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ユーザー紹介／第 95回

16 年の歩みと現行組織

VICSの概要と新サービス

財団法人 道路交通情報通信システムセンターの皆さん

財団法人 道路交通情報通信
システムセンター（VICSセンター）

User
 Information

財団法人 道路交通情報通信システムセンター

（VICSセンター）

URL● http://www.vics.or.jp/

所在地● 東京都中央区

業務内容● 道路交通情報の収集、処理、編集および

通信・放送メディアによる提供／VICSに関する調査、

研究、開発およびその他関連業務
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VICS・DS 開発の流れ

道路交通情報を
カーナビに表示

第10回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド 優秀賞を受賞した「VICSドライブ・シミュレータ」

VICSのシステムにおける交通情報の流れ

東名　　　　　   下り　  事故
東名川崎 IC→東京 IC　  車線規制

● 文字表示

● 地図表示 ● 簡易図形表示
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ユーザー紹介／第 95回

VICSブースでドライブ・シミュレータを体験する海外来場者

■ ITS 世界会議オーランド2011 VICS出展ブースの模様

■東京モーターショー2011 VICS出展ブースの模様

VICSの基本システムや ITSスポット、DSSSのサービスが体験できる「VICSドライブ・シミュレータ」の体験コーナーは終日賑いを見せた
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最近では、人間が目で見たものを知覚する仕組みについての最先端の研究が、映像表現などの
分野で活用されています。今回は、そのなかでも「錯視」や「S3D（立体視）」の仕組みや特徴と、
その応用例について解説します。

錯視とS3D（立体視）
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ディスプレイリンク

■ 身近になるマルチディスプレイ環境

■ 手軽にモニタを追加できる”DisplayLink”

■ 多画面・高解像度化、iPad向けアダプタや
　 モニタ一体型、3D表示対応製品も登場

■ 転送レートの高速化が課題

ディスプレイリンク����������	
便利ソフト情報

����������	
�������
�	��������	

�����	���

便利ソフト＆
　　　最新デバイス情報
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■ AR.Droneとは

� �

　
■ AR.Droneの開発目的

AR.DroneAAAR.Drone�������
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.

 モデルのインポート ModelImportPlugin

　3D モデルは、ポリゴン（多角形の平面データ）から構成されて

います。

 

　3D モデルは、この三角形ポリゴンの各頂点の3D座標の集合体

によって構成されています。UC-win/Road では、ポリゴンの座標

を左回りに設定しています。

　テクスチャを含む場合は、三角形ポリゴンの各頂点に、3次元座

標以外に法線ベクトル、テクスチャ座標を設定します。図ではそれ

ぞれ①が頂点座標、②が法線ベクトル【注7】、③がテクスチャ座標

【注 8】を表します。

UC-win/Road に３D モデルを読み込むには、プロジェクトに新

規に 3D モデルのオブジェクトを生成してからポリゴン情報を追加

します。関連するインタフェースは以下の通りです。

実習サンプルコード解説（2） 7

（x1, y1, z1）

（x2, y2, z2） （x3, y3, z3）

①（x1, y1, z1）
②（n1x, n1y, n1z）
③（u1, v1, w1）

①（x2, y2, z2）
②（n2x, n2x, n2x）
③（u2, v2, w2）

①（x3, y3, z3）
②（n3x, n3y, n3z）
③（u3, v3, w3）

//3Dモデルのオブジェクト生成
��������	 
���������������������������������	 �	

�����������������
//グループの追加(ポリゴン情報を追加する際のグループとして使
用する)
��������	
������������������������ 	�	����!���
//ポリゴン情報の追加（テクスチャがない場合)
 ��������	
�������������������������!��"���� 
　　　　　　　　　#!��� 
���$	�	����!���	�����!��"	�
	　　　　　　　　　�������!������%�% �&'()�
!��� 
���$	�	追加するポリゴンが属するグループ（部品、レイヤ）
�����!��"	�	ポリゴン座標情報
//ポリゴン情報の追加（テクスチャがある場合）
 ��������	
����������������������$����������!��"���� 
																	#!��� 
���$	�	����!��������!��"	�
																																																																																	
����$����������!������%�% �&'()�
!��� 
���$	�	追加するポリゴンが属するグループ（部品、レイヤ）
�����!��"	�	ポリゴン座標情報
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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

　UC-win/Road へ登録したモデルを配置するには、配置するモデ

ルのインスタンスを生成して座標情報を設定します。使用するイン

タフェースは以下の通りです。

 インタラクションの例 InteractionSamplePlugin

　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。

　

　メイン画面上のモデルや道路をクリックしたときに処理するコー

ルバック関数を登録します。モデルをクリックしたときはそのインス

タンスが、道路をクリックしたときはその道路やクリックした位置

の情報がコールバック関数を通して返ってきます。

　ログ出力するには、ログ出力を制御するLogServer にアクセス

する必要があります。

　取得した logServer にログデータ取得用のコールバック関数を登

録します。このOnLog がフレームごとに呼ばれます。

�������!������%�% �
�������!������%�% �	*	�����	��	�������!���% ��
�������!���% �	*	����%+,��-.	��	�/�����% ��
����$����������!������%�% �
����$����������!������%�% �	*	����%	��	����$����������!���
����$����������!��	*	������
		0����$�	�������!���% ��	
		���1���	�������!���% ��
		��$����23�	�������!���% ��
����

function IF8ProjectForRoad.MakeModel(currentModel :                 
IF8ThreeDeeStudio; 
                 xx: double; yy : double) : IF8ModelInstance;
currentModel : これから配置するモデル
                 xx : 配置するモデルのX座標（東西方向、東向き＋）
                 yy : 配置するモデルのZ座標（南北方向、南向き＋）

0��
		1�����	�	�1������
		�  �����������0���	�	
���  �����������0����
4�!��
55モデルクリック用コールバック関数の登録
���1�������������6����#1�����)	�*	���������6�
�  �����������0������!�"���70���8������
														#	9 �!���1�������������6:	1�����)�
55道路クリック用コールバック関数の登録
���1������������6����#1�����)	�*	��������6�
�  �����������0������!�"���70���8������
																	#	9 �!���1������������6:	1�����)�
����

55モデルクリック時のコールバック関数
��������	���������6
												#1����
�"������	
��
�"�����)�	4�������
1����
�"�����	�	クリックしたモデルのインスタンス&'(
55道路クリック時のコールバック関数
��������	��������6
#���"�	 �����	 
�������	 ���"�	 ��"�����:	 ���"���	
���4������"�	��������:������!�;�%�	4������)�	4�������
����	�	クリックした道路
��"�����	�	線形上起点からの距離
���"��	�	断面方向端部からのオフセット
��������	�	����	�	道路左側	、	���"�	�	道路右側
������!�;�%	�	����	�	車道をクリック、	���"�	�	車道以外を
クリック

0��
				�  ������������0�	�	
���  �����������0���"�
				��!���0��	�	
��/�!���0���
4�!��
��!���0��	�*	�  �����������0�������/�!���0���
����

<�/�!���0���"�/�!���#1�����)	�*	<�/�!�
��!���0�����!�"���<�/�!��������#1�����)�
55コールバック関数
 ��������	 <�/�!#���1�
�������"�	 ���4���	 ��"������	

���=<4�����	!��� �	���!7$ ���< ����)�
���1�
�������"�フレーム間隔
��"�����	�ログオブジェクト
!��� 	�オブジェクトのタイプ
			9���2"��"3������	：ユーザ運転車両
			9������0��
������：ユーザと同じ車線を走行している前方車両
		9�������������!��0��!<4����"	：ユーザ運転車両とある範
囲内に有る車両
		9���<������0��!<4����"	：上記範囲外に有るログターゲット
の車両
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誌上セミナー

　フレーム描画直前に発生するイベントです。このコールバック関数

によりOnLog が呼ばれるときの現在の時間がわかります。

　ログ出力を開始、終了するインタフェースは以下の通りです。

　以下にログ取得の例を示します。

 カスタムWaypoint・ カスタムイベントアクション

　Waypoint とは、運転、走行する車両が設定した位置を通過した

際、指定した車両、可動モデルのコマンドを実行させる点のことです。

車両の速度を変更したり、任意の動作を実行します。

　任意のコマンドを追加するには、TWaypointCommandAttribute

型の構造体に必要項目を定義し、所定の手続きによってUC-win/

Road へ登録します。この構造体は、「動作制御点の編集」画面で

追加したコマンドを選択した際、コマンド以外の各項目へのアクセ

ス許可を設定します。

　コマンド追加は、以下のApplicationService のインタフェースを

使用します。

��1���� ���#1�����)	�*	<���1���� �
�  �����������0������!�"���70���8������#	 9
 �!��1���� :	1�����)�
 ��������	<���1���� #���1�
�������"�	���4��)�
0��
		�	�	�/��!�
���!���
4�!��
��	��!!��!	����
		4�!��
		>���%�����1�����������#�)�
　		���������1�	�*	#�	?	"������1�)	5	���@����%�	
		����
����

0��
	��!���0��	�	
��/�!���0���
4�!��
55ログ出力開始
��!���0��������/�!"�
55ログ出力終了
��!���0������ /�!"�
����

 ��������	 
���  �����������0���������11������A�% �
���7�����#
��1	�	A�% ������11��������4���)�
ここで、
;�% ������11��������4���	*	B�;�% ������11��������4����

 ��������	 ����1/�!��" ��%�<�/�!#���1�
�������"�	
���4���	��"������	
���=<4�����	!��� �	�/�!7$ ���< ����)�
0��
		0������/�!"	�	
��3������/�!"�
		1�0��!�����	�	
��
�"�����/�!"�
		��!������	�	/�!�������% ��
4�!��
��!������	�*	����　
  55��"�����が
��3������/�!"（車輌）の場合に0������/�!"
変数でログ情報にアクセス			
��	��  ���"#��"�����:	
��3������/�!":	0������/�!")	
����
		4�!��
		��!������	�*	C�;/�!�������
		��!���������1�	�*	���������1��	
		55		<���1���� （）で取得したフレーム間隔
		��
		��!�������%�;��!��					�*	0������/�!"�%�;��!���
		��!������� ������!��			�*	0������/�!"� ������!���
		��!�������������!��				�*	0������/�!"�������!���
		��!����������������				�*	0������/�!"�����������
		���
		55ログ取得終了後、外部ファイル等へ出力
　���
		����
����

コマンド名 説明

isDirectionEditable True：「方向」にアクセス可能。
False：「方向」にアクセス不可能

isLaneEditable True：「車線」にアクセス可能。
False：「車線」にアクセス不可能

isInstanceEditable True：「対象」にアクセス可能。
False：「対象」にアクセス不可能

isActivateEditable True：「機能」にアクセス可能。
False：「機能」にアクセス不可能

isArg1Editable True：「備考 1」にアクセス可能。
False：「備考１」にアクセス不可能

isArg2Editable True：「備考２」にアクセス可能。
False：「備考２」にアクセス不可能

Arg1Min 備考１の最小値

Arg1Max 備考１の最大値

Arg2Min 備考２の最小値

Arg2Max 備考 2の最大値
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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

　追加したWaypointコマンドを動作制御点の編集画面で選択した

ときのコールバック関数を登録します。この登録したイベントハンド

ラはプラグイン終了時に開放しなければなりません。

 メイン入力画面の編集StationPointEditorPlugin

　編集画面が表示される際に発生するコールバック関数を利用して

画面に任意のコントロールを追加できます。任意のコントロールを

追加するには、対象となる画面の基準となるコントロールを探し、

追加するコントロールの表示位置などを設定します。

　コントロールの探索は大まかに以下のように記述します。

　このサンプルでは、道路縦断変化点、断面、道路付属物の位置

設定なども扱っていますので、詳細はぜひ『土木建築エンジニアの

プログラミング入門』でご覧下さい（Amazonでも購入可能です）。

55動作制御点の編集画面で追加したときのコマンドに反応するイ
ベントハンドラ
 ��������	 ����0���A�%������11���#;�% ������11���"

���	�	A�% ������11���
�������%※,D)�

55登録方法
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55イベントハンドラの登録
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																									*	����0���A�%������11����
�  ������������0������!�"���70���8������#9 �!A�%�
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55イベントハンドラの登録解除
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																									*	����0���A�%������11����
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UC-win/Road SDK体験セミナー   
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����!�	)�																																																											
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55����1に直接貼られたコントロールを探索
���	�	�*	F	��	���1�������������	?	,	��	
		4�!��
		����	�*	���1��������"+�.�	55探索が��!��������だっ
たらそのポインタを取得して探索を抜ける。
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						55目的のページだったら、その�����を取得する。
						����
	���55以下目的のコントロールにたどり着くまで、順 に々繰り返す。	
	���55コントロールにたどり着いたら、必要なサイズ分����1の  
          A����、8��!��を広げる。
	 ���55追加するコントロールを貼り付け、必要なプロパティ、イベ
ントハンドラを設定する。
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		55コマンドを有効にした実際のオブジェクトへのポインタ
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TFormに貼り付けられたコントロールを探索

目的のコントロールのLeft、Top、Width、
Height から、必要サイズ分

TFormのWidth、Height を広げる

広げられたところにコントロールを貼り付ける
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中国智能交通協会（ITS China）

ITSの位置づけと協会設立への流れ

ITS Chinaのミッションと業務範囲
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協会の組織や活動に関する情報を中心に紹介
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������ ［栃木県］

1904年に架橋。自然の景観、木の部材による構造美、朱色による
色彩、これらが調和・融合してスケールの大きい神秘的な世界を作
り出している。構造的には、桁を両岸の土や岩盤に埋め込み、対岸
をよりお互いに斜め上向きにはね出し、さらに石製橋脚で支持する
など特殊な工夫が凝らされている上、高欄や継ぎ手など細部にも徹
底的な配慮がなされている。室町時代にはすでに橋脚の無いはね橋
形式があったことが窺われ、いろいろな変遷を経て今日に至ってい
る。1944年に国宝建造物に指定され、1950年には国の重要文化財
に指定された。さらに、1999年神橋など国の重要文化財94棟と、
東照宮の陽明門、輪王寺の大猷院（たいゆういん）などの国宝9棟
の計103棟が、「日光の社寺」として世界遺産に登録された。

渡良瀬橋は、足利市のほぼ中央を流れる渡良瀬川に架かる橋梁で、
森高千里がこの橋をモデルに同名の楽曲を発表したことによって
存在が全国的に知られるようになり、観光名所となっている。本
橋は、1902年（明治35年）に架けられた木橋であったが、1934
年に陸軍の大演習が足利で行われることになり、老朽化した旧橋
を重量のある陸軍の車両が通行するのは困難ということで急遽架
けられた。本橋は、木橋時代から繊維の街足利において交通の便
を飛躍的に向上させ、繊維の流通に一役かってきた。今では、県
は全国的に有名になったこの橋をまちのイメージアップにつなげ
ようと、塗装の塗り替えやライトアップを行い、川面に揺れる幻
想的な姿を演出するなどして、市のシンボル化に力を入れている。

神橋（しんきょう） 渡良瀬橋� �

橋長 ● 29.0m 幅員 ● 4.7m 橋長 ● 243.2m 幅員 ● 5.5m

橋長 ● 165m 橋長 ● 532ｍ 橋長 ● 246.3 ｍ

本橋は、 滝田地区を南北に分ける滝田の沢を
またぐ形で架けられている。この形式は主
桁と橋脚（Ｖ脚柱部材）が交差する隅角部
の設計が重要である。

中央部がΛ型の柱の斜張橋で、前後に桁橋が
つながっている白い橋である。那珂川を渡る
橋で、橋の上は広めの２車線に両側歩道付い
ているが、中央部がすこし広がっていて、ラ
イトアップ用の照明が設置されている。

1992年に架橋された。高減衰免震ゴム
を採用しており、大型免震支承を備え
た本格的な免震設計がなされている。

烏山大橋滝田大橋 山あげ大橋	 
 �
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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
�����������	�
���	������

海尻橋（うみじりばし）古河橋

120年以上前に架設されたドイツ製のピン結合形式のトラス橋であ
る。各部材はボルトナットとピンで結合し、現場でのリベット打ち作
業を一切省略する手法が用いられている。上弦材はＨ形断面というめ
ずらしい構造である。 現在は、木床版・木高欄等を整備して町指定
文化財として体裁を整え、歩道橋として再生した。
古河橋は、足尾町北部の赤倉と本山をつなぐ動脈として、松木川（現
在の渡良瀬川）の渓谷に架けられた。古河橋の名称は、足尾銅山近代
化の立役者、古河市兵衛に由来する。もと木橋の直利橋が明治20年
の松木からの大火により焼失し、明治23年に現在の位置に架け替え
られて、古河橋と名づけられた。

明治の初め、栃木新道の開削とともに思川にも木造の橋が架け
られたが、洪水で度々流され、昭和 52 年の洪水による陥落の
時に美観等も配慮した本格的な橋梁が建設されることとなっ
た。1992 年完成。橋の名前は、「晃」（日光）を「観」る橋の
意と言われている。

観晃橋

�




本橋は国道121号の五十里湖に架けられている。五十里湖
は、鬼怒川の支流である男鹿川に計画され昭和31年に完
成した五十里ダムによって造られた。高さ１１２mのこの
重力式コンクリートダムは、日光国立公園に指定されてい
る。湖底には五十里宿が沈んでいる。
海尻の名は、ダムが計画された場所が布坂山付近において
最も狭く、この付近がかって旧五十里湖の堰堤部分にあた
る所だったことから付けられた。橋梁架設の計画調査は慎
重を極め、橋台設置に問題が少ないランガートラス形式が
採用された。

橋長 ● 117.4m 幅員 ● 6.0m幅員 ● 4.8 ｍ橋長 ● 48.5m

�

本橋の架かる栃木県
道174号南小林松原
線は、小山市から野木
町に至る一般県道で
ある。旧道は恩川を越
える橋がなく、松原ま
で接続していなかっ
た。1996年に開通し

た松原大橋がこの旧道の北東側に建設されたため、現在も路線名
に松原の名が残るにもかかわらず松原は経由しない路線となった。

松原大橋

橋長 ● 694m 幅員 ● 7.0 ｍ +2.25 ｍ

�
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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15回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介す
る都市や建築。今回はマチュピチュの
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。

●マチュピチュへ
マチュピチュ（MachuPicchu）は嘗ての

インカ帝国遺跡。聖峰マチュピチュと聖峰

ワイナピチュとの尾根筋に存在した空中都

市（City in the sky）だ。標高は 2,280m。

いうまでもなく世界遺産。インカ帝国の首

都クスコから北西へ130km。クスコの近

隣エル・アルコ（El Arco）駅からビスタドー

ム列車で 3 時間 40 分。エル・アルコの

標高が3,678m（富士山頂程の高さ！）、マ

チュピチュの最寄り駅アグアス・カリエン

テス（Aguas Calientes）の標高が2,038m。

スイッチバックを繰り返しながら1,600m

以上下っていく。列車は、ウルバンバ川に

沿って進み、車窓からはアンデスの山々が

視界に飛び込んでくる（図１）。温泉の町ア

グアス・カリエンテスからはシャトルバス

でマチュピチュへ。標高差 400mもあるジ

グザグ道をひたすら登っていきながら入り

口へ。集合写真にはWorld16 のメンバー

も写っているゾ（図２）。

●マチュピチュを歩く
マチュピチュとは、その山の名前であり

「老いた峰」を意味するが、遺跡の元の名

は依然わかっていない。世界的にも美しい

といわれる石造建造物群は、1911年北米

探検家ハイラム・ビンガムにより発見され

た。100 年前だ。インカの人々はスペイン

人による征服から逃れるため、あるいは

復讐の作戦を練るために空中都市を作っ

た。マチュピチュは、スペイン人たちに一

度も攻撃されていないのだが、ある日イン

カは自らこの町を焼き、奥のジャングルへ

逃げていったと見られる。

マチュピチュと聞くと、見張り小屋から

の風景をイメージされるのではないだろう

か（図３）。見張り小屋は都市の最も高い

場所にある。

マチュピチュの総面積は約 5km2。農業

区域と居住区域に分かれる。建造物群の

南側にある農業区域は段々畑が山麓まで

広がる（図４）。このスケールの大きさには

本当に圧倒された。インカの人々は至る斜

面地に段々畑を作った。3mずつ上がる段々

畑が 40 段。ジャガイモ、トウモロコシ、

コカなど200 種類以上の作物を栽培した

といわれる。時折、段々畑でのんびり過ご

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

����15
ペルー：マチュピチュ

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://d.hatena.
ne.jp/fukuda040416/（URLを変更しました）

図１　ビスタドーム列車

図4　農業区域の段々畑から居住区域をみる

図2　集合写真

図3　マチュピチュ全景

挑戦
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すリャマやアルパカの姿が（図 5）。

居住区域は、儀式的な特徴をもつ建物

や、太陽の神殿、王の宮殿、住居、墓な

ど（図 6）。通路や水路も巡らされた計画

都市である。中央広場は石造りと緑の調

和が美しい（図 7）。聖なる広場の北側に

はインティワタナのあるピラミッドがある。

インティワタナは日時計を意味する。イン

ティは太陽、ワタナはつなぎとめる場所の

こと。インカ族は、農期と関連した信仰

をもち、宗教と連動する天文学と土木工

学の知識を組み合わせた儀式を行ってい

た。インティワタナはこのために設計され

た場所である。

インカの人々は、カミソリの刃一枚も通

さない石組み技術をはじめとして、石を扱

う技術に長けていたといわれる。建物の

窓や入口などの形は長方形ではなく全て台

形（図 8）。石は様々なシンボルとしても使

われていた。コンドルの神殿は、居住地

区の東南部にあり、コンドルの頭を彫刻し

た岩が鎮座している。ここは神殿なのか

牢獄なのか。

●ワイナピチュ
見張り小屋からマチュピチュを見た時

に、背後にそびえる山はワイナピチュ（「若

い峰」の意味 )。軍事目的あるいは天文学

のための観測所。登り口で名前を書いて、

細くて険しい山道を上っていく（図 9）。同

じグループのメンバーは何人か脱落。40

分ほどかけて登頂してみると、なんと、ワ

イナピチュの頂上にもインカの建造物があ

る。ワイナピチュの標高は2,634m。マチュ

ピチュが2,280mだから350mほど登った

ことになる。条件が良ければ 6,000m 級

のアンデスの山並みを眺めることができる

そうだ。

ワイナピチュから見たマチュピチュ。翼

を広げたコンドルの形をしているといわれ

る（図10）。上空を見上げれば、コンドル

は飛んでいく。

●３次元計測技術による３次元モ
デリング
3 次元計測の技術開発と応用が測量分

野を中心に進んでいる。マチュピチュ遺跡

全域を3次元計測して、高精細なVR（バー

チャルリアリティ）コンテンツを作成する

という報道は記憶に新しい（注1）。これ

は巨大なデジタルアーカイブであり、世界

遺産の保全、日本からマチュピチュへの訪

問など実際のアクセスが困難である対象

を体験できることから、大変意義深い試

みである。

三次元計測に関連して。3DCGや VR

で景観面検討を行う場合には、計画・設

計対象と対象地周辺の現状（地形、地盤、

建築物、土木構造物等）を3次元モデル

化する必要がある。この現状の3次元モ

デルを3DCAD/CGソフトで高精度に作成

するには多大な工数と労力が必要である。

そのため、筆者の研究室では、3次元計

測技術を用いて現状の3次元モデル作成

を省力化できないか、と検討している。そ

の際、3次元計測技術で得られる点群だ

けでは図面化や各シミュレーション等の後

工程での再利用が限られるため、ポリゴ

ン化することが望ましい。しかしポリゴン

化の際には、ポリゴンの大量発生、端部

が良好に作成されないこと、部分的に欠

損が生じることなどの課題を含んでいる。

そのため、これらの課題を解決するソフト

ウェアの課題に取り組んでいる。尚、現状

の3次元モデル作成の省力化に向けては、

他のアプローチとして、AR（Augmented 

Reality）システムの開発も進めている。

このアプローチは、対象地周辺の現状に

ついては、3次元モデルを作成せずにビデ

図6　居住区域

図5　リャマ

図7　中央広場

図８　台形の入り口

図９　ワイナピチュ登山道

図10　ワイナピチュよりマチュピチュ
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オ等で取得される実写映像を使用しようと

いうものである。

●日本の空中都市
日本で空中都市といえば？一つ挙げる

ならば、竹田城ではないだろうか。竹田

城は兵庫県朝来市和田山町にあり、姫路

から播但線で約 1時間半。標高 353.7m

の古城山（虎臥山）の山頂に築かれた山

城で現在は石垣が残されている（図11、

12）。麓の町、竹田の標高は 99mなので、

比高は 254.7m。大阪のWTCやりんくう

ゲートタワービル程の高さである。尚、竹

田城は標高付近にある円山川の川霧によ

り雲海が発生すれば、より一層空中都市

らしくなる。秋から春にかけて、が見頃だ。

マチュピチュと同じ頃の建造なのが何しろ

興味深い。

●ペルーへの旅路
最後に、マチュピチュのあるペルーへは

長旅を覚悟して。私は、関空（KIX）から

ロス（LAX）経由でリマ（LIM）に入るの

が最短コースなので利用したが、行きはリ

マまで 20 時間。ロスで丁度折り返し地点

というイメージ。帰りはクスコ（CUZ）か

ら国内便でリマに行き、国際便に乗り換え、

ロス経由で関空へ。待ち合わせの時間が

長いこともあって、クスコからは何と41時

間・・・また、クスコは標高 3360m。高

山病には十分にご注意を。

「スパコンクラウド™ CGムービーサービス」では、POV-Rayにより作成し

た高精細な動画ファイルを提供します。今回の3Dデジタルシティ・マチュ

ピチュのレンダリングにも使用されており、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。また、POV-Rayを利用しているため、

UC-win/Roadで出力後にスクリプトファイルをエディタ等で修正できます。

�

図12　竹田城（北千畳）

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。ペルーの世界遺産マチュピチュの、標高2000mを超える空中都市
の様子を再現。今回、スパコンCGレンダリングによる画像生成を行い、急峻

な高山の景観や山腹の霧を表現しました。地形データは、ASTER GDEM の

DEMデータから、CityDesignツールのImageToTerrain（Up＆Coming No.91

「サポートトピックス」掲載）によりXMLファイルに変換して読み込み、周辺

の山なみを生成。石造りの段々畑やインティワタナ、太陽の神殿、コンドルの

神殿、太陽の門などの遺跡のほか、尾根伝いの峰ワイナピチュ、山上に至るハ

イラムビンガムロードの一部を表現しています。

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

「マチュピチュ」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・マチュピチュby UC-win/Road

注1） 凸版印刷、TBSと共同で、世界初・マチュピチュ遺跡全域の三次元計測を活用したバーチャルリアリティ映像作品の制作を開始、 http://www.toppan.co.jp/news/newsrelease1291.html

図 11　竹田城（南千畳）
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土木設計もクラウドで／事務処理もクラウドで

NEWNEW

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

NEW
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バーチャルリアリティ・トンネルオペレータシステムが
 「国際トンネルアワード」を受賞

	�
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VR・リアルタイムCGの最新プログラミングが学習できる！
新刊『先端グラフィックス言語入門』をAmazon等で発売中

	�
���������

1

2
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米ベントレー社によるFormation Design Systems社の買収について

避難誘導サイン・トータルシステム “非常口へ，避難場所へ”
第２回ワークショップを本社セミナールームで開催

本社ショールーム大幅拡張しプレゼンテーションルーム新設
AR. Droneやプロジェクションマッピングなどの最新展示も
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New Products

●UC-win/Road･VRセミナー
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New Products

●バーチャルリアリティによる道路設計セミナー ●UC-win/Road Advanced・VRセミナー
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New Products

●交通解析・VRシミュレーション体験セミナー

©
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products

® を利用して計画の検討や合意形成も可能

まちの安心

マップづくり
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New Products

�



Up&Coming95 号 New Products & Service32

New Products
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New Products

�

�

�

�
●Engineer's Studio®・ES面内活用セミナー
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New Products

khc･W  Pａ
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products

非載荷幅 b1 非載荷幅 b2自動車・重機活動範囲

歩道幅 a1 歩道幅 a2s1 s2

q1 q2

Ⅰ、 Ⅱ
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New Products

支柱 (1)～受柱 (2) 受柱 (2)～支柱 (2)

支柱 (1)～(2) 間隔 支柱 (2)～(3) 間隔
設計区間

支柱 (1) 支柱 (2) 支柱 (3)

重機固定距離 La

着目支間 隣接支間

桁受け

主桁 ( 受桁 )

Ⅰ

Ⅱ
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New Products

Ⅰ Ⅲ
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New Products
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New Products
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New Products
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New Products

●EXODUS＆SMARTFIRE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



Up&Coming95 号New Products & Service 47

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.24

 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.25

INFORMATION

for USERS ●浸水氾濫津波解析セミナー
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User Information

MaxsurfMaxsurf
総合情報 
Vol.24

INFORMATION

for USERS ●Maxsurf セミナー
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Virtual Design World Cup結果発表
グランプリは金大都市研の
“The Oasis”が受賞！

�

®

®

Theme2011　“SHIBUYA Bridge”

�
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審査員特別賞
1：シビルデザイン賞「Shibuya Sky Way」
2：ベスト待ち合わせスポット賞「Hatching the Future」
3：ビジョン賞「B-side」
4：環境設計情報学賞「Tokyo2020」
5：チャレンジング賞「Amoeba」　
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®

応募作品
1：「Tone of the wind」　（WAIS ： 芝浦工業大学）
2：「Smart Pedestrian Space」
　　（Hosei An&Mi Lab.： 法政大学大学院）
3：「THE EARTH IN SHIBUYA」　（isue-y：東京農業大学）
4：「SHIBUYA RINGS」　（永見研グループ：拓殖大学）

5：「（No title）」
　　（Ruwan Fernando：Queensland University of Technology）
6：「TORTOISE OVERPASSING」 （Spatial Revolution：上海大学）
7：「The Flower of Flourish」　　（TOGETHER：同 大学）
8：「THE SIGN」　　（2508：Keimyung University）
9：「Shibuya Oval」　　（Civil S.T：東京大学大学院）



®
®
®

◆CSAJアライアンス大賞特別賞受賞！
◆経産省クラウド研究事業採択！

（商願2011-8512）
®

CAD＆VR

BIM＆VR

® 

™

NEW

NEW

Ver.UP

Ver.UP

体験セミナー開催！　　　　　
®
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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

11
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Ieiri Labo

�
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「VR-Cloud™」

●次回は、「浸水氾濫津波解析」

セミナーをレポート予定です。
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国内イベントレポート
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クラウドによる新しい試み
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進化する技術・高度化するニーズを反映
内外のチャレンジングな研究や提案、震災考慮の発表も

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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国内イベントレポート
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国内イベントレポート
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国内イベントレポート
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国内イベントレポート

交通分野での各種利用と最
新ツール

�

�

第12回　VRコンファランス

広がる3D・VR 技術利用の可能性　3D・VR関連コンテストにクラウド技術導入
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国内イベントレポート

内外から多様なアプローチ
の提案

第5回 　国際 VRシンポジウム
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国内イベントレポート
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国内イベントレポート



Up&Coming95 号 News & Event Report74

国内イベントレポート

�

�

第5回　デザインコンファランス

重要性増す各種解析技術　先進 ICT 活用で広がる可能性



Up&Coming95 号News &Event Report 75

国内イベントレポート
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国内イベントレポート
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国内イベントレポート
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ディーラ・ネットワーク・ニュース

������
上海筑紫建築工程設計諮問有限公司

������
第 18回 ITS 世界会議オーランド 2011

�	
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海外イベントレポート

������
中国国際工業博覧会 環境保護技術と設備展

�	


�
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海外イベントレポート
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Automechanika Shanghai 2011(ジャパン・パビリオン)
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広州モーターショウ
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CarTesting China 2011
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国内イベントレポート
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2011国際ロボット展 iREX2011
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中小企業総合展　JISMEE2011
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国内イベントレポート
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ALGODE TOKYO 2011

�	



��
���

™

������
鉄道技術展
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国内イベントレポート
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第 54回自動制御連合講演会
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ビジュアルメディアExpo2011
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国内イベントレポート

®

®

®について、

電気学会
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エコトピア科学に関する国際シンポジウム 2011
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フォーラムエイトフェア2011 福岡
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国内イベントレポート

UC-win/Road・エキスパート・トレーニングセミナー
�	
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�������
第3回 全国大学スウェアカップ計画

セミナープレビュー ／ イベントプレビュー

�������

�������

2012年 新規開催セミナー

新道路橋示方書セミナー「道路橋示方書の改訂内容と製品の対応」

�

�

�
�



会場：品川 コクヨホール

Day2  

    
2012.9.20 木
The 13th VR Conference
第13回 UC-win/Road協議会
ドライビングシミュレーションセッション

Day3 2012.9.21 金 
The 6th Design Conference
第6回 デザインコンファランス

クラウド会場：VRcon.forum8.jp

Day1 2012.9.19 水
第11回3D･VRシミュレーションコンテスト･オン･クラウド2012

3D3D V
R
V
R

第　　回11

投票
プレゼント

Books
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INFORMATIONINFORMATIONNNNNNFFFFFFOOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAATTTTTIIIIOOOOONNNNNNNNNNNNNFFFFFOOOOOOORRRRRRMMMMMMMAAAAAATTTTTTIIIIIOOOOONNNNNN営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内

● 「東日本大地震関連支援活動を行っている団体」への

寄付受付を行っています
ポイントによる寄付を通じて当社およびユーザ様が社会貢献に資するこ
とを目的として、企画を実施させていただいている「FPB ポイント寄付」
の対象組織の中で、東日本大地震関連支援活動を行っている下記組織へ
の寄付も受け付けております。
・ 寄付金額：
　制限１０万円。寄付者のFPBポイント景品として１０万ポイントまで。
・景品交換：1 ユーザ 2 回（1 年間）までとさせていただきます。

 東日本大地震関連支援団体へのポイント寄付 （被災地への義援金・支援募金）

・日本赤十字社　　　http://www.jrc.or.jp/（義援金）
・（社）日本ユネスコ協会連盟　http://www.unesco.jp/（支援募金）
・国境なき医師団　http://www.msf.or.jp/（緊急援助）

ポイント寄付対象組織

日本赤十字社
http://www.jrc.or.jp/

ユネスコ
http://www.unesco.jp/

国境なき医師団
http://www.msf.or.jp/

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

NPO 地域づくり工房
http://npo.omachi.org/

● ポイント付与の対象を拡充しました
技術サービス（解析支援サービス、VR サポートサービス）についても、
FPB ポイント付与の対象となりました。また、ポイント付与時期をご入
金完了時に変更しました。

対 象
フォーラムエイトオリジナル技術系サービス
（解析支援サービス、 VR サポートサービス）

加算方法
ご入金完了時に、 技術サービス金額 （税抜） の 1％相当のポイントを
自動加算いたします。 （通常は 2％）
※ハード統合システムは対象外 （ドライブシミュレータシステムなど）。

＜フォーラムエイトポイントバンク＞
「フォーラムエイト・ポイント・バンク（略称 FPB）」は、ご購入時に購入金額に応じ
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、随時特別景品に交換するユーザ向けの優待サービスです。

対 象
フォーラムエイトオリジナルソフトウェア製品 （UC-win/UC-1 シリーズ）
ただし、 フォーラムエイトよりダイレクトに購入した場合に限ります。

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

確認方法 ユーザ情報ページをご利用下さい （ユーザ ID、 パスワードが必要）

交換方法

割引利用 ： 1 ポイントを 1 円とし、 次回購入時より最終見積価格などから
ポイント分値引きが可能です。 オーダーページでもご利用いただけます。
有償セミナー利用 ： 各種有償セミナー、 トレーニング等で１ポイントを 1
円としてご利用いただけます。セミナー・フェアページでお申し込み下さい。
景品交換 ： 1 ユーザ 3 個 （1 年間） までとさせていただきます。
製品交換：当社製品定価 \150,000 以内の新規製品に限り製品定価 （税
別） の約 60％のポイントで交換が可能です。 ※製品交換は製品数、 回
数の制限はございません。

有効期限 ポイント加算時から 2 年間有効

● 景品の追加・型式を変更
新景品の追加、型式変更をいたしました。

変更点 ポイント 景品名

新景品追加 2,784
書籍 「先端グラフィックス言語入門 
～ Open GL Ver.4 & CUDA ～」

型式変更 4,500 USB フラッシュメモリ 16GB

※ FPB では、各ポイント寄付対象組織の許諾を得て実施しております。

FPB（フォーラムエイトポイントバンク）景品・製品交換の拡充 ポイントの確認・交換はこちら ＞＞　ユーザ情報ページ
https://www2.forum8.co.jp/scripts/f8uinf.dll/login

13,310
（2011 年 12 月 19 日現在）

number of users
登録ユーザ数

東日本大地震関連支援団体 ポイント寄付への
ご協力、まことにありがとうございました
義援金総額：377,018 円　　総件数：98 件
　　　　　　　　（2011 年 3 月 17 日から12 月 14 日現在）

フォーラムエイトでは、被災地の復興協力のために今後も継続して募金活
動を実施してまいります。

●保守契約新価格ユーザ様限定サービス継続中
2011年9月1日より、保守契約費用を改定実施しておりますが、保守サポー
トサービスの拡張、ご要望への対応、限定特典を下記の通り実施しています。
■特典 1 ： UC-1 for SaaS へ乗り換え 50％ OFF
■特典 2 ： 下記製品の保守サポートユーザ必携ツール 50％ OFF

プログラム名 通常価格 特典価格
NetUPDATE Ver.3 インターネット自動アップデートツール \21,000 \10,500

F8DocServ　各種文書をサポートするドキュメンテーションツール \31,500 \15,750

■特典 3 ： 保守契約延長 最大 15％ OFF（下記）

●保守契約延長キャンペーン
下記対象ユーザ様は保守契約費用を最大 15％ OFF いたします。
■保守契約中ライセンス及び新規購入・継続契約ライセンス
　■ 1 年延長：10％ OFF　　■ 2・3 年延長：15％ OFF
キャンペーン期間内に契約し、当社通常支払条件による購入をされた
場合に限ります。（※既に契約中のユーザ様、更新、新規契約も対象）
ただし、新規契約の場合は、同時契約ディスカウント（1 年）と重複は
できません。延長期間に対してのディスカウントとなります。

● Engineer's Studio® Ver.1.7 リリースキャンペーン
Ver.1.7 リリースを記念して製品価格より 25％ OFF いたします。
※ UC-win/FRAME(3D)Advanced 保守ユーザ様は特価より 5％ OFF

●保守契約費用改定に伴う製品の定価値下げ実施中
製品名と価格

RC 下部工の設計計算 Ver.8 \630,000 クライミングクレーンの設計計算 \231,000

ロックシェッドの設計計算 \189,000 管網の設計 \336,000

水門の設計計算 Ver.2 \336,000 橋梁点検支援システム \367,500

設計成果チェック支援システム \1,260,000 橋梁点検支援システム（国総研版） \262,500

●レンタルライセンスキャンペーン
短期間での利用により、低廉な価格でのライセンス利用が可能です。
　１．レンタルライセンス使用期間に応じてお値引いたします。
　　■～１ヶ月レンタル：10％ OFF　　■～２ヶ月レンタル：15％ OFF
　　■～３ヶ月以上レンタル：20％ OFF
　２．パッケージ所有（最新版に限る）ライセンスのレンタル
　　　３ヶ月申込み限定 30％ OFF

●リバイバルキャンペーン
旧版保有ユーザ様はどのバージョンからでも最新版を 30％ OFF で購
入いただけます。（※ DOS 版も対象）

● 6K デジタルサイネージ発売記念キャンペーン継続中
6K マルチクラスタ・デジタルサイネージの発売を記念し、「スパコン
クラウド ™」サービス価格を 50％ OFF でご提供いたします。

営業窓口からのお知らせ　キャンペーン情報 キャンペーンの詳細はこちら ＞＞　キャンペーン情報
http://www.forum8.co.jp/campaign/campaign.htm

キャンペーン期間　2012/1/1 ～ 2012/2/29

※同一プログラムに対しての複数の割引キャンペーンの適用はできません。

フォーラムエイトの韓国事務所が下記に移転いたしました。

FORUM8 representative Seoul office
所在地：Suwon Post-office Box 70, #517 Cheoncheon-dong, 
　　　　Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 440-330, Republic of Korea
TEL 　　： +82-10-2809-1888　　FAX　　 ： +82-31-269-8584
E-mail　 ： F8seoul@forum8.com　所長：Kim Dohoon

韓国事務所 移転のお知らせ

詳細はこちら ＞＞　Branch & Showroom
http://www.forum8.co.jp/forum8/showroom.htm

U&C95-88_FPB.indd   88 2011/12/26   13:51:44



追加キャンペーン情報のお知らせ

●保守契約延長キャンペーン
下記対象ユーザ様は保守契約費用を最大 15％ OFF いたします。

■保守契約中ライセンス及び新規購入・継続契約ライセンス
　　■ 1 年延長　   ：10％ OFF
　　■ 2・3 年延長：15％ OFF
キャンペーン期間内に契約し、当社通常支払条件による購入をされた場合に限ります。（※既に契約中のユーザ様、
更新、新規契約も対象）ただし、新規契約の場合は、同時契約ディスカウント（1 年）と重複はできません。延長期
間に対してのディスカウントとなります。
下記、限定特典の対象にもなります。

●サービス拡張、要望対応、限定特典の実施について　（2011 年 9 月 12 日）
2011 年 9 月 1 日より、保守契約費用を改定実施しておりますが、このたび、保守サポートサービスの拡張、ご要望
への対応、限定特典を下記の通り実施いたします。
保守サポート契約は、「旧バージョンダウンロードの対応」、「NetUPDATE による製品自動更新」に対応しています。
これらのサービスを受けられていない場合は、当該製品の保守サポート契約が有効期間内にない場合が考えられます。
保守サポート契約をこの機会にぜひ、ご検討ください。

■保守契約ユーザ対象サービス拡張
　1．電話問合せテクニカルサポートの拡張
　2．定期的なバージョンアップ、機能追加

■保守契約新価格ユーザ限定特典
　特典 1 ： UC-1 for SaaS へ乗り換え 50％ OFF
    保守期間内に同製品の SaaS 版へ乗り換える場合は、保守期間内は製品価格の 50％ OFF 価格を適用いたします。
　（ただし保守新価格に適用） 
　特典 2 ： 下記製品の保守サポートユーザ必携ツール 50％ OFF
　特典 3：保守契約中ライセンス及び新規購入・継続契約ライセンス延長 最大 15％ OFF（上記）

プログラム名 通常価格 特典価格

NetUPDATE Ver.3 インターネット自動アップデートツール \21,000 \10,500

F8DocServ　各種文書をサポートするドキュメンテーションツール \31,500 \15,750

キャンペーン期間　2012/1/1 ～ 2012/2/29

※同一プログラムに対しての複数の割引キャンペーンの適用はできません。

追加キャンペーー加 ンペ追加キャンペーNNペーOペOンTTンATATャンMキMキR加キO加FOF追加追NN追NFORMATIOOンペンペOOO加加 AAャ NNペペIIンンATTンンAAャンャンMMキャキャMMキキRR加キ加キFFF追追NN追追I ペMMキ NNNN追 AAORMATIONNペーペーOOンペンペATITIンンMAMATキャンキャンRR加キ加キOO追加追加FFF追追NN追追I 加 OOンペンペOO加キャンペ加キャンペAAキキRR加加ORMATIO

www.forum8.jp
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�

・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）
・日本国土地理院の数値地図 5mメッシュ ( 標高 ) 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

� 【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）

駐車場規格に基づいた駐車場設計を支援する弊社のCADシステム「UC-1 駐車場作図システム」
で作成した駐車場図面データをインポートするプラグイン。

IFC(Industry Foundation Classes) フォーマットで記述されたファイルの中の地形データを、
UC-win/Road へ地形パッチとしてインポート／エクスポートするプラグイン。

・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。

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

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。

DTKは赤外線深度センサの基本的なデータ（深度マップ、ユーザー認識 ...）と高次機能 ( モーショ
ンキャプチャー、ジェスチャーインターフェース、３Ｄマッピング ...) を簡単に利用できるようまと
めたツールキットです。C/C++のライブラリとして使用するほか、データサーバーとしてあらゆ
る言語・プラットフォームからの利用をサポートします。

NPO地域づくり工房代表理事、環境アセスメント学会理事　傘木宏夫氏をファシリテータとして、VR
の活用により魅力広がる「参加型まちづくり」を実現するコンサルティングVRサービス。

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。

駐車場運営者が自社の駐車場の利用効率を上げるために駐車場予約をスマートフォン等のインター
ネット端末を使い、予約させるシステム。

交通シミュレーションモデルを用いた交通解析と、UC-win/Roadによる交通シミュレーションモデル
に合わせたVRモデルの作成サービス。

・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

® 【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
・モデルで選択した節点や要素の名称を入力画面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）
・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）　・材料データベースを追加
・モデルの選択機能強化（直線状／平面状に選択、全ての要素を選択、同一断面の部材選択など）
・平板要素の結果画面改善（ガウス点位置表示）　・節点に接続している要素をハイライトする機能

® ・3次元有限要素の静的解析、動的解析、固有値解析、影響線解析 ( １本棒 )
・材料非線形、幾何学的非線形（大変位）、複合非線形
・弾性梁要素 、剛体要素 、ばね要素 、Ｍ－φ要素 、ファイバー要素 、平板要素（積層Reissner-
Mindlin 理論） 　・平板要素はRC非線形（前川構成則）考慮可

® 【無償改訂】　
・断面と連動したＭ－φ要素やばね要素（Ｍ－θ特性）の自動算出
・曲率の照査、ばね要素の照査に対応　・道路橋の残留変位照査に対応
・固有値解析時のフレーム要素とばね要素の剛性低減対応。
・連行荷重に分布荷重を考慮による列車荷重「EA荷重」の牽引分布荷重対応
・平板要素を用いた円筒水槽に地盤応答変位による荷重載荷機能
・平板要素を用いた円筒水槽に動水圧荷重載荷機能
【有償オプション】　・ケーブル要素
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・WindowsVista/7 に対応
・既存の基本荷重ケースから、荷重の正負を反転させた荷重ケースを生成できる機能を追加
・入力データ出力の構造図に支点、分布バネを図示できる機能を追加
・ツールバー上にファイル読み込みボタンを追加　・入力データの出力に一般事項を出力する機能を追加
・支点ケース、分布バネケースにも名称を設定できる機能を追加
・荷重ケース等の名称の入力文字数を拡張
・複数ファイルの一括保存処理を廃止し、ファイルの保存方法を簡素化
・Viewer モードのまま、データ編集を行った場合に暗黙的に編集内容が破棄される動作を改善

・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

・橋梁モデルの解析にて、分担重量の算定方法を追加
・ブロック単位での結果を下部構造プロダクト側へ連動できるように拡張
・下部工形状入力「梁幅 柱幅」「柱幅＞梁幅」で作成された橋脚について、保耐法照査を追加
・「設計要領第二集 橋梁保全編 平成 23 年 7月」（NEXCO）の記述による、ゴム支承の回転機能の
　照査に対応　・「解析データ出力」レベル1／レベル2の出力設定を追加
・上部構造形状入力「骨組直接入力」にて、上部構造の部材ごとの材質指定に対応
・下部工形状入力で段差フーチングに対応　・架け違い段差形状のモデル化方法の指定を追加
・1基下部構造計算モデル橋軸直角方向分担重量自動算定時に隣接上部構造重量を使用できるよう拡張
・F3Dエクスポート：免震支承のバイリニア算定過程出力機能を追加。要素エクスポート形式拡張を拡張
・設計水平震度の標準値および固有周期の表示桁数の拡張

・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

・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。

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

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。

・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、沈下量の検討。置換深
さの決定。　・道路土工擁壁工指針（（社）日本道路協会）、設計要領 第二集（NEXCO）等

・群集荷重を考慮した仮橋の設計に対応
・覆工板1～3に加えて、現在、使用されているメトロデッキに対応。同時に、たわみの計算をサポート
・クローラクレーンの載荷方法として、載荷位置を指定する機能に加え、載荷する方向の指定に対応

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。
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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。

・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

・地盤の動的有効応力解析（UWLC）の等価加速度波形に連携（NEXCO地震時の安定計算（ニューマー
ク法）に対応）　・ニューマーク法における地震動の方向正負の同時計算に対応

・地震時の場合に常時・地震時両ケースの同時印刷に対応
・震度法における設計水平震度の自動計算に対応
・杭工の設計を任意すべり以外に、円弧すべりで行えるように機能拡張

・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

・補強土（テールアルメ）壁の内的安定計算及び外的安定計算
・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）

・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

・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

・中壁のある形状に対応　・開口計算モデルの平板解析、梁モデルの支持条件拡張
・頂版の支持条件拡張　・地震時の液状化を考慮した浮き上がりの検討に対応
・レベル1の液状化の判定に対応　・地盤変形係数E0の自動設定に対応
・スターラップの計算書計算式出力に対応　・頂底版平面図作成での帯鉄筋作図に対応
・頂版・底版組立筋の形状に応じた上面図・下面図への作図に対応

・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）

・液状化の判定（レベル1，レベル2地震時）に対応

・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

・H-Q式による不等流流下能力計算　　・断面種類追加（馬蹄形、幌形）
・内挿断面の一括入力　　・DXFファイルの読込座標改善

・断面種類追加（馬蹄形，幌型）
・DXFファイルの読込座標改善

・三面水路への対応　・ 沈下計算拡張（圧密時間計算等）
・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）
・内空寸法が変化する形状（浮体ゲート等の門柱のないモデルへの対応）
・計算書出力改善（応力度照査結果判定）　・道路橋示方書の方法によるせん断照査，最小鉄筋量照査

・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

・定常の検討にて、単井、群井に対応。・等水位線図による計画水位の確認機能。
・多段配置対応 (5段 )

・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

・直立壁タイプの重力式、扶壁式、突型式（逆T、L型式含む）に対応。
・壁体の滑動、転倒、基礎地盤の支持力の照査に対応。
・基本的に陸→海方向の検討で、永続状態 (常時 )、変動状態 (地震時 )の検討が可能。変動状態では、
動水圧を考慮することが可能。 

・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
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新製品／新バージョン情報

「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）

・UC-1 for SaaS 基本ライセンスが必要

・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）

・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。

社員の配置を地図上で確認でき、倒壊危険や火災危険度、地震リスクなどのハザードマップなどと
重ね合わせることで、被災時における社員の配置の確認や、社員の緊急時における配置計画に利用
出来るツール。

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

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）。

・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）

・デバイスモデリング機能
・行動機能　
・ソフトウェア使用性（Software Usability）の向上

・交通流・車線ネットワークの表現に対応
・ブロッキング効果、最適化効果の同ネットワークモデリングに対応
・複雑なシグナルライトのモデルに対応　・信号コントローラ・フェーズに対応
・交通流を個別にコントロール可能　・リンク（接続性）のない交通流にも対応
・常時赤、或いは常時青の信号もモデリングに対応　・フェーズ、段階ごとの最低・最高交通量を算定
・その他の最適化方法（山登り法、シミュレーテッドアニーリング）に対応
・GUI の改善、PDF、Word への出力対応

� 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

・UC-1 シリーズ配筋図製品および、UC-Draw ツールズにて標準実装
※対応済み製品：橋脚の設計 Ver.7 ／橋台の設計Ver.8／擁壁の設計Ver.10／ 
　　　　　　　　BOXカルバートの設計Ver9／マンホールの設計Ver.2
※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

PCに常駐するクライアントプログラムにより、事前に登録したファイルをスケジュール登録すること
で、定期的にWEBサーバにアップロードを行い、重要なファイルの自動バックアップを行うサービス。

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。
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・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）

・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
� ・限界状態設計

・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

・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（図面作成）
・RC 補強拡張（AT-P工法）（図面作成）　　
・橋脚形状に関する制限１３パターン（橋脚ヘルプ参照）（図面作成）
・杭情報に関する制限1６パターン（橋脚ヘルプ参照）（図面作成）　
・柱補強（ＲＣ巻立て以外の全ての工法）（図面作成）
・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（図面作成）

・道路橋示方書改訂対応

・道路橋示方書改訂対応

・高圧ガス設備等耐震設計指針に対応

・道路橋示方書改訂対応

・道路橋示方書改訂対応

・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　
・基準値のＨ形鋼にリース材（孔あり）を追加
・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

・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

・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

・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
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（商願2011-8512）

®

3D・VRをクラウドで！

®

®

®

®

®

®

3D3D V
R
V
R

第1回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド

Build Live Kobe 2011
神戸ポートアイランドVRデータ

グランプリ

グランプリ
ワールドカップ賞

® ®

◆経産省クラウド研究事業採択！
◆CSAJ アライアンス大賞 特別賞受賞！
◆a3S：クラウド伝送ライブラリ特許出願中

® 

® NEW

www.forum8.co.jp

GRAND PRIXGRAND PRIX

®

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