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ユーザー紹介／第 97回

水工学研究室の位置づけと取り組み

琉球大学 
工学部 環境建設工学科 水工学研究室

琉球大学 工学部 環境建設工学科 水工学研究室

URL● http://suikou.tec.u-ryukyu.ac.jp/

所在地●沖縄県中頭郡西原町

研究内容●津波をはじめ水に関わるシミュレーション

　　　　　津波への対応

琉球大学工学部 環境建設工学科 水工学研究室　仲座栄三 教授

User
 Information
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Up&Coming97 号　ユーザ紹介／沖縄特集

研究を支える実験施設、ICT 活用

大洋州への貢献具体化で
フォーラムエイト製品に期待

研究室には独自の実験施設を保有

島嶼防災研究センター 
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ユーザー紹介／第 97回

スーパー減災マップと
シミュレーション技術の融合

「スーパー減災マップ」と最新VRシミュレーションの可能性に期待仲座氏と弊社代表取締役社長 伊藤裕二。奥に見えるのがミニスパコン「栄：Ei」
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県内でいち早く塩害問題に着目
補修･補強対策や
新技術の検討を推進

株式会社 沖縄構造設計 
株式会社 沖縄構造設計

URL● http://www.oki-kozo.co.jp/

所在地●沖縄県うるま市

業務内容●建設コンサルタント／測量／地質調査

���������	�

ユーザー紹介／第 97回

伊波氏（左）と取締役設計部長 岡嶋末生氏（右）

User
 Information

株式会社 沖縄構造設計 社屋外観

株式会社 沖縄構造設計 代表取締役 伊波禮司氏
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ユーザー紹介／第 97回

地域性を反映した広範な業務を展開

橋脚の設計による解析の様子。橋梁関係の製品を主として、多くのフォーラムエイト製品が活用されている

伊波氏と弊社代表取締役社長 伊藤裕二
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Up&Coming97 号　ユーザ紹介／沖縄特集

初期の導入から
各種 F8製品活用への流れ

株式会社 沖縄構造設計の皆さん
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ユーザー紹介／第 97回

半世紀にわたり
土質から設計、調査へと展開

株式会社中央建設コンサルタント

URL● http://www.cyuo.co.jp

所在地●沖縄県浦添市

事業内容●測量／地質・土質調査／土木計画・設計／

　　　　　施工管理／交通調査・計画

User
 Information株式会社

中央建設コンサルタント

（左）株式会社中央建設コンサルタント 代表取締役社長 砂川秀樹 氏、（右）社屋外観



Up&Coming97 号Topics 11

Up&Coming97 号　ユーザ紹介／沖縄特集

高度化するニーズに新技術を積極導入

橋梁関係を中心に
多彩な F8製品を効果的に利用

（左）取締役設計第1部部長 多和田伸 氏、（右）CALS/ECエキスパート 亀川太 氏

（左）設計第1部主任 島村泰之 氏、（中央）調査部 宮国敏秋 氏。橋脚の設計（右図）やUC-win/FRAME（3D）などフォーラムエイト製品を多数活用
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ユーザー紹介／第 97回

変化する環境への対応と期待

株式会社中央建設コンサルタントの皆さん砂川社長と弊社社長 伊藤
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日本ではこれまでBCMSの英国規格であるBS25999-2をフレームワークとした認証制度が実施さ
れてきましたが、国際規格である ISO22301 が 2012 年 5 月中旬に発行されたことにより、認証
体制の準備が整い次第この規格に切り替えられます。今後は ISO22301をベースとしたBCMSの
策定が普及していくものと思われます。

BCMS（事業継続マネジメントシステム）
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LibreOffi ce
■ LibreOffi  ceとは

■ LibreOffi  ceの開発まで

■ Microsoft Offi  ceとの互換性

����������	
便利ソフト情報

フォーラムエイトパブリッシング
より入門書出版予定！
（2012 年 9月）

����������	
�������
�	��������	
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便利ソフト＆
　　　最新デバイス情報
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■ プロジェクタ製品の概況

■ 優れたコンセプトと多機能が特長
　エプソンプロジェクタ

最新プロジェクタ事情�������
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.

 ３Dキャラクタの機能と制御

　

 キャラクタの動きを制御する

EXODUSプラグイン9

���������	��
�����������������	�����������	�����	��	���
�������
��������������
������
�������������	����	����� �	���!"���

����#�$��
����%%�プロジェクトが存在するかどうかを確認し、
����%%�&'(キャラクタモデルが1つ以上かどうかをチェックします。
���)���$������	������������	����*��+#��,�
��������-�.������
��������#�$��
��������%%/つ目の+�(キャラクタを使用し、キャラクタの
��������%%�インスタンスを生成します。
������������0���1���	����*
����
�������������

　　　　　　　　　　　　　　　　　���	����*�������2/34�������

��������%%初期位置を一時的な変数に設定し、
��������%%�キャラクタインスタンスのプロパティに代入します。
�������������	����	�2563��1�7...�
�������������	����	�25"3��1�.�
�������������	����	�2583��1�7...�
�������������	����	�2583��1�.�
������������������*��������	����	���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

Vol.Vol.99

MovingObjectInstance

+onMove: OnMoveEventProc
+rollAngle: double
+pitchAngle: double
+deleteMe: boolean
+frontWheelAngleEnabled: boolean
+wheelsRollingEnabled: boolean
+savedPosition: GLPointType
+savedRollAngle: double
+savedPitchAngle: double
+savedYawAngle: double
+lightState: ModelLightStateType

+TurnOnLeftIndicators
  (turnThemOn: boolean)
+TurnOnRightIndicators
  (turnThemOn: boolen)
+TurnOnHazardLights(turnThemOn: boolen)
+TurnOnBrakeLights(turnThemOn: boolen)

QuakeIII

+scale: double
+widhth: double
+speed: double
+speeds: double[]
+upperAnim: integer
+lowerAnim: integer
+defaultUpperAnim: integer
+defaultLowerAnim: integer
+numberOfSkins: integer
+currentSkin: string
+defaultSkin: string
+thumbnail: TBitmap
+numberOfAnimation: integer
+animationDetails: TAnimDetails[]
+animationDetailsIndex: integer
+symbolicColor: TColor
+symbolicRendering: TMD3SymbolicType

+SetAnim(thisLowerAnim, thisUpperAnim: integer; 
  var modelState: TQ3State)
+LoadPlayer(dir: string)
+LoadSkins(s: string)
+Draw(OpenGL: TF8OpenGL; inEditor: boolean; modelState: 
  TQ3State)
+Move(dTimeInSeconds: double; var instanceState: TQ3State; 
  speed: double; inEditor: boolean = fales)
+SaveData()
+ShowStats(Memo: TStrings)
+GetSkin(index: integer)
+GetName(): string
+GetFilePath(): string
+GetAnim(const nIndexAnim: integer)
+AnimToString(anim: integer)
+StringToAnim(anim: string)
+GetDefaultAnimationDetailsIndex(): integer

一般的な移動モデルのインタフェース定義 md3モデルのインタフェース

CharacterInstance

+characterModel: IF8QuakeIII
+width: double
+fi rstMove: boolean
+fi rstTime: boolean
+pathStart: double
+pathEnd: double
+pathInitialPosition: double
+skin: string
+scale: double
+lowerAnim: integer
+upperAnim: integer
+walkForward: boolean

+SetAnim(ani: integer)
+SetAnim
  (newLowerAnim,newUpperAnim: integer)

キャラクターのインタフェース

��	������� 
0��0���	����	������9��	���� �� �	�#0��� �	����

������:4�
������
������;����	�#0���	���:4�;����	�#0���
���������	���
������������9�<<'�1�/.��%%�メートル毎秒
������������'������	�:�1�/*=/=>/��

　　　　　　　　　　　　　%% 移動の方向ベクトル、:座標
������������'������	�;�1�/*=/=>/��

　　　　　　　　　　　　　%%�移動の方向ベクトル、;座標
������������%%方向ベクトルを単位ベクトルとします。

��������#�$��
��������%%����9��	���後の新しい:座標を計算します。
　��　　　:��1�
������:�?�9�<<'�@�����9��	����@�'������	�:�
��������%%����9��	���後の新しい;座標を計算します。
��������　;��1�
������;�?�9�<<'�@�����9��	����@�'������	�;�
������������

�����"��

���%%位置情報、方向、時刻の保存レコード
���%%��+�で指定された時刻にキャラクタあるいは移動物体が
���%%�	����	�の位置、	�������	�の方向で表示されると考えます。
�����	����	���!"���1����	��
����������+�����	�#0���%%時刻
�����	����	������"�2/**(3�	���	�#0���%%('座標�
����	�������	������"�2/**(3�	���	�#0���%%('ベクトル
������������

����%%キャラクタあるいは移動物体が移動するルートを
����%%�	����	���!"��の配列で定義します。
�����	���!"���1���"�	���	����	���!"���

 ■図 1　MD3キャラクタのクラス構造
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誌上セミナー

　このクラスのメソッドの実装は以下の通りになります。

元の位置

描画が行われる時刻 UC-win/Road 描画

補間された位置

姿勢データのある時刻

補間

���������&	���

������������

��������
��������
0����4
����������,���� 4
���������0�$��
	���

�����"��

��������%%�ルートで/つのノードを保存するレコード
��������%%�ここでは��,���� で宣言されている
��������%%�ポイントタイプを使用します。
���������	����	���!"���1����	��
��������������+����	�#0���%%�時刻
�������������	����	���� �	���!"����%%�('座標
������������	�������	���� �	���!"����%%�('ベクトル
������������

����%%�キャラクタインスタンスとルート情報を対応させるクラス
����&	��
0���1��0��
����������
��������%%�現在管理するキャラクタインスタンスのインタフェース
���������5������������&	���$,#������������
��������%%�ルートの中で現在の姿勢情報インデックスを保持する変数
����������������	�������6������$���
��������%%�ルートの中で現在の時刻を保持する変数
����������+����	�#0��
��������%%�ルートの中身を保持する変数
���������	�������"�	���	����	���!"���

��������%%�キャラクタインスタンスを割り当てる際に呼び出す関数。
��������%%�この関数は以下宣言されている&"�������プロパティ
��������%%�代入時に自動的に呼ばれます。
����������	�������9���������

　　　　　��	����A0�������&	���$,#�������������

������#0��
��������%%�オブジェクトの生成
���������	�������	��
������	������!9����$���
��������%%�オブジェクトの開放
����������������	��'����	"��	��������
��������%%�B
C���%�	�本体が動きの計算を要求する際に
��������%%�呼び出す関数。
����������	�������&	����!�+���9��	������	�#0�����������
��������������������������&	���$,#�������������
��������%%�B
C���%�	�本体側でキャラクタインスタンスが
��������%%�削除される際に呼び出す関数。
����������	��������������'����	"�������������'D,#������
��������%%�初期化に用いる関数。最初の位置に戻します。
��������������	�����������	����	���� �	���!"���
��������%%�現在対応するキャラクタインスタンスにアクセスするための
��������%%�プロパティ。
����������	����"�&"�������
�����������������&	���$,#�����������������5��������

　　　　　　　　������9����������

�����+�0�+�����	�

��������
��������9"�B��0��

����E�&	��
0���F

����%%�111111111111111111111111111111111111111111111111111
����%%�オブジェクトの生成と初期化
����%%�初期化では
9Aファイルから時刻と姿勢情報を読み込んで
����%%�ルート変数にデータを保持します。

 ■図 2 キャラクタの移動の再現の仕組み
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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.99

UC-win/Road SDKセミナー

　

以上のような記述になります。

　最終的に開発するプラグイン側では、キャラクタインスタンスの生

成、削除などを管理するプログラムが必要となりますが、ここでは省

略します。
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9Aファイルの形式は下記の通り。
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（以下、省略）
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ITS 世界会議とフォーラムエイト
世界のITS 最新情報が一堂に
フォーラムエイトも04年以降連続参加

�

“ITS世界会議東京 2013”に向けて
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ITS 戦略本部の下、3省庁とともに
日本の ITS 政策を牽引

■ ITS関連サイト紹介
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������ ［茨城県］

鋼桁 4 連＋トラス3連＋鋼桁 4 連。建設は昭和 43 年（1968）、
国道 354号が渡良瀬川を跨ぐ地点に架かっている。万葉集にも
古河の渡しとして詠まれているように、昔から渡良瀬川の渡河地
点であった。茨城、栃木、埼玉3県を跨ぐことから三国橋と命名
された。

着工から19 年の歳
月をかけて平成7年
（1995）に霞ヶ浦
に完成、淡水湖に
架かる橋としては琵
琶湖大橋に次いで
全国 2 番目に長い。
愛称はサン・ブリッ

ジ、公募による全国 8,707名の応募から決まったもので、「茨城
で太陽のような存在になって欲しい」との願いが込められている。
5つのアーチが描く純白の弧へは、地元住民の大きな期待がか
かっている。

鋼単純下路ランガー桁＋鋼単
純合成鈑桁。那珂川河口に
架かり、茨城県のひたちなか
市海門町と東茨城郡大洗町
を結んでいる。
海門橋の歴史は古く、現在の

橋は4代目である。初代の橋は木橋、明治28年（1895）に開通、
翌 29年に洪水で流出した。2代目も木橋、明治31年（1898）に
架けかえられ開通したが、大正15年に落橋した。原因は海虫によ
る腐食とみられ、落橋により多数の死者を出した。３代目は永久橋
化を狙って企画、昭和 5年（1930）に4径間コンクリートアーチ橋
として完成、路面電車も運行する併用橋として使用されていたが、
昭和13年にこれも洪水のために流失した。この橋の基礎は、3基
ある橋脚のうち2基が深いケーソン基礎であるのに対し大洗側の
橋脚は松杭基礎とされ、洪水時に松杭の橋脚が転倒し他が引きず
られる形で全体が転倒した。これは、設計時の地質調査に問題が
あったのではないかといわれている。4代目の橋は昭和34年（1959）
有料道路橋として完成したが、生活道路としての性格が強いことか
ら、昭和 54年無料化し現在に至っている。

中央支間 375m。歩行者専用
の吊橋で、架設時はこの種の
橋では日本最長、竜神大吊橋
ともいう。竜神峡に作られたダ
ム湖上にあり、橋面は湖面か
ら100 ｍ、その主塔は峡谷名
にちなんで竜をイメージした形
をなしており、これがこの橋を
印象的で特徴あるものにして
いる。完成は平成 6 年（1994）
である。

上流の渓谷には無数の瀬や淵があり、流域には竜が棲んでいた
という伝説がある。一帯は茨城県の奥久慈県立自然公園になっ
ており、紅葉の名所としても知られている。この橋のように、歩
道橋という極めて細くて、しかも長大な吊橋は、風などによる横
方向の安定性への対策が重要となる。本橋では、ケーブルにピア
ノ線1159 本を束ねたパラレルワイヤ、桁にトラスト補剛形式、塔
は箱型断面、アンカレッジは巨大なコンクリートブロックを岩盤に
密着させる等の設計をすることにより安全を確保している。

竜神橋

三国橋�

�

橋長 ● 446ｍ

橋長 ● 547ｍ 幅員 ● 13ｍ

鳴鹿橋(なるかばし）北浦大橋

橋長 ● 1295.8ｍ

	

海門橋


橋長 ● 407.8 ｍ 幅員 ● 7.0+2.0 ｍ
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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
�����������	�
���	�����

上りが旧橋で 17スパン、
左岸から鋼桁 4連＋平行
弦ポニーワーレントラス9
連＋曲弦ワーレントラス4
連、下りは鋼桁橋11支間
である。建設は大正13年
（1924）、それまではこの
地点の渡河は房川の渡しと
か中田の渡しと呼ばれる渡

船であった。上流にある下り線用の鈑桁橋は、昭和41年（1966）に竣工
した。なお、旧橋は老朽化のため新たに架けかえられ、旧橋の一部は別の
場所に保存される。

アーチ部は 5連、685mである。三国橋の渋滞緩和のた
めに建設された。建設は、平成 12 年（2000）である。
国道 354号のバイパスで、加須市柏戸交差点で分岐し、
県道や東武日光線や渡良瀬川を跨いだうえ、古河市牧野
地で再び合流する。

橋長 ● 2,500m 幅員 ● 10.5 ｍ（歩道2.5m） 橋長 ● 641m 幅員 ● 8 ｍ

新三国橋� 利根川橋�

支間 3 ＠ 89m―2 連、この車道橋のすぐ下
流に歩行者専用の鋼下路トラス橋が架かっ
ている。昭和 33 年（1958）利根川を渡る
この橋の建設により、従来の国道 4号利根
川橋や国道 6号大利根橋までの大きな迂回
がなくなった。また、近郊農業をはじめとす
る地域の産業振興にも大きく貢献することと
なった。

幅員 ● 7m橋長 ● 535.9 ｍ

支間は3＠56m。昭和7年（1932）に国道6号（現
在は旧 6号）に架けられた。橋の老朽化が激しい
ため特定構造物改築事業として新しい橋が建設さ
れている。なお、水戸市水府町の地名はこの橋の
名称から取ったものである。

橋長 ● 171ｍ 幅員 ● 10ｍ

芽吹大橋 ランガー桁橋
鬼怒川によって分断されている水海道市を繋ぐ重
要な橋である。5つのアーチから成るこの橋は、
美観上も優れている。老朽化が進んでいるため、
全横荷重を下に伝える橋門構の部材を取りかえる
等大規模な修復工事を行っている。長寿命化修
繕計画により、維持管理の体制がきちんと取られ
ている。交通の大動脈として重要な役割を果たし
ているが渋滞がひどく、この国道 354号線に水
海道バイパスを建設し緩和を図ることとなった。

� 

水府橋�
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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17回。
毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介
する都市や建築。今回はちばらきの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。

●ちばらき
プライベートな話だが、毎年12月にな

ると、大学時代のクラスメートが集まる忘

年会を開催している。早くも15年以上継

続ちう。ここ10 年間の会場を順に並べる

と、福井（2002）-> 大阪（03）-> 阪大（04）

-> 大阪（05）-> 東京（06）-> 大阪（07）

-> 高松（08）-> 大阪（09）-> 大阪（10）

-> 東京千葉茨城（11）。開催地は、圧倒

的に大阪が多いのだが、クラスメートの居

住地であったり、クラスメートが設計やま

ちづくり活動に関わる地に行ってみたりす

る。参加者は毎年入れ替わりがあるものの、

クラスメートの 4分の1程度は参加。少

数だが様々な繋がりから先輩や後輩や友

人も参加してくれる。

忘年会といっても、単に夜に集まるだけ

ではちょっと勿体ないので、日中には観光

をしたり日頃の活動を紹介し合う情報交換

会を行っている。決まりがある訳ではない

のだが、なぜか、この会では舟に乗るこ

とが多い。例えば、高松（08）では高松

港から女木島へ、大阪（10）では大正港

から淀川へ。

そんなことで、2011年度は東京千葉茨

城を舞台に開催した。ジモティの森君が

幹事。千葉県と茨城県の県境まで足を伸

ばしたのは私自身初めて。関西からは心理

的にも遠い感じがしていた。行ってみて初

めて知った「ちばらき」という言葉。「福駄

洒落」の親戚とも呼べそうなこの名称は

どうやら、茨城県南東部と千葉県北東部

を一体的に呼ぶ地域の俗称なのだそうだ。

では、「ちばらき」を中心に。

●潮来
橋幸夫さん「♪潮来の伊太郎 ちょっと

見なれば ～」で有名な潮来。「いたこ」と

いう地名は聞いたことがあっても、それが

漢字で「潮来」だとは中々想像し難い。

潮来は茨城県所属。霞ヶ浦や北浦、常

陸利根川などに面しており、江戸時代に利

根川の水運で栄えた。現在も、嫁入り舟

が行われており、日常的に交通手段として

使われていた舟で嫁ぎ先へと向かう。6月

にはあやめ祭りも盛大に行われるそうだ。

さっそく、加藤洲十二橋めぐりへ（図1）。

潮来港からサッパ舟に乗り、常陸利根川を

渡る。12月ということもあってか、当日は

もの凄い強風だった。「荒れ狂う」とまで

はいかないが、白波が踊る常陸利根川を

200mほど横断しなければならない。横

断の最中は、筑波山をゆっくり眺める暇な

どなく、「横断を諦めても良いんですが～」

と思いつつ、舟に掴まっているのが精一杯

（図 2）。この、常陸利根川は県境でもあ

るのだが、千葉県への道のりは厳しいもの

であった。船頭のお母さん、最初は「全然、

大丈夫よ～」とおっしゃっていたが、途中

から真剣モード。対岸の閘門に着いた瞬

間、皆で安堵。

閘門で水位調節をして、いよいよ十二橋

めぐり。加藤洲は古くからの水郷。隣家と

の往復のため設けられた小さな橋が十二

あるところから「十二橋」の名が付けられ

た。思案橋、黄門橋、憩いの橋、偲ぶ橋、

金宝樹の橋、藤見の橋、見返り橋、水仙

橋、子育ての橋、想い出橋、十六夜橋、行々

子橋。サッパ舟はこれらの橋をゆっくりと

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

����17
潮来と佐原：ちばらき

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/

図3　十二橋めぐり図2　常陸利根川を渡る図1　潮来港とサッパ舟
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くぐっていく（図 3）。水路は狭くサッパ舟

がようやく行き交える程度。船頭さんの腕

の見せ所。

十二橋がある付近は沿川に住宅が並ん

でいるが、与田浦に向かう途中からパッ

と視界が開けた。見渡す限り水面と空だ

けが広がる（図 4）。

川に糸を垂れる釣り

人がチラホラ。先ほ

どの強風は止んで

ポカポカ陽気。気持

ちよかっぺ。

●佐原
佐原は千葉県所属。「さわら」と呼ぶ。

潮来と同様、利根川舟運で栄えた町。大

日本沿海輿地図を完成させた伊能忠敬ゆ

かりの地。以前は佐原市が存在したが、

平成の市町村合併で香取市となった。映画

「うなぎ」をはじめとして、映画、ドラマ、

CM等のロケ地となっている。

うなぎを食してから、伊能忠敬旧宅前の

さわら舟に乗り、小野川をゆらゆらと下る

（図 5）。小野川には船から荷を積み下ろし

するための階段状の船着き場「だし」が残

されており、往時を偲ばせている。関東

地方で初めて指定を受けた重要伝統的建

造物群保存地区の街並みは、木造町家建

築、蔵造りの店舗建築、洋風建築などか

ら構成されており、忠敬橋を中心に小野川

沿岸に 500m、香取街道沿いに数百mの

地区となる（図 6）。古い街並みは、夕日

に照らされ更にノスタルジックな光景へ。

川の駅「水の郷さわら」へ。ここは、道

の駅と川の駅の複合施設。「ちばらき」の

ポスターを発見したのはここ。眼前には坂

東太郎と呼ばれる利根川。利根川は、全

長 322kmで信濃川に次いで日本第 2位、

流域面積は約16,840km2 と日本最大。流

域面積の広さは何と四国の 90%以上を占

める大きさ。夕暮れ時、人懐こい白鳥が近

寄ってきた（図7）。

●東京
ちばらきを訪問する前日のこと。東京で

はお台場から浅草までクルージング。お台

場では、ものすごい雨とモーターショーに

向かう長蛇の列をすり抜けて何とか乗船。

お台場を抜けたころから、カモメがみるみ

る増えてきたので天気は回復しそうだ。隅

田川に入るといよいよ勝鬨橋。浅草に着い

て、お決まりの記念撮影をした後（図 8）、

ディナー・プレイスへ（図 9）。予約ができ

ないお店ゆえ先兵隊が開店に並ぶ。少し

早めに、15時から・・・。実は左手にはオー

プンを間近に控えた東京スカイツリーが。

何と、贅沢な待ち時間。ホント、たまには

こうやってノ～ンビリするのもいいですね！

図4　与田浦付近

図7　利根川 図９　ディナーを待つ先兵隊

図5　佐原のサッパ舟 図6　小野川沿いの重伝建地区

図８　浅草で記念写真！
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「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・ちば

らぎ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。

�

水郷の佐原・潮来と鹿島神宮をUC-win/Roadによ
る3次元VR（バーチャル・リアリティ）で表現。
佐原は小江戸と呼ばれる古い街並みを走る小野川
流域、橋梁と柳並木をくぐる「さわら舟」の行き来
を表現。潮来はあやめ（菖蒲）の咲き乱れる前川あ
やめ園、園内の太鼓橋などをモデル化している。鹿
島神宮は参道入り口から本殿、その奥の杉並木を表
現。参道入り口の大鳥居は残念ながら東日本大震
災により倒壊してしまったが、平成26年の再建を祈
りVRで再現した。

「ちばらき」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・ちばらきby UC-win/Road

�

■VR-Cloud® 閲覧URL：
　http://www.forum8.co.jp/product/ucwin/VC/VC-taiken.htm



Vol.8

®

®

®

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

®

®
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FORUM8 25周年記念企画のご案内

	�
����
���� �

九州大学へ高度研究用ドライビングシミュレータを納入

	�
����
�����
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	�
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土木学会に建設系ＮＰＯ連絡協議会が発足
代表にシビルまちづくりステーション理事長の花村義久氏

	�
����
�����

第16回文化庁メディア芸術祭（主催：CG-ARTS協会）開催決定

	�
����
���� �

�
	�
����

����

	�
����
����

�

�

�

FORUM8 Publishing 本年度出版書籍が決定！

1

吉川弘道教授（東京都市大学）が学内優秀教育者賞に

3

2
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New Products

●動的解析セミナー
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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



Up&Coming97 号 New Products & Service32

New Products
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New Products



Up&Coming97 号 New Products & Service34

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
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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

●杭基礎の設計セミナー
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New Products
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New Products

●深礎杭基礎の設計セミナー
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New Products
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New Products

Tiff  File
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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
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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



Up&Coming97 号 New Products & Service62

New Products

���

���

���

���

���

���

���

���

	 
 � � 

�
��
�

���

���

���

���

���

���

	 
 � � 

�
��
��

���

���

���

���

���

���

	 
 � � 

��
��



Up&Coming97 号New Products & Service 63

New Products
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New Products
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User Information

Multiframe
総合情報 
Vol.26

 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.27

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.26

INFORMATION

for USERS



Theme2012　“Sustainable Design of Marine City”
　　　　　　　　  海上都市のサステナブルデザイン

Virtual Design World Cup
The 2nd Student BIM & VR Design Contest

on Cloud Services

Virtual Design World Cup実行委員会
池田  靖史 氏（実行委員長、慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授／ IKDS代表） 
花村  義久 氏（NPO シビルまちづくりステーション 理事長／建設系NPO連絡協議会 代表）
吉川  弘道 氏（東京都市大学 総合研究所 地震リスクマネジメント研究室 教授）
Kostas  Terzidis 氏（ハーバード大学 大学院 デザインスクール 准教授）
傘木 宏夫 氏（NPO 地域づくり工房 代表）　　Ed Galea 氏（グリニッジ大学／FSEG  教授）　　Design Builder社 　　　XP Software社 
Nemetchek社　　　　　　　　　　　　　　Graitec社　　　　　　　　　　　　　　　　　Bentley Systems社　　 他
CG-ARTS協会（画像情報教育振興協会）、IAI日本、芸術科学会 他（順不同）

福田  知弘 氏（大阪大学 大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 准教授）
山梨  知彦 氏（株式会社 日建設計 執行役員、設計部門 代表）
家入  龍太 氏（イエイリLAB代表）
フォーラムエイト



本コンテストにエントリーされた方は、下記対象ソフトウェアおよびサービスのライセンス
期間内無償貸与を受けられます。【対象期間】2012年5月1日（火）～11月30日（金）BIM&VR対応製品群

Allplan

EXODUS

UC-win/FRAME（3D）Engineer’s Studio®

AdvanceSteel/Concrete

UC-1/UC-1  for SaaS �������	


DesignBuider

SMARTFIRE

UC-win/Road

VR-Studio®

���		OSCADY／TRANSYT

各賞

応募資格・基準

応募期間・スケジュール

 http://vdwc.forum8.jp詳細、参加申込み、ワークショップ案内などは、
フォーラムエイトのホームページをご覧ください

お問合せ・ご質問等窓口

エントリー・作品応募

®

TOKYO OSAKA/KOBE FUKUOKA
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最先端の3Dコンテンツ技術を紹介

３Dプロジェクションマッピング（その2）
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３D・VRを活用した参加と協働のまちづくりを紹介
「VRまちづくりシステムセミナー」開催
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�

JIA全国学生卒業設計コンクール2012
特別協賛スポンサーとしてフォーラムエイトも出展
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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

13
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Ieiri Labo
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「 」

●次回は、「Parking Solution」

   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

������	
 ���


SIRADEL社

ディーラ・ネットワーク・ニュース ／コラボレーション・ニュース
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国内イベントレポート

�

�

�

������
第 45回 岩崎トータルソリューションフェア

���
��������

������
SEA JAPAN 2012

���
�������
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国内イベントレポート

�

�

������
第 3回クラウドコンピューティングEXPO春

���
�������

������
九大１００年まつり

���
�����
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国内イベントレポート

�

™

�

������
地域防災防犯展

���
��������

������
第 53回日本人間工学会

���
������
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セミナーレポート

～

新道路橋示方書セミナー「道路橋示方書の改定内容と製品の対応」
～

���
��������������
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�������
ウェルポイント、地盤改良の設計計算体験セミナー

セミナープレビュー ／ イベントプレビュー

�������
出展イベントのご案内

�������
3D点群・出来形管理システム体験セミナー

�������
UC-1港湾シリーズ体験セミナー
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�

セミナープレビュー ／ イベントプレビュー

Theme2012　“Sustainable Design of Marine City”「海上都市のサステナブルデザイン」

第2回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド
■主 催：Virtual Design World Cup実行委員会　
■後 援：CG-ARTS協会（画像情報教育振興協会）、 IAI日本、芸術科学会　他（順不同）
■エントリー期間：2012年   5月1日（火）－  9月30日（日）
■応 募 期 間：2012年 10月1日（月）－10月23日（火）［必着］

詳細・参加申し込み 　���������	
���������
会場：品川 コクヨホール

����  

� � � �
2012.9.20 木
��
�������������
�
��

第13回 UC-win/Road協議会
3D･VRシミュレーションコンテスト受賞作品紹介

���� 2012.9.21 金 

��
������
��������
�
��

第6回 デザインコンファランス

クラウド会場：VRcon.forum8.jp

���� 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

���� �
�
�
�

第　　回11

詳細 　�������			�������
�����������������



　【お申込み・お問合わせ】

　
www.forum8.jp/fair参加費無料

FORUM8デザインフェスティバル2012-3Daysのご案内FORUM8デザインフェスティバル2012-3Daysのご案内

全体プログラム

Day1 9.19  水

9.20  木
The 13th VR Conference
第13回 UC-win/Road協議会／第6回 国際VRシンポジウム

Day2 9.21  金
The 6th Design Conference
第6回 デザインコンファランス

第11回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド

Day3

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。クラウド上で作品公開・一般投票を実施。
●作品応募締切：8/29（水）●ノミネート：9/4（火）●一般投票期間：9/6（木）～9/17（月）

すべてのVRデータを閲覧したうえで投票を行っていただくと、
もれなく1000FPBポイントをプレゼント！　≫VRcon.forum8.jp

ユーザ懇親会等を予定。
●設立25周年記念出版パーティ
「エンジニアのためのLibreOffice入門」
「スマホプログラミング入門」を予定
（発行：フォーラムエイト パブリッシング）

投票
プレゼント

第11回 3D・VRシミュレーションコンテスト オン クラウド 表彰式

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

特別講演   「クラウドコンピューティング型VRとSNSの活用と展望」（仮） 
大阪大学　准教授　福田 知弘 氏

第6回デザインコンファレンス　
  

特別講演   「先進安全自動車開発における運転者挙動解析」（仮）
九州大学　教授　志堂寺 和則 氏

第6回デザインコンファレンス

フォーラムエイト 設立25周年記念パーティ／出版記念パーティ

特別講演   　　　　 「液状化解析を含む地盤動的解析の適用と応用」（仮）
群馬大学　助教授　蔡 飛 氏

「ドライビングシミュレーション機能の拡張と今後の開発」
「先端的研究シミュレータの開発とシステム提案」  他

ユーザ特別講演

プレゼンテーション

「道路橋示方書の改定と今後の開発予定」
「VR-Cloud®の最新機能と今後の技術開発」
「スパコンクラウド®とUC-1 for SaaSの活用」
「道示改定対応UC-win/FRAME(3D)と解析支援サービス」 他

プレゼンテーション

「Virtual Design World Cup 2012」
「BIM活用3D・VRエンジニアリングサービスの概要」 他

プレゼンテーション

「水工シリーズとxpswmm適用の解析提案」 他

プレゼンテーション

「地盤解析シリーズの新機能と「GeoEnergy」の開発構想」
「GeoFEAS、UWLCによる解析事例」 他

プレゼンテーション

  「近接施工構造物の変位安定問題に
　GeoFEAS を利用した解析例を紹介」

（株）ブルドジオテクノ　代表取締役　花田 俊弘 氏

 

 
 

 
 

   

Day2・Day3の会期中、各種シミュレータ体験を
はじめとする展示を終日行います。

・UC-win/Road VRシステム展示コーナー
・VR-Studio® 体験コーナー  
・UC-win/Road Ver.8体験コーナー
・UC-win/Roadテクニカルサポートコーナー  
・鉄道シミュレータ 
・AGUL 自動飛行モニタリングシステム
・車いすシミュレータ（関西大学）
・高齢者シミュレータ（名城大学） 他

Day3Day2

　　　   「E-ディフェンス現行知見に基づく耐震余裕の定量評価と
耐震高度化技術」（仮）

兵庫耐震工学研究センター　特別研究員　佐々木 智大 氏

　　　　 「情報通信革命とクラウドの動向そして我々がなすべきこと」
元NEC副社長／当社顧問　川村 敏郎 氏

　　  　　　　  「Engineer's Studio®による動的非線形解析事例」（仮）
（株）マルフジエンジニアリング　技術部長　渡辺 哲也 氏

特別講演

ユーザ様 無料ご招待

特別講演

ユーザ特別講演

　　　　  「BIM により設計は変わる。BIM活用の展望」（仮）
慶應義塾大学　教授　池田 靖史 氏

特別講演

　　　　「水工解析最新事例と今後の課題」（仮）  広島大学　教授　川原 能久 氏
　　　　  「xpswmmによる都市雨水排水の洪水リスクアセスメント」

芝浦工業大学工学部 土木工学科　教授　守田 優 氏
　　　　　　  「水工解析の活用方法と今後の展開について」

進行：NPO法人 水環境創生クラブ　石川 高輝 氏
　　　　「ベトナムフエ市における水質を含めた浸水被害予測の現状と課題」

東京大学大学院 都市工学専攻　教授　古米 弘明 氏

基調講演

特別講演

特別講演

ディスカッション

プレミアム・スペリオール会員様
ランチ無料ご招待  　

プレミアム・スペリオール会員様
ランチ無料ご招待  　

会場：　　　　品川 コクヨホールDay2 Day3

VR-Cloud® NAVI サンプルモデル

品川駅から品川コクヨホールまでを3D ナビゲーションで案内
URL：a3s://122.219.129.249:30300

QRコードに
アクセス！



Up&Coming97 号 Information88

�	��������	�	��������	営業窓口のお知らせ／ FPBからのご案内
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™

®

フォーラムエイト設立25周年記念感謝キャンペーン第2弾フォーラムエイト設立25周年記念感謝キャンペーン第2弾



Up&Coming97 号 Information90

�

�　・ �

・
・
・
・

�

�

�

�

�



Up&Coming97 号Information 91

NEW ARRIVAL 2012/1 - 2012/07

�

・クラスターオプション（有償オプション）：
複数台のPCを同期させ、多くのモニタに映像出力可能なシステム。モニタの数の影響を受けず、一定
のパフォーマンスを発揮

・3Dモデル出力プラグイン（有償オプション）：
地形や3Dモデル、道路、樹木等を3ds 形式でファイル出力するプラグイン

・オフロード機能：道や法面、道路外の地形上を自由に走行できるオフロード機能を実装
・xpswmmプラグイン拡張：津波や洪水のシミュレーション結果のプレゼンテーション機能を強化
・ATI 製ビデオカード対応
・Sidraプラグイン
交差点設計ソフトウェアSidraの最新版（Sidra Intersection 5.1）の設計データインポート

・スカイドーム機能
・CarSim 連携時の機能拡張：路面摩擦係数μの設定値を用いた車両運動シミュレーションに対応
・Civil 3D 2012 対応　　・鉄道平面線形対応
・交通流、トンネルのレンダリングのパフォーマンス改善

� ・オーディオの対応：PC、Android 両クライアントのオーディオストリーミングに対応
・ディスカッションのリスト表示、カテゴリー分けに対応
・インラインヘルプに対応：埋込型のインラインヘルプを実装。メニューからオンオフに対応
・IMEの改善：日本語、中国語、韓国語に対応

多くのユーザに導入しやすい形で、UC-win/Road の運転シミュレーションを体験していただくこ
とを目的とした製品。自動車教習所や教育機関等での教材として、または展示会やセミナーにおけ
る展示用として用いることを想定。UC-win/Road の Presentation Version をベースに開発し、
ECOドライブプラグインの機能も搭載。

歩行シミュレーション解析ソフト「Legion」とUC-win/Road の連携。

マンセルカラースペース出力プラグインにより現在の景観のマンセル表色系の色情報を無圧縮のバ
イナリファイルで出力するプラグイン。

®
流体解析連携プラグイン  

VTK（Visualization Toolkit） ファイルからの流線の可視化が可能になる流体解析連携プラグイン。

・出来形管理帳票作成、３ＤＶＲ空間上で比較または目視確認
・点群に対応した出来形管理を行うUC-win/Roadプラグイン

UC-win/Roadの画面を複数PCに負荷分散マルチモニタ表示するプラグイン。クラスターウォール、
クラスタードーム

地形や 3Dモデル、道路、樹木等を 3ds 形式でファイル出力するプラグイン。

UC-win/Road クラスターオプション（複数 PCによる負荷分散マルチモニタ表示）のクライアン
ト PC用製品。

・クラスターオプション制御機能の追加
・ドライビングシミュレーション機能の追加：車輪の座標の取得、タイヤの摩擦係数やスリップ率の設定
・オフロード走行機能対応　　・鉄道線形（3次放物線、サイン半波長）対応
・テクスチャオブジェクトのイメージ変更機能の追加
・地形に関するAPI 拡張：ポリゴン座標、指定座標の高さ（標高）取得機能の追加
　　　　　　　　　　　　任意の位置にある道路情報の取得機能
・カメラ機能拡張への対応
・フライトパスの編集機能の拡張及びフライトパス上の歩行者生成機能の追加

・歩行者の群集移動機能の対応　　・新しい煙モデルおよび煙トンネルの対応
・ドライビングシミュレーション機能の追加：
速度の上限設定、ハンドブレーキの対応、走行中の即時車両変更

・ストリートライト用のAPI 拡張　　・オブジェクトごとのカスタムバイナリデータの対応
・エラー表示管理機能 

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。

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。

FORUM8の 3DバーチャルインタラクティブシミュレーションソフトウェアVR-Design Studio
（UC-win/Road） と SIRADEL の 3D City models のシームレスな統合

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応
- 鉄筋の材料データベースをSD345、SD390、SD490 の 3 種類に変更
-コンクリートヒステリシスに限界圧縮ひずみεcclを追加
- 鉄筋ヒステリシスに許容引張ひずみεstを追加　　-耐震性能 2、3の限界状態曲げモーメント算出に対応
-耐震性能 2、3のＭ－φ特性を自動生成に対応　　-耐震性能 2、3の曲率による照査に対応
- 残留変位の照査機能に対応

・基本荷重図の標準出力に対応
・分布ばね（弾性床上の梁）を与えた部材の計算結果として、反力図と結果数値を出力する機能を追加
・大規模モデルのレスポンスを改善
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・平成14 年道路橋示方書に準拠した新規製品
・材料データベースにSD390とSD490を追加
※特別価格は新道示対応製品保守ユーザ様を対象

® ・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

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋の材料データベースをSD345、SD390、SD490 の 3 種類に変更 
-コンクリートヒステリシスに限界圧縮ひずみεcclを追加 
- 鉄筋ヒステリシスに許容引張ひずみεstを追加　　
-耐震性能 2、3の限界状態曲げモーメント算出に対応
-耐震性能 2、3のＭ－φ特性を自動生成に対応　　 
- 耐震性能 2、3の曲率による照査に対応

・任意形状断面のDXF/DWG形式インポート／エクスポートに対応　　
・大規模モデルのレスポンスを改善 

・平成14 年道路橋示方書に準拠した新規製品
・材料データベースにSD390とSD490を追加

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応
・概算工事費算定機能

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋の材料データベースSD390、SD490を追加　　 
-コンクリートの応力度 -ひずみ曲線を変更 
- 塑性ヒンジ長 Lpの算出（矩形、円形、縦長小判形、横長小判形のみ）に対応 
- 鉄筋の耐震性能 2、耐震性能 3の許容ひずみの算出 
- 耐震性能 2、耐震性能 3の限界状態に達するときの限界モーメント、曲率の算出

・Web認証に対応　　
・鉄道構造物設計標準H16　復旧性の照査・曲げの照査を追加

・平成14 年道路橋示方書に準拠した新規製品
・材料データベースにSD390とSD490を追加

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
-「3.2.1 構造用鋼材の許容応力度」における局部座屈を考慮しない許容軸方向圧縮応力度の算定表の
　改定対応 
-「4.3 軸方向力と曲げモーメントを受ける部材」における軸方向力が圧縮の場合の照査式改定対応

限界状態設計法によるI桁、箱桁の主桁設計計算を行うプログラム。

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋の材料データベースをSD390、SD490を追加 
-下部工のM-φ曲線の準拠基準を道示H24 年 Vに対応 
-レベル2地震動タイプ I の設計水平震度の標準値を変更

・RC断面エクスポート、UC-win/FRAME(3D) へのエクスポート機能（オプション）を平成 24 年道示
に対応

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応
・平成 24 年道示対応版オプションをリリース 
- 適用外の材質の選択、材質の追加、任意の鉄筋断面積指定 
- 基準値において、鉄筋等の材質追加に対応

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 地域区分A1,A2,B1,B2,C、地域別補正係数を変更　　 
- 鉄筋の基準値として、SD390，SD490 鉄筋を追加

・隅角部の設計計算に対応。外側引張、内側引張の必要鉄筋量計算に対応

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応
※旧道路橋示方書（平成14 年以前）は非対応となります。 旧バージョンをご利用ください。 
- 道路橋示方書・同解説Ⅲに準じた鉄筋材質にSD390、SD490を追加 
- 鉄筋許容応力度の「桁の軸方向への配置」と「その他」へ基本値を変更

・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
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・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 地域区分（A1,A2,B1,B2,C）と地域別補正係数を変更 
- 設計水平震度のレベル 2 地震時タイプ I を変更 
-レベル2地震時設計のタイプ I とタイプ II 同時照査に対応 
- 竪壁保耐の設計を新道路橋示方書Vに対応 
- 鉄筋の基準値、SD390，SD490 鉄筋を追加　　- 新道示対応製品との連動に対応

・その他各種機能拡張 
- 鉄筋引張、降伏応力度の指定拡張 
- 竪壁保耐の設計の横拘束鉄筋入力、塑性ヒンジ有効長、鉄筋本数入力対応 
- 杭において、鋼管ソイルセメント杭，SC 杭，SC+PHC 杭，回転杭を追加 
- 置換え基礎において、前面が斜めの形状に対応

・平成 24 年道示対応版オプションをリリース 
- 設計対象に増設が選択可能　　-コンクリート材質σck、21，24，27，30以外の材質対応 
- 使用鉄筋 SD345，SD390，SD490以外の鉄筋対応 
- 杭種 PC 杭，RC 杭の選択対応　　-杭頭接合方法A法の選択対応

・平成14 年道路橋示方書に準拠した新規製品
・材料データベースにSD390とSD490を追加、鉄筋材質追加に対応
・SC 杭，SC+PHC 杭，鋼管ソイルセメント杭の杭種を追加

・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。

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 地域区分（A1,A2,B1,B2,C）と地域別補正係数を変更 
- 設計水平震度のレベル2地震時タイプ I を変更 
-レベル2地震時設計のタイプ I とタイプ II 同時照査に対応 
- 鉄筋の基準値、SD390，SD490 鉄筋を追加　　- 新道示対応製品との連動に対応

・その他各種機能拡張 
- 鉄筋引張、降伏応力度の指定拡張 
- 杭において、鋼管ソイルセメント杭，SC 杭，SC+PHC 杭，回転杭を追加 
- 置換え基礎において、前面が斜めの形状に対応

・平成 24 年道示対応版オプションをリリース 
- 設計対象に増設が選択可能　　-コンクリート材質σck、21，24，27，30以外の材質対応 
- 使用鉄筋 SD345，SD390，SD490以外の鉄筋対応　　 
- 杭種 PC 杭，RC 杭の選択対応　　-杭頭接合方法A法の選択対応

・平成14 年道路橋示方書に準拠した新規製品
・材料データベースにSD390とSD490を追加、鉄筋材質追加に対応
・SC 杭，SC+PHC 杭，鋼管ソイルセメント杭の杭種を追加

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3 月）に対応 
- 地域区分（A1,A2,B1,B2,C）と地域別補正係数を変更 
-レベル2 地震時設計のタイプ I とタイプ II 同時照査に対応 
- 鉄筋の基準値、SD390，SD490 鉄筋を追加 
- 新道示対応製品との連動に対応

・その他各種機能拡張 
- 鉄筋引張、降伏応力度の指定拡張 
- 杭において、鋼管ソイルセメント杭，SC 杭，SC+PHC 杭，回転杭を追加 
- 置換え基礎において、前面が斜めの形状に対応　　-飽和土を用いた土圧算出に対応

・平成 24 年道示対応版オプションをリリース 
- 設計対象に増設が選択可能　　 
-コンクリート材質σ ck、21，24，27，30 以外の材質対応 
- 使用鉄筋 SD345，SD390，SD490 以外の鉄筋対応 
- 杭種 PC 杭，RC 杭の選択対応　　-杭頭接合方法A 法の選択対応

・平成14 年道路橋示方書に準拠した新規製品
・材料データベースにSD390とSD490を追加、鉄筋材質追加に対応
・SC 杭，SC+PHC 杭，鋼管ソイルセメント杭の杭種を追加

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応
・柱の設計（レベル2照査）機能拡張 
- 計算速度と精度の設定に対応　　
-せん断破壊型かつ弾性応答となる場合の終局位置の判定方法を拡張
-曲げ破壊型の場合も許容塑性率μaを1,0とした設計に対応
・「UC-win/FRAME(3D)」データエクスポートにおいて、順テーパー（下広がり）モデルに対応
・フーチング補強時の最小鉄筋量において、柱前面位置の補強主鉄筋の常時考慮に対応
・図面作成において、柱断面が円形の場合の中間帯鉄筋形状を拡張（半円フックの継ぎ手あり形状に対応）

・平成14 年道路橋示方書に準拠した新規製品
・材料データベースにSD390とSD490を追加、鉄筋材質追加に対応
・柱の設計（レベル2照査）機能拡張 
- 計算速度と精度の設定に対応　　-せん断破壊型かつ弾性応答となる場合の終局位置の判定方法を拡張
-曲げ破壊型の場合も許容塑性率μaを1,0とした設計に対応
・「UC-win/FRAME(3D)」データエクスポートにおいて、順テーパー（下広がり）モデルに対応
・フーチング補強時の最小鉄筋量において、柱前面位置の補強主鉄筋の常時考慮に対応
・図面作成において、柱断面が円形の場合の中間帯鉄筋形状を拡張（半円フックの継ぎ手あり形状に対応）

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応（ラーメン橋脚、単柱橋脚、橋台の設計計算）
・平成 24 年道示対応版オプションをリリース 
- 適用外の材質の選択、材質の追加 
- 既設検討（損傷断面の判定、補強の必要性、補強を前提とした照査） 
- 補強設計（矩形柱、円柱に適用）：曲げ耐力制御式鋼板巻立て工法、鉄筋コンクリート巻立て工法、 
　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼板巻立て工法、鉄筋コンクリート増厚工法（矩形柱のみ適用） 
- RC 杭　　 
- 杭頭接合計算の方法A、定着長の計算方法（Lof=35・φ、Lof=a・φ）
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・平成14 年道路橋示方書に準拠した新規製品
・材料データベースにSD390とSD490を追加、鉄筋材質追加に対応
・主鉄筋、帯鉄筋材質の各指定に対応
・ハンチ筋の入力方法に、「ハンチ両端」（断面の左右両端に配置）を追加

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋材質の削除（SR235,SD295）、追加（SD390,SD490） 
- 鉄筋の基準値、引張応力度を軸方向鉄筋とそれ以外（せん断補強鉄筋）に分離 
- 降伏応力度もせん断補強鉄筋，横拘束鉄筋とそれ以外に分離
  　（旧基準道示（平成14 年以前）に対応は平成 24 年道示対応版オプションが必要）

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 地域区分（A1,A2,B1,B2,C）と地域別補正係数を変更 
- 設計水平震度のレベル2地震時タイプ I を変更 
- 鉄筋の基準値、SD390 鉄筋を追加　　- 新道示対応製品との連動に対応

・その他機能追加 
-上部構造のブロック形状入力に対応

・平成 24 年道示対応版オプションをリリース 
-下部構造形状入力 -杭基礎にてPC 杭、RC 杭に対応 
- 橋脚形状入力にて主鉄筋　SD295に対応、帯鉄筋　σsy直接指定に対応

・平成14 年版道路橋示方書・同解説に準拠した震度算出（支承設計） Ver.7 のカスタマイズ版
・追加機能：ブロック形状入力に対応。鉄筋種別 [SD390]を追加

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 地域区分 (A1,A2,B1,B2,C)と地域別補正係数を変更 
- 設計水平震度、レベル2地震時タイプ I に変更 
- 液状化の判定を、レベル1地震時、レベル2地震時タイプ I 、レベル2地震時タイプ II で実行 
-レベル2地震時の土質低減係数 DEを地震動タイプ別に設定 
- 流動化時には、液状化無視時、液状化考慮時、流動化時の最大 3ケースの照査に対応 
- 橋台基礎の場合、レベル2地震時設計、タイプ I とタイプ II の同時照査に対応 
- 鉄筋材質にSD390，SD490 を追加、表 -4.3.1の 5) の引張応力度追加 
- 押込み支持力の周面摩擦力を控除する範囲に対応　　-回転杭の支持力算定式を変更

・フーチング下面鉄筋を考慮した水平方向押抜きせん断照査に対応
・地層傾斜時の底版上の上載荷重を内部計算　　・設計調書の出力を改善
・連壁の常時、レベル1地震時の基礎ばねの計算に対応
・鋼管矢板の常時、レベル1地震時の基礎ばね計算に対応
・ケーソンの常時、レベル1 地震時の基礎ばね計算に対応　　・荷重ケース数を30ケースに拡大

・設備：塔類（ 塔及び縦置円筒形貯槽）、球形貯槽、横置円筒形貯槽、平底円筒形貯槽
・基礎：杭基礎（鋼管杭、PHC 杭）及び直接基礎
・高圧ガス設備等耐震設計設備に準拠した設計
・図化機能：直接基礎、杭基礎、各種躯体、鉄筋対応

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋材質にSD390,SD490を追加、表 -4.3.1の 5) の引張応力度追加 
- 地域区分 (A1,A2,B1,B2,C)と地域別補正係数を変更 
- 液状化の判定を、レベル1 地震時、レベル2 地震時タイプ I 、レベル2 地震時タイプ II で実行 
-レベル2 地震時の土質低減係数 DE を地震動タイプ別に設定 
- 流動化時には、液状化無視時、液状化考慮時、流動化時の最大 3 ケースの照査に対応 
- 押込み支持力算定時の周面摩擦力を1・D分控除

・平成 24 年道示対応版オプションで有効となる機能 
- 適用外の材質の選択　　- 接合方式の選択（プレートブラケット方式、差し筋方式） 
- 杭頭接合方式（方法Ａ）

・主な改訂内容：隔壁タイプの拡充

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3 月）に対応 
- 鉄筋材質にSD390，SD490 を追加、表 -4.3.1の 5) の引張応力度追加 
-常時、暴風時及びレベル１地震時照査の弾塑性解析での設計に対応 
-常時、暴風時及びレベル１地震時照査の基礎底面水平方向せん断地盤抵抗を線形に変更 
- 塑性化抵抗力を格点間等分布荷重に変更　　-周面地盤反力度と底面地盤反力度の上限値を変更 
-レベル２地震時塑性化後の常時、暴風時及びレベル１地震時の再照査に対応

・機能拡張 
- 逆勾配地層線に対応（表層を除く）　　- 隣接杭の影響拡張 
- 直線地層線の入力を10 層に拡大　　 - 基礎ばね算定位置の指定機能

・鉄筋材質にSD390,SD490を追加　　・隣接杭の影響拡張　　
・交差地層線の座標調整機能　　・直線地層の入力上限値を10層に拡張
・基礎ばね算定位置の指定機能

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。

・群集荷重を考慮した仮橋の設計に対応　　・現在使用されているメトロデッキに対応
・クローラクレーンの載荷方向の指定に対応
・はり、大引きの計算において、片持ち梁状態の変位計算に対応
・先端部地層より下層に連続する良質層がある場合の設計計算に対応
・桁受固定間距離に「受桁間隔」を追加
・橋軸方向のトラック活荷重で3組目を満載する機能を追加　　・トラックの占有幅の任意設定に対応
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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。

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。

・支保工配置の中間部に切梁設置する型式へ対応　　
・偏土圧算定用背面土砂の単位体積重量入力に対応
・土圧を考慮しない層の設定に対応　　 ・静止土圧係数を地層毎の入力に対応
・小判形で支保工がない形状に対応　　・基準値のＨ形鋼にリース材（孔あり）を追加

・双曲線法に対応　　・任意形状の盛土入力に対応
・SXF生成ツールおよびモデル作成補助ツールに対応
・地盤解析用地形データファイル（拡張子GF1）に対応

・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）

・自治体基準の初期設定に対応（東京都，川崎市，横浜市，名古屋市，京都市）
・道路橋示方書（平成 24 年 3月）に対応 
- 杭先端から杭径分の周面摩擦力を控除して極限支持力を算出 
-周面摩擦力推定方法を拡張

・杭頭接合部照査の機能拡張　　・地盤反力照査の機能拡張
・Ｕ型擁壁設計の任意活荷重入力、土圧画面のガイド図表示に対応

・任意活荷重において等分布荷重の入力を追加
・表層地盤の固有周期 Tsの算出においてTGに乗じる係数の直接入力に対応
・設計要領（NEXCO）の土圧軽減ボックスカルバートについて、1～3連ボックスカルバートの断面方向の
検討に対応

・地震時検討 (NEXCO) の場合、底面より上の多層地盤に対応
・常時、レベル1地震時の曲げ応力度照査において、端部とハンチ端の同時照査に対応
・内空活荷重を載荷しないケース検討に対応　　・詳細計算書において、任意死荷重の荷重図出力に対応
・レベル2地震時照査オプション機能：地盤変位を強制変位としてモデル化できるよう対応

・H-Q式による不等流流下能力計算　　・断面種類追加／拡張（馬蹄形、幌形）
・内挿断面の一括入力機能を追加　　・不等流計算ケースの一括作成機能を追加
･インポート時の座標の移動、スケール変更に対応　 
･不等流計算において、開断面の断面高を超えた水位を計算できるように改善

・断面形状の種類を追加、拡張　　
・インポート時の座標の移動、スケール変更に対応

・「流域貯留施設等技術指針 (案 )平成19年 3月」に対応 
- 洪水調節容量計算、湛水時間計算、越流巾の計算等に対応

・流出係数、面積の加重平均での平均流出係数の計算に対応
・貯留施設において複数のオリフィス（最大１０個）に対応 
-オリフィスを設置しないモデル（ポンプ放流、せき放流）にも対応

・「もぐりオリフィス（矩形、円形）」のモデルに対応
・洪水吐きにおいて減勢工の計算に対応　　
・出力書式の愛知県、兵庫県への対応と全般の改善

・縦方向：三面水路への対応
・縦方向：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）
・縦方向：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：自重の載荷方法拡張　　
・全構造物：道示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

・揚排水機場本体の震度法・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時の曲率、および、せん断耐力による部材照査を行う。
・部材非線形骨組解析は、弊社製品「Engineer's Studio®」の解析部を搭載して行う。

・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）

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

・管理項目入力中のリアルタイムエラーチェック機能を追加
・電子納品支援ツール for SaaS のデータインポートウィザードを追加　　
・国交省正誤表等変更に対応

「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。
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、データ出力機能など。
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・対応基準の追加 
- 国土交通省 デジタル写真管理情報基準 平成22年 09月 
- 農林水産省 電子化写真データの電子納品要領 (案 ) 平成 23年 03月 
- 農林水産省 測量成果電子納品要領 (案 ) 平成 24年 03月 
- 農林水産省 地質・土質調査成果電子納品要領 (案 ) 平成 24年 03月

・管理項目入力中のリアルタイムエラーチェック機能を追加
・電子納品支援ツール for SaaSのデータインポートウィザードを追加

・対応基準の追加 
- 国土交通省 土木設計業務等の電子納品等要領 電気通信設備編 平成22年 09月 
- 国土交通省 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 平成22年 09月 
- 国土交通省 CAD製図基準 電気通信設備編 平成22年 09月 
- 国土交通省 デジタル写真管理情報基準 平成22年 09月 
- 農林水産省 電子化写真データの電子納品要領 (案 ) 平成 23年 03月

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋基準値に「SD390，SD490 鉄筋」を追加、図面生成機能を更新

・複数直線引出線にリンクする直線追加に対応
・角度寸法線の表記を「度（°）」、「度分秒（° ' "）」の選択に対応 

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋基準値に「SD390，SD490 鉄筋」を追加、図面生成機能を更新

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋基準値に「SD390，SD490 鉄筋」を追加、図面生成機能を更新

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋基準値に「SD390，SD490 鉄筋」を追加、図面生成機能を更新

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応 
- 鉄筋基準値に「SD390，SD490 鉄筋」を追加、図面生成機能を更新

・道路橋示方書・同解説（平成 24 年 3月）に対応

・組み合せ走行（ライン走行と切り返し走行を組み合わせた走行）を追加
・新規車両として連節バスを追加
・速度に対応する旋回半径（または旋回半径に対応する速度）をセットできる機能を追加
・ライン走行で作成したルートを軌跡を確認しながら調節する機能を追加
・3Dシミュレーション用ファイル（OpenMicroSim、UC-win/Road 形式）に車両の停止時間設定機
能を追加

・OpenMicroSimファイル出力で、ユーザ3Dモデルの指定に対応　　
・図面への車軸の作図に対応
・複数の軌跡の同時確認およびアニメーション機能を追加　　
・軌跡確認に拡大・縮小機能を追加

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、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）に対応

・新機能SmartParts、パラメトリックなオブジェクトを作成できる機能
・OpenGL Graphics libraryを使用した、グラフィックスエンジンの改善
・インポート／エクスポートファイルの拡張（DWG/DXF2010/2011/2012,DGN V8,STL,SKP）
・レポート機能の最適化　　
・Allplan Connect サービスによるモデル、テクスチャ等のダウンロード対応
・ファサード機能の改善（Architecture）　
・配筋機能のワークフロー、ツールパレット改善（Engineering）
・アメリカとブラジルの規格に対応（Engineering）　　
・最新の製品サンプルデータ（Engineering）

・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

・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



Up&Coming97 号Information 97

NEW ARRIVAL 2012/1 - 2012/07

� 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／ プラント基礎の設計
　　　　　　　　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

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。

�	�����������	��	�����������	�開発中製品情報
・クラスターシステムのソフトウェアエッジブレンディング、シナリオマルチメディア対応
・最新レンダリング技術対応による表現力向上　　・点群モデリング機能拡張
・車両運動モデルの拡張による運転シミュレーション改善　　・交差点における路面描画品質の向上
・気象表現の改善　　・歩行者の群集移動の高度化　　・交通シミュレーションの高度化
・UC-win/Road 64bit 対応　　・GPSカメラ機能実装　　
・動的ローディングによる大規模シーン対応

・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。

® 「モバイル対応３D/VRナビゲーションシステム」
特定エリアの施設・地点案内を行うクラウドNAVI システム。
・各種地点／施設検索、目的別検索、ルート検索　
・音声対応３Dナビゲーション、２D地図表示機能
・GPS、加速度＋地磁気 ”センサー対応自車検出　
・３D視点切り替え、自動リルート

® スマートフォンなどのインターネット端末から、空き駐車場の検索・予約とVRによるナビゲーションが行える
システム。

� ・限界状態設計
� ・平成 24 年道示対応

® ・平成 24 年道示対応

・Engineer's Studio®を用いた弾塑性法対応　　・改良体の設計においてせん断力、曲げ照査に対応
・鋼製支保工照査部の改善（道示 24 年対応）　　・九州地方整備局の断面決定用土圧対応

・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　　・平成 24 年道路橋示方書対応版（杭基礎）

・ジオテキスタイル工法による補強土壁
適用基準：ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施行マニュアル 改訂版（（財）土木研究センター）

・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

・開口部の平板解析をFEM解析で計算するオプション（任意位置の開口部（円形、矩形）、任意荷重に対応）

・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

・ため池の設計洪水流量計算，堤体の安定計算
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）

・砂防えん堤の設計計算プログラム

・Automesh 対応

・Automesh 対応　　・引き戻し解析

・Automesh対応

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）
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2012年4月12日
リリース

®

3D・VRをクラウドで！

®

◆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

2012年4月25日
リリース

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

® ®

® NEW
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