　平面線形の方向変化点へアクセスするには以下のように記述し

ます。

　縦断線形も方向変化点で構成されますが、平面線形とは異なり

VCLという考え方になります。VCLとは縦断線形の緩和曲線長を

指します。線形上の実際の距離ではなく縦断線形の水平距離になり

ます。

実習サンプルコード解説（1） 6

�������	
���������プロジェクト� → ������（道路） → 
���������������（方向変化点）

��
���������������
���������������������������������
������������	�	��
�	���
��プロジェクト内の道路は１からカウント
��������� ��������	
�!��"��#����$���
���	���
�������������	
�!���%�&�����番目の道路
����選択道路の方向変化点は１からカウント
����������� �������!��"�	�#�������������$���
�����	���
�����������������������!������������%�&�
　　　　　　　　　　　　　　　����番目の道路
����'
����	���
��	���
	���

CSV形式の方向変化点情報が出力される

平面線形

縦断線形

p_Ab

p_Lr

p_La

p_Aa

p_Lb

p_R4

p_R0

p_R1
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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建築エンジニアのためのプログラミング入門講座土木建土木建築エンジニアのためのプログラミング入門講ング入のたンジ プロ

Vol.Vol.66

　道路の作成デモ　

　プロジェクトに新規に道路を追加するには、以下のようにします。

　　追加した道路へ必要な方向変化点を追加します。使用するイン

タフェースは以下のとおりです。

　まず、以下のインタフェースにより道路に縦断線形を追加します。

　

　縦断線形を追加した後、IF8Road.verticalCurveにより縦断線形

を取得し、方向変化点を以下のインタフェースを使用して追加します。

　追加された方向変化点に対して必要なパラメータを設定します。

　追加した方向変化点に対して、CurveSlopesにより実際の計算

を行います。

　　　道路断面線形は道路面、橋梁面、トンネル面の3つで構成

されています。それぞれ左端から右端に向かって一筆書きのノード

情報になります。断面を追加し、道路面、橋梁面、トンネル面を定

義する手順は以下のようになります。

��
���������������
���������������������������������
������������	�	��
�	���
��プロジェクト内の道路は１からカウント
��������� ��������	
�!��"��#����$���
���	���
�������������	
�!���%�&�����番目の道路
����選択道路の方向変化点は１からカウント
����������� �������!��"�	�#�������������$���
�����	���
�����������������������!������������%�&�
　　　　　　　　　　　　　　　����番目の道路
����'
����	���
��	���
	���

��
���������������
�	���
�����������	
�!(�	�	)	*����
'
	���

���
�����������!(�	�	�������������+������,	��

-������,	�����-�	���������������-�	����

����������������

x : X座標（東西方向） 地形左下が0

y : Y座標（南北方向） 地形左下0に対して、内部データは　　

northDistance - 左下Y座標を入力します。

tyType : 方向変化点のタイプ

���
	���	�������!./	0	���
,(���	�
��$��

�$	1
��,2	��3�$��4��,	�������	���

�$	1
��,2	��3�� �� ���	�：�起、終点の標高が地形上。�

�,$	���起、終点の標高が地形56!7"。

���
����� ���0	���
,(���	!��$	���������������+��

8���,	��-��8���,	���������	+�����	�	�������,	��

+� ��追加する方向変化点のx座標（縦断線形の起点からの水平

距離）
-���追加する方向変化点のy座標（標高値）
���	+���戻り値が���	の場合、追加された位置が入る。

��

���������������

���	���
,(���	������0	���
,(���	�

��+�-��������,	�

�����	+������	�	��

�	���

�	���
,(���	�������!�	���
,(���	�

����	���
,(���	!��$	���������������+��-�����	+��

�3	�

���	���

���	���
,(���	!
���	�����%���	+&!�9�	8�!!!!

��	���

	���
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誌上セミナー

　各処理を行うインタフェースは以下の通りです。

　作成した断面を道路へ追加するインタフェースは以下のとおりです。

　カメラ制御　

　カメラの情報には視点位置、視点方向があり、それぞれへアクセ

スが可能です。

　

　カメラ位置を保存（プロジェクトに追加）するには、以下のイン

タフェースを使用します。メイン画面からの通常操作でも、追加し

たカメラ位置への移動は可能です。　

　カメラ位置を削除するには、以下のインタフェースを使用します。

道路面のノード追加新規に断面追加 終了

橋梁面のノード追加

トンネル面のノード追加

追加ノードのパラメータ設定

追加ノードのパラメータ設定

追加ノードのパラメータ設定

���
�����������!1��9	
����������9	
�����

//道路面のノード追加
���
��������9	
����!1�����������������������-�	��

�����	�	��

�����% &� �� x座標 原点（線形が通るところ）を（0,0）としたと

きの水平方向オフセット、左側が負の値、右側が正の値
�����%:&��y座標 原点からの鉛直方向オフセット

戻り値：インデックス

//道路面ノードへアクセス
����	��-� ���9	
����!�����%���	+����	�	�&� ��

�,����9	
����4���-�	；
���	+��インデックス。ノード追加直後であれば、AddPoint()の

戻り値

//橋梁面のノードの追加
���
����� ���9	
����!1��4����	�������������

��������-�	�������	�	��

//橋梁面ノードへアクセス
����	��-����9	
����!�����	�����%���	+����	�	�&���

�,����9	
����4���-�	；

//トンネル面のノードの追加
���
����� ���9	
����!1������	,������ ��������

��������-�	�������	�	��

//トンネル面ノードへアクセス
����	��-����9	
����!����	,�����%���	+����	�	�&���

�,����9	
����4���-�	；

��

���������������

�	���

�����������	
�!(�	�	)	*����

'

	���

//カメラの視点位置
��

��	-	���;<������-�	�

�	���

	-	����1��,�
����9	���
	!.��#�	�;<!("	�!=-	!

������

	���

//カメラ視点方向
��

����	*���;<������-�	�

�	���

��	*� ��� 1��,�
����9	���
	!.��#�	�;<!("	�!

0�	*�����!������

	���

//カメラの視点位置
��

��	-	���;<������-�	�

�	���

	-	����1��,�
����9	���
	!.��#�	�;<!("	�!=-	!

������

	���

//カメラ視点方向
��

����	*���;<������-�	�

�	���

��	*� ��� 1��,�
����9	���
	!.��#�	�;<!("	�!

0�	*�����!������

	���

���
���� �������	
�������!8	,	�	("	�����	+� ��

���	�	��������,	��

���	+���インデックス（１～）
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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建築エンジニアのためのプログラミング入門講座土木建土木建築エンジニアのためのプログラミング入門講ング入のたンジ プロ

Vol.Vol.66
　追加済みのカメラ位置をカメラビューで表示／非表示するには、

以下のインタフェースを使用します。

　モデル制御　

　あるイベントの中で実行される処理をあらかじめ登録しておく関

数を、コールバック関数といいます。UC-win/Road ではコールバッ

ク関数の関数のポインタを各イベントへ割り当てることで、各イベン

ト毎に決められた引数に適切な値が返ってきます。

　その結果、プラグイン側でその引数を用いて、モデルの状態など

を再設定できるのです。コールバック関数が設定されていない場合

は何も行いませんが、いったんコールバック関数が設定されると、

指定された関数内でのの処理が実行されます。MD3キャラクタイ

ンスタンスの場合は、インスタンスの位置を設定できます。

　MD3キャラクタモデルが読み込まれてUC-win/Road へ登録さ

れ、実際にシミュレーションが実行される際の処理の流れは下の図

の通りです。キャラクタモデルを歩行者として登録する際に、その

動作を制御するコールバック関数を同時に登録します。

　これによりシミュレーション時には、キャラクタモデルにコール

バック関数が登録されていれば、UC-win/Road 本体がそれを実行

するように、関数が未登録であれば無視するように命令します。

//カメラビューの表示
���
	���	� �������	
�������!#�	�("	�0�	*����	+�

�����	�	���

���	+���保存カメラ位置インデックス

//カメラビューの非表示
� � � 
 	 � � � 	 � � � � � � � � 	 
 � � � � � �  � !

(,�$	("	�0�	*����	+������	�	���

���	+���保存カメラ位置インデックス

���
	���	�.��	����"	��9	
���$�������,	����$��
	�

�����.�����#��	
���$��
	��

���"	��9	
���$���フレーム間隔
��$��
	�：�対象となるモデルインスタンス

//登録方法
��

����$��
	������.�����#��	
���$��
	�

�	���

���1$$���	����$��
	���3	�

���	���

��//コールバック関数の指定
����$��
	!��.��	����$	,�!.��	�

��	���

	���

　　環境・キャラクタの動作を計算
　　　　交通流の計算
　　　　キャラクタの計算
　　　　　 
　　　　　 …
　　　　　 …
　　　　キャラクタの計算
　　　視点の計算
　　　3Dの描画

[ 環境・キャラクタの表示 ]ボタン

動作の計算関数の呼び出し

位置の計算、更新

歩行者の追加

キャラクタ1の計算

　　環境・キャラクタ表示を停止
　　　　テキストファイルの読み込み
　　　　MD3キャラクタ制御用オブジェクトの読み込み

　　環境・キャラクタ表示を再開

UC-win/Road 本体

プラグイン

歩行者オブジェクトの生成
コールバック関数の登録

UC-win/Road SDK体験セミナー   

■キャラクタモデル読み時の処理の流れ



Up&Coming94 号 Topics14

城市交通研究中心（CUSTReC）

持続可能な交通目指す中国の学際的研究機関

多岐にわたる研究領域
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������ ［滋賀県］

広重の近江八景の一つ「瀬田の夕照」に描かれていて、日本三名橋、
日本三古橋の一つ。架橋の年は不明だが、日本書記にも書かれてい
るのでかなり古いとされる。「唐橋を制するものは天下を制する」と
言われるほど、京都の交通、軍事の要衝であったため、戦乱の舞台
となり何度となく橋は消失した。現在の大橋、小橋の形式となった
のは、織田信長が架け替えてからと言われている。1979年に木橋
から鉄筋コンクリート橋となったが、クリーム色の欄干、旧橋から
引き継いだ擬宝珠付きの高欄、桁隠しも取り付けられている。河川
条件を守りながら、できるだけ木橋のイメージをだすため設計上の
配慮がなされている。橋脚は5本の柱により、構成されている。

国宝彦根城の内堀に架かる橋の一つ、幕末に架けられた橋が老
朽化したため、橋桁の遺構調査をはじめ市所蔵の絵図や史料の
調査を実施、古写真（明治9年頃）や当時の文献も参考にし、
江戸時代後期の形態に復元整備を行い、歴史的な景観の保存に
努め、3年の歳月をかけ平成16年 2月完成した。
総桧造りで、京都三条大橋などを参考に10個の銅の擬宝珠が新
たに取り付けられた。現在は、渡ったところには石垣だけが残
されているが、往時には、冠木門があり、石垣の上には月見櫓
があった。
政治機能上の表であった表門に通じる橋である。

大見渓谷の吊橋三橋

瀬田唐橋 彦根城 表門橋� �

橋長 ● 223.75m 幅員 ● 12m

幅員 ● 2.1m

橋長 ● 20m 幅員 ● 6m

橋長 ● 44ｍ

北川橋
高時川に架かる中部北陸自然歩道の橋。

大宮橋
木之本町大見神社、医王寺へ渡る高時川に架かる橋。

下野橋
木之本町大見の集落の生活橋。

幅員 ● 2.1m橋長 ● 51ｍ 幅員 ● 0.9m橋長 ● 38ｍ

	

大津市 彦根市

伊香郡

大見・川合渓谷は淀川水系の源流、天然鮎が釣れる清流が流れ、その渓谷に吊橋
がいくつも架かっている。いずれも絶景の吊橋である。
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ＮＰＯ法人 シビルまちづくりステーション
近畿の橋百選より

�������������	����
�����

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

保良の宮橋　 甲賀市舟橋 近江八幡市

八幡堀は、豊臣秀次が八幡山に城下町を開いた時、当時の交通幹線であった
琵琶湖を往来する荷船を、すべて八幡に寄港させるために設けられた。この
八幡堀に架かる橋が「船端」で、船の上に渡された珍しい浮橋である。映画
や銭型平次などテレビドラマの撮影スポットとなっている。現代では、八幡
堀はまちづくりのシンボルとなっているが、昭和30年代には堀は忘れられた
存在となり、40年になると、八幡堀にヘドロが堆積、地元自治会は衛生的見
地から、署名を添え駐車場や公園等への改修要望を市に陳情した。このよう
な状況の中、47年 近江青年会議所が堀は埋めた瞬間から後悔が始まると、全
市民へ浚渫と復元を呼びかけ、市民運動が広まった。

昭和39年に開通、橋桁
の最大高は26.3ｍの鋼
製で、琵琶湖を初めて
横断し湖の東と西を直
結させた有料橋。橋の
両側に自転車・歩行者
用専用道路が設けられ
ている。橋下を行き交

う大型観光船のために大津側が少し高く緩やかなアーチ型になっ
ている。なだらかな曲線を描いた白い橋は、湖の自然と美しく調
和し、利便性だけでなく現代の名勝となっている。

琵琶湖大橋

幅員 ● 10ｍ

幅員 ● 1ｍ




�

信楽高原鉄道の玉桂寺駅と大戸川を挟んだ玉桂寺の間に
架かる人道吊り橋。橋の上から電車を見ることができる
が、上り下りとも１時間に１本未満なので、チャンスは
少ない。この吊橋は、鉄道、川、道路を一度に跨いでいる。
自然あふれる風景を眺望できる吊橋である。
1990年竣工、陶芸の森から続く自然散策路として整備さ
れた。高さ13ｍ。

西本宮へ向かう参道
の、大宮川に架かる花
崗岩の石造反橋だが、
木造橋の形式を用いて
いる。川の中に12本
の円柱の橋脚を立て、
貫でつなぎ、その上に
三列の桁をおき、桁上

に継ぎ材を並べ橋板を渡している。両側に格座間を掘りぬいた高欄
をつけるなど、日吉三橋のうちで最も手がこんでおり、豪壮雄大な
構造である。寛文九年（1669年）

大宮橋（日吉三橋）

橋長 ●７m 橋長 ● 102m 幅員 ● 1m

橋長 ● 1350m 橋長 ● 13.9m 幅員 ● 5m

�　大津市 守山市

�

大津市
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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14回。毎
回、福田氏がユーモアを交えて紹介する
都市や建築。今回はテキサスの3Dデジ
タルシティ・モデリングにフォーラムエイ
トVRサポートグループのスタッフがチャ
レンジします。どうぞお楽しみください。

●アメリカ建築の最高峰
着いたとたん、身の引き締まる感じがし

た。学生時代からずっ～と訪問したかった

という思いだからか、アメリカ最高峰と称

される建築だからか。

キンベル美術館（図 1）。所在地は、

アメリカ・テキサス州フォートワースのカ

ルチュラル・ディストリクト。完成は 1972

年。設計者は、建築家ルイス・I・カーン

（Louis I. Kahn；1901 ～ 1974）。彼は、 

数多くの住宅、ソーク生物学研究所（1959

～ 1965 年）、 バングラデシュ・ダッカ

首都大学・国会議事堂（1962 ～ 1974

年）、イエール大学英国美術研究センター

（1969 ～ 1974 年）なども手掛けた。

キンベル美術館はテキサスの強烈な自

然光を上手に取り入れた建築として有名

だ。収蔵品を保護するため美術品に自然

光が極力当たらないように考慮された美

術館が数多い中において、キンベル美術

館ではトップライト（天空窓）から降り注

ぐ自然光の中で美術品を鑑賞することが

できる。訪問したのは早くも5年前の夏。

当日は日曜日ということもあってか、老夫

婦、ご婦人方、若いカップル、親子連れ

など、様々な世代の様々なグループが訪

問されており、単に美術品を眺めるだけ

でなく、キンベルで思い思いの休日を楽

しんでいた。たまたま入場無料の日でも

あった。

●アプローチ
タクシーはサブ・エントランス側に着い

た。美術館へはこちら側からも入れるの

だが、やはりメイン・エントランス側から

アクセスしよう。

建物の骨格を成すヴォールト（かまぼ

こ）形状はサイクロイド曲線を有しており、

1 体 23 × 100フィートで合計 16 体。こ

れらは 6× 3 列に並び、前庭を囲むよう

に凹型に配置されている。ヴォールト形状

の多くの用途は、展示室、オーディトリア

ム、図書館である。一方、2本はアプロー

チの役割を担う。アプローチから美術館を

見ると背景には空しかなく、建物のスカイ

ラインがくっきりと見える。アプローチの

道中では偶然リスに出会えた。カメラを向

けると「グルルルル」と威嚇してきた（図

2）。次に、ヴォールト屋根の下のポルティ

コに入ると傍には水庭が見える。そこで

は水浴びをする子供とそれを見守るお父さ

ん（図 3）。水際では小鳥たちも水浴び

をしている。こんな風に、アプローチの

時点で自然に溢れた美術館だと実感させ

られた。

●内観
樹木が等間隔に並べられた気持ちのよ

い前庭を抜けて、メイン・エントランスか

らいよいよ内部へ（図 4）。図 5がメイン・

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

����14
テキサス：キンベル美術館

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」「はじめての環境デザイン学」など。ふくだぶろーぐは、http://y-f-lab.jp/fukudablog/

図１　キンベル美術館全景 図2　アプローチで出会ったリス 図3　水庭の父子
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エントランスから入って出会える風景。左

側がメイン・エントランス、右側がショッ

プ、奥に光庭の彫刻が見える。ヴォー

ルト屋根の中央にスリットが設けられてお

り、そこから自然光を取り入れる。その

差し込む光を柔らかくコントロールするた

め、スリットの下にはアルミニウムのパン

チングメタルの反射器具が湾曲させてあり

適切な拡散光が屋内に入るように調節さ

れている（図 6）。人工照明がなくても十

分明るい。拡散光を受けて銀色に浸され

るヴォールト天井の素材はコンクリートだ

が、幕のように見えて視覚的にも非常に

軽やか。北の方へ進んでいくと、左に展

示空間（図 7）、右にはカフェが見えてき

た。カフェではサンデーブランチを楽しむ

訪問客（図 8）。キンベル美

術館は料理も有名で、レシ

ピが出版されている。カフェ

の奥にはオーディトリウム（図

9）。光庭は 3つあり、緑が

多くて気持ちの良い空間（図

10）。

●キンベル美術館のお隣には
キンベル美術館の東隣にはフォートワー

ス現代美術館が建つ。これは 1892 年に

設立した、フォートワースで最も古い美術

館。現在の建物は安藤忠雄氏による設計

で 2002 年に完成。Y字型の柱で支えら

れた屋根と、コンクリート＋ガラスのダブ

ルスキン構造の意匠が印象的だ（図 11）。

また、キンベル美術館の西隣にはキンベ

ル美術館拡張プロジェクトとしてレンゾ・

ピアノ氏により設計が進められている。

図4　前庭

図6　トップライトのディテール

図5　ロビー

図7　展示室

図８　カフェ

図９　オーディトリアム

図10　光庭

図11　フォートワース現代美術館



Up&Coming94 号 都市と建築のブログ20

●アーリントン・テキサス・レンジャー
ズ球場
キンベル美術館に行く道中、タクシー

の運転手と色々話していた。すると、ハ

イウェイのインターチェンジで「アーリント

ン（Arlington）」の標識が目に飛び込ん

できた。「（ふくだ。以下 F）アーリント

ンって、テキサス・レンジャースの球場

があるところでしょうか？」「（運転手。以

下、D）そうだよ。ヨッシャーを知ってい

るかい？」「(F) 知っていますよ。もしかし

て本日は試合がありますか？」「(D) ある

よ。確かシアトルとだ。」「(F) シアトル・

マリナーズ！何時からですか？チケットは取

れるのかな？」「(D)（友達の運転手に電

話して詳細確認）試合開始は 19：05か

ら。チケットは必ず取れるよ。ところで、

ヨッシャーってどういう意味だ？」と会話が

かなり盛り上がり、キンベル美術館見学の

後、急遽ボールパークに行くことになった。

「ヨッシャー」の意味を説明するのは苦労

したが、たぶん理解してもらえていない

だろう（笑）。夜は、イチロー、城島選手

（当時）の活躍するシアトル・マリナーズ

と、抑えると「ヨッシャー」と日本語で叫

んでいた大塚投手（当時）のいるテキサ

ス・レンジャースとの対決は本当に楽しま

せてもらった。

テキサス・レンジャースの本拠地、

Rangers Ballpark in Arlington は「The 

Ballpark」と呼ぶにふさわしいノスタルジッ

クな天然芝球場で 1994 年に完成した。

アメリカの球場はかつて球場使用の効率

性が重視され全天候型ドーム型球場が主

流であったが、近年は 15 年程は昔のよ

うに純粋に野球を楽しめる天然芝球場が

主流となった。この流れは日本にも届き、

2009 年に開場した広島カープの本拠地、

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島は正

にボールパークである。

メジャーリーグは日本の野球とは色々な

点で違いがあるといわれるが、中でもホー

ムチームに対するエコ贔屓のすごさには驚

いた。例えば、グラウンドは変形してお

り、フェンスに当たったクッションボールが

どこに跳ねるか判断が難しい。ロッカー

ルームの大きさもホームとアウェイでは違

うそうだ。球場に来ている観客はほぼ 10

割がテキサスのファン。テキサスの攻撃

がチャンスを迎えて、シアトルの守備陣が

マウンドで作戦会議の時、電光掲示板に

「NOISE！」という表示が出るやいなや観

客は皆騒ぎたてて作戦会議の声を聞き取

れなくする、など。ファンも体を張ってチー

ムを応援する。全員とまではいかないが、

図 12のような少年は決して少なくない。

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。
テキサス・フォートワースのカルチュラル・ディストリクトの中で

も、キンベル美術館にスポットをあて、アプローチから内観にいた

るまで詳細に表現。建物のヴォールト形状と緑豊かなアプローチ

をはじめ、彫刻庭園、水庭、前庭をモデル化しています。光をテー

マにした美術館らしく、テクスチャレンダリングの手法を用いて、

やわらかな影や質感を表現。水と戯れる子供たちや、光あふれる

中庭のカフェ、メインエントランスのほか、隣接する道路も表現し

ています。

■VR-Cloud™閲覧URL ： http://www.forum8.co.jp/topic/toshi-blog13.htm#city

「テキサス」の3Dデジタルシティ・モデリングにチャレンジ
3Dデジタルシティ・テキサスby UC-win/Road

図12　テキサス・レンジャースのファン
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BMIA社のトンネル管理者訓練システム G'VALが
　　　　　「国際トンネルアワード」のショートリストに選定
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ハイウェイドライビングシミュレータが受賞！
　　情報化月間推進会議「情報化促進貢献情報処理システム」
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東京ゲームショウ2011 出展の模様をメディアで多数紹介！
　　　　6Kサイネージ・リアルタイムVRなど
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今号でUp&Coming誌面リニューアル１周年！
　　　　　　　／出版部門「FORUM8パブリッシング」発足
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New Products

●UC-win/Road･VRセミナー
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New Products

●UC-win/Road・エキスパート・トレーニングセミナー

����

2011年 11月15日（火）：VRcon.forum8.jp
16日（水）・17日（木）：品川フロントビル

���������	
����������������������������	
����������
第12回 UC-win/Road協議会／第5回 国際VRシンポジウム
2011年11月16日（水）　9：10～12：00／13：00～18：00
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products

™

™

™ 

™ 

™

™Ver.2.0 の改善点

レイテンシの改善について

™

Androidクライアントの開発

™

™
2011年 11月15日（火）：VRcon.forum8.jp
16日（水）・17日（木）：品川フロントビル

第10回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド
����

��������	
����

������������
������
������
�����������
!"�!"#����������
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New Products

�：
2011年 11月15日（火）：VRcon.forum8.jp
16日（水）・17日（木）：品川フロントビル

ご依頼案件について

電話・メール等による概略のヒアリング

1

騒音音響スパコン解析・シミュレーションサービス 騒音測定サービス（オプション）

見積内容・作業内容のご説明
2

・測定現場のVRモデリング 

・音源を設置した場合の騒音の予測解析  

3

現場の騒音測定
4

測定結果報告書の作成
5

納　品
6

「スパコンクラウド™サービスの概要」
2011年11月17日（水）11：15～12：00　会議室A　

����
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New Products
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New Products

®

®
2011年 11月15日（火）：VRcon.forum8.jp
16日（水）・17日（木）：品川フロントビル

����「Engineer's Studio®を用いた
 イージーラーメン橋のレベル2地震動解析の紹介」
朝日エンヂニヤリング 株式会社　常務取締役　中井 良彰 氏
2011年11月17日（水）11：15～12：00　会議室A　

「Engineer's Studio®、UC-win/FRAME(3D) の
 最新機能と活用事例の紹介」
2011年11月17日（水）15：00～15：30　会議室A　
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products

2011年 11月15日（火）：VRcon.forum8.jp
16日（水）・17日（木）：品川フロントビル

「水工」セッション　xpswmmユーザ会
2011年11月17日（水）13：00～12：00　会議室B　

����
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New Products
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New Products

2011年 11月15日（火）：VRcon.forum8.jp
16日（水）・17日（木）：品川フロントビル

「フォーラムエイト
　BIM&VRソリューションの紹介」
2011年11月17日（水）11：30～11：45　会議室B

����
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New Products
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New Products

2011年 11月15日（火）：VRcon.forum8.jp
16日（水）・17日（木）：品川フロントビル

「フォーラムエイト
　BIM&VRソリューションの紹介」
2011年11月17日（水）11：30～11：45　会議室B

����
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New Products
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New Products

2011年 11月15日（火）：VRcon.forum8.jp
16日（水）・17日（木）：品川フロントビル

「地震リスクマネジメントの活用と
                          東日本大震災の教訓」
株式会社 篠塚研究所　取締役　中村 孝明 氏
2011年11月17日（水）13：00～13：45　会議室A　

����

®



Up&Coming94 号New Products & Service 43

New Products
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New Products
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New Products
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User Information

Multiframe
総合情報 
Vol.23

 INFORMATION

for USERS

Multiframe
●3次元構造解析セミナー
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User Information

xpswmmxpswwm
総合情報 
Vol.24

INFORMATION

for USERS
2011年 11月15日（火）：VRcon.forum8.jp
16日（水）・17日（木）：品川フロントビル

「水工」セッション　xpswmmユーザ会
2011年11月17日（水）13：00～12：00　会議室B　

����
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User Information

MaxsurfMaxsurf
総合情報 
Vol.23

INFORMATION

for USERS ●Maxsurf セミナー
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BIM設計コンペ“Build Live Kobe 2011”
VR-CloudTMで課題敷地のデータを公開
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被災地で組み立て可能なシェルターをデザイン
AAST国際ワークショップのプレゼンでVRを活用！
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EXODUS

Build Live Tokyo 2009 II Build London Live 2009 
※社名・製品名は一般的に各社の登録商標または商標です

Build Live Tokyo 2010

BIM＆VR 活用事例

BIM＆VR
 BIMによる建築土木設計ソリューション

IFCデータ連携賞受賞

グランプリ受賞エンジニアリング賞受賞

フォーラムエイトが提案する BIM&VR ソリューションはさまざまな
BIMコンペティションにおいて高く評価されています

BuildLiveTokyo2010 プロジェクト完成イメージ

Team F8W16

Team F8W16

team BIM Japan



BIM＆VR対応製品群

AdvanceSteel

BIM対応の2D・3D鋼構造CAD

DesignBuider

建築シミュレーションソフト
建物の光、温度、CO2などを解析

SMARTFIRE

火災シミュレーション

SMA

火

EXODUS

建物の避難解析シミュレーション

OSCADY／TRANSYT

交通信号／交通ネットワークの
シミュレーション

の

xpswmm

雨水流出解析プログラム

UC-win/Road

3D・VRシミュレーション
各種解析ソフトの解析結果を可視化

Allplan 2012

UC-win/FRAME（3D）

3D構造解析プログラム
3DSファイルにエクスポート可能

���������

建築・土木3次元構造解析プログラム

UC-1

橋脚の耐震設計・補強設計プログラム

UC

3D

Engineer’s Studio®

　3次元プレート動的非線形解析

VR-Studio®

ラージスケール・マルチVR

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

IFC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。

3D・VRエンジニアリングサービス333 3D レーザスキャナ、3Dプリンタ、BIM
対応CADを活用した総合ソリューション

3D模型サービスビス3D模D模模型サービスビスビスス
Allplanシリーズ等から出力される各種3次元Allplanシリーズーズ等ズ等か等から出力される各種各種3次元次元
モデルモモモ を基に、3Dプリンタで実際の「模モデルデルをルを基に、3Dプリンタで実際を基に、3Dプリンンタで実で実際の「模型」の「模「模模型」
を出力を出力を出力を出力をををを出出出力力力力力力

ン／／／／／／／／／／／プショョョンンン／ョョョョョン／ン／／ン／ン／ン／ンン／ンン／／ン／ン／／ン／ン／ンン／ン／ン／ン／ン／ンンンン／ン／3D図面面面オプオプオププ ョョョョョョョョョョョョョョョププププ ンンン／ン／ン／ン／ン／ンンン／ン／3D図面 シ ンンンンンンンンン図面 プシ3D図面面オオオププププシプショョョョョョョョョョョョョョョョョンンンン／ン／ン／ン／ン／ンン／ン／ン／ンン／ンンンンンンンンンンン／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
報告書・書・書・図図図図面トートートータルサービス報告告書書書・・図図図図面トトトーーータルサービスビス
IFC対応 応 対応 対応AllAllAllplplplaanシリnシリーズのーズのーズのBIM統合ソリューションIFC対応対対対応 応 応応 AAAllllllpppllaannシシリリーズーズーズズのーズのーズズのズののBIM統統合ソソリューション
によりによりによりよ 3Dお3Dお3DおDおよび2よび2D図面面面D 、設、設計計算書等を作成にによよよよりりり333DDDおおおおよび2よび2D図面図面図面D 、、設計計算書等を作成よよびび22DD図図図面面面、、設計設計計算計算書等を作成作成

ンジ アンジ アア

ザスザスキャキャキャキャャャャャン・ンン・ンンザスザスザスザスザススススススキャキャキャキャキャキャキキャキャャャキャキャンンンンンンンンンン3D3Dレーレーザザス3D3D333D3DD33Dレレレレレレレレレレ ザザザザザザザザ キキキキキキキキキキキキキキキキキキザザザザザザザザザ ャャャャャャャャャャャャスススススススススレレレレレレレレ ンンンンンンンンン3333333333333DDDDDDDDDDDD3333333333DDDDD ーー ャャャン・・ザザザザザ ンンンンンンンン3333333333333DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDレレレレレレレレーーザザザザスザスザザザザザスザススススススススキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン・・
　　　　モデリデリデリングググサーサーサーサービスビビモデデデリリリングググササグサササーーーービスビビビビス

3Dレーザスキャナによるるる点群点群のの点群 計測とと計測とモデリモデリモデリモデリモ ングングングング3Dレーザスザスキャナによるるるる点点群点点群点群の群群のの計計測と測と リデデリモデリモ ングンング測測ととモモモモモデデデデリリリンンンングググ
をサポートをサポサポートート

●11/16（水）
　フォーラムエイト・デザインフェスティバル
　2011-3Daysにて授賞式開催！ ■詳細 >>P.76Theme2011　“SHIBUYA Bridge”

Ver.UP

▲SmartParts

AllplanConnect▼

▲新しいレポート機能

▲配筋機能の改善
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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

%

10
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「VR-Cloud™」

Ⓡ

Ⓡ 

Ⓡ 

Ⓡ

Ⓡ 

Ⓡ

Ⓡ 

Ⓡ 
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Ieiri Labo

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

●次回は、「UC-win/Road  Ver.6」

体験セミナーをレポート予定です。
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ディーラ・ネットワーク・ニュース

������	
北京維易在線科技有限公司

AZ.LCC

Korea office

Nederland

eMapgo Technologies(Beijing)Co.,Ltd

CABR Fire Engineering Consulting CoL.,Ttd

Beijing tepia technology Co.,Ltd.

Crisen Technology Co., Ltd.

Dalian Sunshine Information
　 Technology Development Co., Ltd.

Nepoch Consultant Co., Ltd.

Shanghai Chikushi Engineering Consultants Co., LTD

FORUM8 Technology Development (Shanghai) Co., Ltd.

Tsinghua Sware Software Hi-Tech Co. Ltd.

isBIM limited
Solutions Research Centre Ltd.
Summit Technology (Hong Kong) Ltd.

Genesis Group
JuneSun Digital
　 Information Service Corp.
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海外イベントレポート

��
���
TRB 6th International Symposium
   on Visualisation in Transportation

��
��������

Inter-noise 2011 第 40 回国際騒音制御工学会議
��
��������
��
���
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国内イベントレポート

��
���

��
���

第 9回全日本学生フォーミュラ大会

第１回 アクティブセイフティ国際会議 FAST-zero'11

™

��
�������


��
�������
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国内イベントレポート

��
���
東京ゲームショウ2011  

��
�����


™

™

®
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国内イベントレポート

™

™

™

��
���

��
���

DS'11 KOBE

GITA-JAPAN 第 22回コンファレンス

™

��
�����


��
������


™

��
���
ジャパンホームショー2011

��
�������
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国内イベントレポート

��
���
CEATEC JAPAN 2011

™ ®

™

™

™

™ ™

™

��
����������
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国内イベントレポート

��
���
Archi Future 2011

™にて展

示しました

��
�����
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国内イベントレポート

™

フォーラムエイトフェア2011 仙台
��
�����

�������


™

��
���
第14回 関西 設計・製造ソリューション展

��
����������
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国内イベントレポート

™

™

® 

フォーラムエイトフェア2011 名古屋
��
��������
���

フォーラムエイトフェア2011 大阪
��
���������
���
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セミナーレポート

��
���
配水池・排水機場の設計セミナー

�����
�����OCT

��
���
UC-Draw for SaaS・電子納品・３D配筋CADセミナー

�����
�����T
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セミナープレビュー

& " # � � � � ' 
 � � ( ) * � � � � ( " � � � � � � � � � �

〇〇〇〇〇　〇〇〇

+,'&-�("
�.(/���

〇〇〇〇〇〇〇　Co., Ltd.

��00��1��1 ��00�1���1 '(�����


������
UC-win/Road・エキスパート・トレーニングセミナー

開催日 会　場

11月17日（木）～18日（金） 東京本社 GTタワーセミナールーム

スケジュール

[ 1日目 ]13:00-17:30

13：00～13：30 UC-win/Road・VR基礎知識
・会社案内、製品紹介の概要説明 

13：30～15：30  セールスツールの活用
・マーケット展望
・商談手順例説明、提案概要、提案事例紹介
・セールストーク実例、よくあるQ&Aを通しての実践的
な説明、アピール例から、導入後のアフターフォローも）

・説明スライド、提案用資料、デモ手順、ケーススタディ
紹介

15：30～15：40 休憩 

15：40～17：30 導入のプロセス 
・導入の流れを把握。
顧客プロファイル、導入プロファイル、評価シート等を
用いたアプローチ紹介

・導入提案の計画、コンサルティングとプレゼンテーショ
ンについて
・インストール、フォローアップ

[ 2日目 ]  9:30-17:30

9：30～12：00 UC-win/Road 操作実習　基本
・基本となるデータ入力（地形、道路、周辺 3Dモデ
ル配置、等）

・走行、飛行、歩行シミュレーション
・環境設定（気候、気象、時刻、路面状況、景観切替、等）

12：00～13：00 休憩

13：00～14：30 UC-win/Road 操作実習　実践
・外部データ利用、シミュレーション設定、実行

14：30～14：40 休憩

14：40～16：50 連携と拡張
・連携アプリケーション紹介、プラグイン紹介

16：50～17：00 休憩

17：00～17：30 エキスパート認定試験

UC-win/Road
エキスパート試験実施
認定試験合格者にはUC-win/
Roadエキスパートとして、認
定証をお渡しします。



Up&Coming94 号 News & Events74

イベントプレビュー

会場：品川フロントビル 会議室

クラウド会場：VRcon.forum8.jp

����  

� � � �
2011.11.16 水
���������	
���������／������������������	
����������
第12回 UC-win/Road協議会 ／ 第5回 国際VRシンポジウム
3D･VRシミュレーションコンテスト受賞作品紹介
Virtual Design World Cup　第1回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド授賞式

���� 2011.11.17 木 

������������!���������
第5回 デザインコンファランス

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

���� �
�
�
�

第　　回10


������
出展イベントのご案内

VR-Cloud™６Kマルチクラスタデジタルサイネージ 鉄道シミュレータ ドライブシミュレータ
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���
2011年 7月にイタリア・ピサで行われたW16 サマーワークショップ。そこで、5つのプロジェクトが「ビジネスモデリン
グ奨励賞」対象研究として選定されました。今回のW16通信では、その中の１つ、香港中文大学のシュナベル氏とイン
ゲ氏の共同研究による“UC-win/Road Manga-Me プラグイン”と東京ゲームショウでの出展の様子について紹介します。



クラウド会場：VRcon.forum8.jp

会場：品川フロントビル 会議室���� ����

����

全体プログラム

FORUM8デザインフェスティバル 2011-3Days のご案内

UC-win/Roadによる3D･VRシミュレーションの作品コンテスト。スクリプト（5分）・シナリオで作品を表現。
第 10回目を迎える本年度はクラウド上で作品公開・一般投票を実施。 

品川フロントビル 会議室 A・B

第12回 UC-win/Road 協議会

9:10-12:00 九州大学大学院  
システム情報科学
研究院
教授

川邊 武俊 氏

アルパイン株式会社
京浜開発室
主幹技師

藤田 謙一郎 氏

メカニカル・
シミュレーション社
博士

トマス・ギレスピー 氏

亜州大学校
産業情報システム
工学部 教授

パク・ポム 氏

UC-win/Road 新機能
ドライビングシミュレーション関連機能プレゼンテーション

12:00-13:00 ランチ 

第 5回 国際 VRシンポジウム

13:00-13:40 第10回3D・VRシミュレーションコンテスト 
オン・クラウド  受賞作品発表／審査員講評

13:40-14:20 Virtual Design World Cup ～第1回 学生
BIM&VRコンテスト オン・クラウド～ 授賞式

14:20-15:00 VR 活用に関する講演

15:00-15:10 休憩　ドリンクサービス

15:10-18:00 W16 研究発表／アカデミー奨励賞 発表
カリフォルニア州立大学／ハーバード大学／ジョージア工科大学
香港中文大学／バーレーン大学／ウィンストンセーラム州立大学
ザイード大学／大阪大学／ニュージャージー工科大学／
ロバートゴードン大学／マギル大学／アリゾナ州立大学／ピサ大学

18:30-20:30 書籍出版披露パーティ

※午前･午後の両方に
ご出席の方のみ

ユーザ様
無料ご招待

���� 11.15 火

11.16 水
���������	
���������
������������������	
����������
第12回 UC-win/Road協議会／第5回 国際VRシンポジウム

����
ソーラーLEDライトキーホルダー&
マウスパッド＋プレミアム会員：手帳 11.17 木

������������!���������
第5回 デザインコンファランス

卓上カレンダー& マウスパッド、
＋プレミアム会員：手帳

品川フロントビル 会議室Ａ 会議室B

「土木・解析」セッション 「建築・BIM」セッション

9:20-12:00

　

東京工業大学大学院
理工学研究科　
土木工学専攻　
教授

川島 一彦 氏

ニュートン
コンサルティング
株式会社　
代表取締役社長　

副島 一也  氏

財団法人
計算科学振興財団
共用専門員　
博士

西川 武志 氏

シンガポール国立大学
設計環境研究院建築
学科 准教授

エヴリン･アイ･
リン･テオ 氏

土木・解析関連講演、
プレゼンテーション

BIM・建築設計ソリューション
関連講演、プレゼンテーション

12:00-13:00 ランチ

　　　 「土木・解析」セッション 「水工」セッション
xpswmmユーザ会

13:00-14:45 株式会社篠塚研究所 
取締役

中村 孝明 氏

芝浦工業大学　
工学部土木工学科 
都市環境工学研究室
教授　

守田 優 氏

14:45-15:00 休憩　ドリンク　　サービス

15:00-17:00 大同大学
工学部教授
地盤工学会中部地盤
研究会副委員長
愛知土壌・地下水
対策研究会会長

大東 憲二 氏

NPO 法人 
水環境創生クラブ

石川 高輝 氏

xpswmm Distributor award
表彰式

地盤・解析に関する講演
プレゼンテーション

水工シリーズ
プレゼンテーション

※午前･午後の両方に
ご出席の方のみ

第10回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド

来場
プレゼント

����

プレミアム会員 無料ご招待 プレミアム会員 無料ご招待

1000FPB＆
図書カード

投票
プレゼント

来場
プレゼント

������

������	
����

��������	
����にアクセス
または
FORUM8のトップページのバナーをクリック！

　【お申込み・お問合わせ】

　������	
��������	　
参加費無料
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　 展示コーナーのご案内

11.16 水 /17 木

   出版披露パーティー／ネットワーキングパーティのご案内

   Virtual Design World Cup ～第 1回 学生BIM&VRコンテスト オン・クラウド～ 授賞式

UC-win/Road 6K クラスタデジタルサイネージ
UC-win/Road Air Driving
・UC-win/Road 6Kマルチクラスタデジタルサイネージシステム
・UC-win/Road Air Driving（赤外線深度センサを利用）

3D･VRクラウドコーナー
・VR-Cloud™ 　・スパコンクラウド™

▲群集シミュレーション

※お申し込みはこちら >> URL：www.forum8.co.jp/fair/fair.htm

［代理店 /コンサルタント様向けエキスパート養成講座］
UC-win/Road・エキスパート・トレーニングセミナーは、UC-win/Roadを販売する代理店や 
UC-win/Roadを使用してVR業務の提案を行うコンサルタントの方 の々ためのセミナーです。

UC-win/Road Ver.6 新機能（詳細 >>P.24）

���� ����

　　　　　　　　 　　　エキスパート・トレーニングセミナーのご案内
フォーラムイト東京本社
GTタワーセミナールーム 参加費無料

11.17 木
13:00-17:30

11.18 金
9:30-17:30

開催日 会　場

11月17日（木）～18日（金） 東京本社 GTタワーセミナールーム
スケジュール

[ 1日目 ] 13:00-17:30 ・UC-win/Road　・ＶＲ基礎知識
・セールスツールの活用　・導入のプロセス

[ 2日目 ]   9:30-17:30 ・UC-win/Road 操作実習　基本／実践
・連携と拡張　・認定試験

UC-win/Road
エキスパート試験実施
認定試験合格者にはUC-win/
Roadエキスパートとして、認
定証をお渡しします。

����

Theme2011　“SHIBUYA Bridge”

渋谷（東京都）を対象エリアとし、フォーラムエイトが提供する同地区
のVRデータをベースとして、歩道橋（ペデストリアンブリッジ）またはそ
れを中心とした建築、まちづくりを含めたデザインを競うコンテスト。

11.16 水
13:40-14:20

11.16 水
 18:30-20:30

2日間の会期中、6KリアルタイムVR・デジタルサイネージや、ドライブシミュレータ体験をはじめとする展示を行ってい
ます。

６Kマルチクラスタデジタルサイネージ

PAPPARE NAPOLI(2F) にて書籍出版記念パーティー、ネットワークパーティーを開催！
第12回 VRコンファランスのネットワーキングパーティにおいて、11月16日に発刊の「先端グラフィック
ス言語入門 ～Open GL Ver.4 & CUDA～」出版記念パーティを開催いたします。コンファランス講演者
の皆様やW16の先生方をはじめとして多数の方が参加される予定ですので、さまざまな分野にまたが
る情報交換の貴重な場としてお楽しみいただければと思います。書籍は会場にて先行販売いたしてお
りますので、ぜひこの機会にお求め下さい。

ユーザ様 無料ご招待

「先端グラフィックス言語入門 
 　～OpenGL Ver.4＆CUDA～  エンジニアのOpenGL プログラミング入門書」
■ 2011年11月16日発売予定　■ 価格：3,480円（税抜）　■ 出版社：フォーラムエイトパブリッシング
■ 執筆者：安福健祐（大阪大学サイバーメディアセンター 助教）／FORUM8 VR開発グループ

書籍出版

ブリ シング

▲津波解析ソフト
   ウェアとの連携

研究シミュレータシステム 7ch / 鉄道シミュレータ
・UC-win/Roadドライブシミュレータ7Ch
・UC-win/Road 鉄道シミュレータ

BIM&VR、3D･VRエンジニアリングサービス
・UC-win/Road 模型 VRシステム
・3Dレザースキャン 
　モデリングサービス
・騒音測定 
　シミュレーションサービス

体験コーナー
・UC-win/Road Ver.6
・Engineer's Studio®

・ラージスケールマルチVR
　　VR-Studio®

・BCP支援ツール

UC-win/Road 模型 VRシステム

鉄道シミュレータ  7Chドライブシミュレータ

▲パーティ会場
   PAPPARE NAPOLI

▲ネットワーキング
   パーティの様子

▲FBXアニメーション

UC-win/Road Ver.6VR-Cloud™ スパコンクラウド™
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【無償改訂】　
・車両運動モデルの改善　・衝突処理の改善　
・点群モデリングの機能改善　・トンネル照明機能　
・自動車のコックピットの改善　・路面属性の追加　
・シナリオ機能の改善　・歩行シミュレーションの改善　
・ドライビングシミュレーションオプション　
・自動車ワイパーの表現　・InRoads 最新版対応　　
【別売オプション】
・騒音シミュレーションオプション　・リプレイオプション

・歩行者の群集移動　・FBXアニメーション対応　
・RoadDataViewer プラグイン　・IFCプラグイン　
・12d Model プラグイン　・xpswmmとの連携（プラグイン）
・地形 5mメッシュ対応　・駐車場モデル読み込みプラグイン
・室内およびトンネル内の煙表現
・特殊気象機能の改訂
・運転シミュレーション： 
コントローラの振動機能／タイヤスリップ音／キーボードによる運転シミュレーション

・その他の改訂：POV-Ray プラグイン／シナリオ機能／マイクロシミュレーションプレーヤー／　
　　　　　　   ECOドライブプラグイン

UC-win/Road で作成したVRデータを、インターネット環境さえあればインタラクティブに参照・
体感できる参加型システム。パソコンの性能や場所を問わないため、VRによる都市計画やまちづく
りなどのプロジェクト全般において、広報展示や合意形成の支援ツールとして利活用できます。サー
バ上でUC-win/Road を実行させ、バーチャルリアリティをネットワーク上のサービスとして提供
いたします。ウェブブラウザで公開されたVR空間の操作が可能です。用途に応じた 3バージョン
を提供いたします。

【無償改訂】
・Android に対応
・レイテンシーの軽減
・映像品質の改善（a3S マネージャ）

・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

・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

・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 アスキーファイルフォーマット」を主として
使用

・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

® ・ 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。

研究開発、教育・訓練、広報展示目的の鉄道運行シミュレータ。
車両や人間工学の研究開発用、乗務員の教育・訓練用、博物館、鉄道展等での運転体験用、列車運転ゲー
ムなどさまざまな用途に活用可能。
実物大の乗務員室、広視界画面、動揺装置を備えたフルキャブタイプ、運転コンソール部分のみの
簡易型、PC画面への表示など規模や形状も柔軟に対応。

【無償改訂】　
・カスタムオブジェクトの配置に対応　
・DSプラグインのインタフェースを拡張（DS状態取得、DSアクティブス テアリングハンドルの制御）
・シナリオ、イベントの開始条件のカスタマイズ　
・新たなサンプルプログラムを追加

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。

マルチクラスタシステムを使用することで、多数のディスプレイを連携させた、大画面表示を可能
にしたデジタルサイ ネージです。赤外線深度センサを使用することで、手足を使った直観的な操作
を可能にしています。電子広告の他、オフィス内の情報端末などに利用できます。

病院や医療現場にで活用できるVR を用いたソリューション提案。

・ばね特性に「BMR(CD) ダンパー」追加　
・断面から自動生成するばね特性のＭ－θ関係算出改善
・大規模モデル（11ラン、ステップ総数 12万）計算後、ばね要素の時刻歴結果画面が遅い問題 
対策

・ばね要素の固有値解析剛性低減係数にゼロ入力可能　
・K-NET地震波データ、JMA地震波データ読込み改善
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NEW ARRIVAL 2011/02 - 2011/11

® 【無償改訂】　
・開発キット「Engineer's Studio Plugin SDK 1.06.02」と連動対応
・平板要素の圧縮側損傷基準追加（ピークひずみの３倍）　
・加速度ファイル（*.acc）、K-NET地震波データ（*.EW、*.NS、*.UD）、JMA地震波の 
読込み対応

・平板要素作成コマンド「四角形メッシュ要素」の改善
® 【無償改訂】　

・ばね特性に「BMR(CD) ダンパー」追加　
・複数ファイル計算実行ツール
・断面などのコピー機能、表形式入力画面での自動複製機能
・複数の節点名称や要素名称を表形式入力にペーストする機能
・モデルのコピー／ペースト機能強化（オフセットでペースト）　
・節点に接続している要素をハイライトする機能
・モデルの選択機能強化（直線状に選択、平面状に選択、全ての要素を選択、同一断面の部材選択、
同一ばね特性のばね要素選択など）

・平板要素の結果画面改善（ガウス点位置表示）　
・フレーム要素の結果をテキスト形式でエクスポート（csv ファイル）　
・平板要素の結果をテキスト形式でエクスポート（csv ファイル）

® 【無償改訂（ケーブル要素は有償オプション）】　
・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　
・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　・ケーブル要素

� ・Plugin SDKは、ESの入力データを直接作成する開発キット　
・API は、COM(Component Object Model)
・COMに対応している開発環境 (C、C++,VBA,Delphi 等 ) があれば、自由にモデルを作成可能
・開発環境でDLLを作成し、OSに登録後、ESを起動して利用
・開発環境で自由に作成した入力画面で入力、独自のファイル保存も可能。
・計算や結果画面は Engineer's Studio® 本体で行うので ESが別途必要
・サンプルプログラム（現在６種）「放物線形状のフレーム (Parabola)、ボックスカルバート (Box)、
直線フレーム (Line)、5径間連続橋の動的解析モデル (Bridge)、斜π橋 (Shapai)、４辺固定の非
線形平板要素モデル (Plate)」

・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

・鋼断面の断面諸量算出，設計断面力に対する応力度と安全性の照査，最小板厚の照査および疲労照査
対応 (新機能 )

・非合成 I桁、箱桁など全17種類の断面について，最大100断面まで同時に計算が可能

・落橋防止工法を追加（PCケーブルにより主桁と主桁を連結／PCケーブルにより主桁と胸壁を連結）
・鋼製ブラケットの縁端拡幅アンカーボルトの任意配置に対応
・アンカー筋せん断照査において、全鉄筋量照査に対応
（鉄筋コンクリートによる縁端拡幅／落橋防止壁による落橋防止構造／変位制限壁による変位制限構造

・下部工形状入力：段差フーチング対応　
・橋脚の保有水平耐力法概略検討
・ゴム支承回転機能の照査（NEXCO設計要領）　
・下部工製品に連携する設計水平震度の選択（設計振動単位／ブロック単位）
・上部構造の部材ごとの材質指定　
・分担重量の算出方法追加
・架け違い段差形状のモデル化方法追加
・UC-win/FRAME(3D) エクスポート：バネ要素エクスポート形式拡張
・UC-win/FRAME(3D)：免震支承のバイリニア算定過程出力

・適用基準に森林土木構造物標準設計基準を追加
・試行くさびによる土圧算出（レベル1のみ）に対応　
・底版中心の作用力の直接指定に対応
・地盤反力度の直接指定に対応　
・逆T式橋台の配筋要領図の出力に対応
・橋軸段差フーチングにおいて、前趾側が高い形状に対応
・杭頭補強筋の水平押抜きせん断応力度照査（H18設計要領第二集）に対応
・橋座の設計において、上向きの力に対する押抜きせん断照査に対応
・突起の設計において、無筋として設計に対応
・重力式橋台において、土圧の鉛直成分の考慮／無視の指定に対応

・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）

・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。
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日本語製品の機能を基本的に継承し、計算書作成のみを英語化した製品。

・4柱式ラーメン橋脚に対応
・はり、柱のみのモデル（柱基部がバネ支点形式）に対応
・フーチング断面照査時の柱前面位置を柱補強位置とするオプションを追加

・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）

日本語製品の機能を基本的に継承し、計算書作成のみを英語化した製品。

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。

・外的安定性の検討（円弧すべりの計算）に対応　
・初期入力段階における壁体断面選定機能
・切梁式土留めで、30度 60度隅火打ちに対応 (図面作成含み )
・タイロッド式土留めにて、控え杭間隔とタイロッド間隔が異なる場合に対応 (図面作成含み )
・中間杭の位置を勘案した切梁設計用スパン計算機能
・登録断面について全ての応力度照査機能

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。

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。

・UWLC連携（「設計要領第一集　土工編　第6章高盛土・大規模盛土」対応）
・設計水平震度の自動計算
・ニューマーク法における地震動の方向正負の同時計算
・円弧すべりによる杭工の設計対応

・双曲線法対応　
・CADファイルからのインポート機能　
・盛土形状の座標入力

・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

・波返し工対応　
・直接基礎安定照査（転倒，滑動，支持）ごとの載荷荷重範囲指定
・動水圧の作用位置選択　
・荷重組合せ一覧表出力　
・「土地改良（ポンプ場）」による許容支持力算出

・多層地盤　
・応答変位法による地震時検討（下水道施設耐震対策指針の設計方法）
・PC部材，RC部材ごとのせん断照査位置指定

・材料として透光性遮音板の追加　
・任意荷重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

・開きょ（頂版のない矩形きょ）に対応　
・底版内側が逆アーチ型をしたインバート形状に対応
・カルバート縦断方向と平行に載荷する活荷重の入力に対応
・液状化による浮上りに対する検討に対応
・「道路土工カルバート工指針 (H.22.3)」に準じたせん断応力度照査に対応
・剛域部材を一般部材の剛度×1000設定に対応
・詳細計算書の断面方向全検討ケースの応力度照査結果出力に対応

・隔壁がある形状への対応　
・開口部照査の支持条件拡張（３辺単純支持，４辺単純支持等）
・頂版の計算方法追加（３辺固定版）　
・液状化の判定方法拡張　
・地震時の浮上り照査



Up&Coming94 号Information 83

NEW ARRIVAL 2011/02 - 2011/11

・降雨強度式追加（合成式）　
・貯留施設：ピークカット方式
・「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）
・浸透施設の計算強化　
・流出入量の結果出力小数位の指定

・横断方向の構造計算（常時、施工時の検討）に対応。
対応管種：不とう性管（RC管，PC管），とう性管（ダクタイル鋳鉄管，鋼管，硬質ポリ塩化ビニル管，
　　　  ポリエチレン管，強化プラスティック複合管）

・水道施設耐震工法指針 2009年版に対応　
・地上構造物における地震時保有水平耐力法が計算可能
・地中構造物における応答変位法において、構造物の材料非線形化および地盤バネの非線形化に対応

・排水機場本体の地震時保有水平耐力法および応答変位法に対応。これにより、レベル２照査が可能
・終局曲げモーメントおよびせん断耐力での部材照査を行う

・マルチ2Dドメイン　
・多重水路バッチコンバーター
・貯留池の最適化機能

・滑り球体、楕円体の自動探索機能　
・任意のすべり方向に対する検討に対応
・アンカー工法 (アンカー引張力 )を考慮した斜面安定解析に対応

・構造形式として、重力式、扶壁式、突形式に対応
・設計状態としては、永続状態 (常時 )、変動L1地震動 (地震時 )対応

・対応基準の追加　
・国交省 H23.04.13 までの正誤表に対応
・ツリービューで選択中のノードに対して可能な操作をナビゲーションパネルに表示する機能を追加

「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。

・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）

・モデリング機能（躯体生成機能、躯体配置機能）　
・鉄筋生成機能　
・干渉チェック機能（UC-1、3D配筋ビューアのインポートチェック対応）

・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。

・公共土木工事における様々な工種を対象とした構造物の施工時出来形管理を行う。対象とした工種で
の測定項目における設計値と実測値から、誤差、平均値の変動、ばらつき等を分析。

・土木工事共通仕様書の「出来形管理基準及び規定値」の書式に準じた出来形管理帳票作成。

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）。

・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）

・新製品Architectural Simulationパッケージをリリース。「Visualization」、「EnergyPlus」、
「Daylighting」モジュールを含む。
・Design Simulation／Advanced Simulationパッケージに「Daylighting」と「HVAC」モジュー
ルを追加。（HVACモジュール ：HVAC（Heating（熱）、Ventilation（換気）、Air Conditioning（空
調））／Daylighting（昼光照明）モジュール ：放射輝度による昼光照明の計算、レポート出力）

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。
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� スーパーコンピューティングとクラウドを連携させ、高度なソリューションを提供するサービス。
【提供サービス】
・Engineer's Studio®スパコンクラウドオプション　スパコンオプション解析支援サービス
・UC-win/Road・CG ムービーサービス
・風・熱流体スパコン解析、シミュレーションサービス
・騒音音響スパコン解析、シミュレーションサービス／騒音測定シミュレーションサービス 
【提供予定サービス】　
・3DVR クラウド“VR-Cloud™サービス”
・津波・流体解析シミュレーションサービス
・VR-Studio®騒音シミュレーションオプション

道路損傷情報システムは、平時及び災害時の道路損傷発生箇所の収集、提供を行うシステムです。フォー
ラムエイトでは、本システムのサービス構築、カスタマイズを自治体、道路管理者等へご提供しています。

・UC-1 シリーズ配筋図製品および、UC-Draw ツールズにて標準実装
※対応済み製品：橋脚の設計 Ver.7.01 ／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／マンホールの設計Ver.2.02
※出力形式：IFC（Industry Foundation Classes）形式、
　　　　　　Allplan形式、3ds形式フォーマットへの出力

・数量算出計算書のサポート　
・ODF（OpenDocument Format）への対応

・自社サーバのクラウド化、データセンターへの移行をサポートする、構築・運用支援サービス
・高品質なハウジングラックのカスタマイズ提供・運用支援が国内外で可能
・国内：さくら情報システム社データセンター／海外：中国電信社データセンター
・専用インターネット回線、電源容量拡張、各種保守管理など提供可能
※フォーラムエイトはデータセンター協会賛助会員です

地震による被害（人的／物的被害，直接／間接被害）を、構造解析と定量的な地震リスク評価によりトー
タルに評価するサービスです。不測の事態の発生に起因する事業の停止と損害に対して，予測／対策／
実行が可能となります。

�	�����������	��	�� ��������	���						����������������������������������������������						������������� ���������������������������������開発中製品情報　　　
・クラスター機能　
・エッジブレンディングの処理の改善　
・汎用ログ機能（有償プラグイン）　
・ステアリングハンドルの反応性の改善　
・車両運動モデルの改善：オーバーステア＋ギアチェンジ　
・音の改善　
・車両動作プロファイル入出力機能　・鉄道線形対応　
・照明機能の改善　
・点群モデリング（道路線形自動計算、断面半自動生成）

・地形データの読み込み機能
・建物、３Dモデルの出力機能

・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。

・出来形管理調票作成、設計・施工差分の３D表示
・TS, 点郡情報出来形管理データのUC-Win/Roadプラグイン

$ ・Androidクライアントの改訂　
・オーディオ対応
・クライアント間のコミュニケーション機能　
・a3Sマネージャの改訂

・道路橋示方書改訂対応　
・概算工事費算定機能

・道路橋示方書改訂対応　
・UC-BRIDGEからUC-win/FRAME(3D) の初期断面力へエクスポート機能

・道路橋示方書改訂対応

【無償改訂】
・道路橋示方書改訂対応　・多主版桁対応　
・施工方法 2　・PRC 構造　・隅角部の照査　
・クリープ解析OFF　・供用開始時の照査

・橋梁の架設計算プログラム第１弾
・入力された打設順序に従い、養生期間を考慮したコンクリート打設日の決定を行うプログラム

・道路橋示方書改訂対応

・道路橋示方書改訂対応

・道路橋示方書改訂対応
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・道路橋示方書改訂対応　
・段差フーチングなどサポート形状拡張　
・RC 補強拡張（AT-P工法）　
・橋脚形状に関する制限１３パターン（橋脚ヘルプ参照）　
・杭情報に関する制限６パターン（橋脚ヘルプ参照）　
・柱補強（ＲＣ巻立て以外の全ての工法）　
・フーチング補強で既設フーチング上面にテーパがある形状

・道路橋示方書改訂対応

・道路橋示方書改訂対応

・道路橋示方書改訂対応

・道路橋示方書改訂対応

・擁壁、橋台等に設置する置換基礎（置換コンクリート，置換土）の安定計算、置換幅および置換深さ等の決定。
・適用基準：道路土工擁壁工指針（（社）日本道路協会）、設計要領 第二集（NEXCO）

・歩行者専用（群衆荷重）対応
・トラック荷重の拡張（占有幅、後輪車輪数など）

・Engineer's Studioを用いた弾塑性法対応
・その他改訂内容検討中

・「竹割り型土留め工法の設計・施工マニュアル ( 案 )」に準拠した設計計算プログラム

・支保工配置の中間部に切梁設置する型式へ対応 [2]
・偏土圧算定用背面土砂の単位体積重量入力に対応
・腹起しの任意検討ピッチ設定に対応
・地中部に岩盤層がある場合、土圧を考慮しないで（岩盤層の土圧＝０、水圧は考慮して）計算する機能に対応
・基準値のＨ形鋼にリース材（孔あり）を追加

・補強土壁の内的安定計算及び外的安定計算
・テールアルメ工法による補強土壁
・適用基準：補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル（（財）土木研究センター）

・Ｕ型：形状追加（Ｂタイプ）　・堆積土圧防護策照査　
・竪壁前面張出し位置指定　・安定照査ごとの浮力指定　
・修正物部岡部法時の見掛けの震度対応

・地震時検討（NEXCO）：多層地盤対応　
・土圧軽減（NEXCO）　
・端部とハンチ端の曲げ応力度照査
・斜角：任意荷重対応　・門形：多層盛土　
・荷重ケースの上限拡張　
・内空活荷重ケースの組合せ拡張　
・分布活荷重入力　・計算書出力改善

・アーチカルバートの横断方向，縦断方向の断面力算出および断面照査
・適用基準：道路土工カルバート工指針（H.21年版）（社）日本道路協会

・３連ボックス　・単鉄筋構造　
・人孔と矩形きょの接合部の検討　
・矩形きょと矩形きょの継手部の検討　
・道路橋示方書改訂対応（杭基礎）

・オリフィス複数設置　・横越流方式　
・もぐりオリフィス　・減勢工

・Ｈ－Ｑ式による流下能力計算　・断面種類追加（馬蹄形，幌型）　
・内挿断面の一括入力

・三面水路への対応　・沈下計算拡張（圧密時間計算）　
・横方向：道路土工カルバート工指針の方法に対応
・横方向：荷重の載荷方法拡張（格点集中荷重等）　・門柱レスゲート
・門柱：地震時＋温度変化の組合せケース　・計算書出力改善

・河川形状、断面からの落差工形状自動決定機能　
・本体、水叩き部の自動配筋機能

・Automesh 対応

・Automesh 対応
・引き戻し解析

・Automesh対応
・その他改訂内容検討中

・矢板式護岸の設計計算 (河川基準 )
・自立矢板式防波堤の設計計算

・港湾シリーズ第４弾
・港湾・漁港基準に準じた直杭横桟橋の設計計算プログラム

３D配筋ＣＡＤの全ての機能を継承したSaaS版。
・モデリング機能（躯体生成機能、躯体配置機能）　・鉄筋生成機能
・干渉チェック機能（UC-1、3D 配筋ビューアのインポートチェック対応）

・地形対応　・縦断走行軌跡の作図　
・ライン走行のルート作成補助機能　（走行コースに合わせたルートの設定）
・UC-win/Roadとの連携強化 (コースの出力等 )　
・車輪位置の作図

・異種断面　・杭頭接合部の計算　
・パイルキャップの検討　・杭データベース
・ファイルからの杭・地層データ取り込み

・「陸上工事における深層混合の設計施工マニュアル」（（財）土木研究センター）への対応



Up&Coming94 号 Information86

����	�����	���� �	�������	�	��������������		�������������					�������������������������					������������������� �					����������������������� �������						�				������������������������������������������������������������������������												フェア・セミナー情報

体験セミナー

12d Model 体験セミナー

EXODUS・SMARTFIRE体験セミナー

UC-win/Road・エキスパート・トレーニングセミナー  

体験セミナー
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