FORUM8
Seminar Fair

2022-2
Vol.38
2022.7 - 2022.12

累計開催回数

累計受講者数

2662 回 30288 名
フォーラムエイトセミナーは、設計エンジニアやソフトウェア利用者を対象として、2001年8月
にスタートして以来ご好評をいただき、2021年11月末までに2,568回開催、28,724名の方が受
講されました。実際にPCを操作してソフトを使用することを基本とし、少人数で実践的な内容
となっています。また、インターネットを通してどこからでも視聴いただける「オンラインセミ
ナー」も提供しております。今後もより一層多くの皆様のご利用をお待ち申し上げます。

『フォーラムエイトオンラインセミナー』
会社で、自宅で、手軽にクラウドセミナー！
TV会議セミナー

視聴のみ

オンラインセミナー
有償セミナー

Interactive

Live

講師への質問など
コミュニケーションが可能

オンライン中継で有償・体験セミナーを提供します

体験セミナー
海外体験セミナー

VR Simulation/3DCG
UC-win/Road による VR および多様な可視化ソリューション、クラウドによる活用

FORUM8 MITスペシャルセミナー

UC-win/Road･VR UC-win/Road Advanced･VR バーチャルリアリティによる道路設計
UC-win/Road SDK・VR-Cloud®SDK UC-win/Road エキスパート

表現技術検定

Shade3D

スイート千鳥エンジン® F8VPS

ジュニア対象セミナー

FEM Analysis/BIM/CIM
イエイリラボ体験レポート

土木・建築分野の高度な解析と BIM/CIM 統合ソリューション

FORUM8 エンジニアキャリアパス

Engineer's Studio® 活用 弾塑性地盤解析（2D/3D） 動的解析（既設・補強編） CIM 演習

地盤の動的有効応力解析 都市の地震防災 熱応力・ソリッド FEM 解析 動的解析 構造解析入門

国内・国外イベントプレビュー
セミナー・イベントカレンダー

CAD Design/Cloud
土木設計 CAD の統合製品 UC-1 シリーズ
土留め工の設計

配水池・揚排水機場の設計

二柱式・ラーメン橋脚の設計

斜面の安定計算

深礎フレームの設計 橋脚・橋脚の復元設計 ボックスカルバートの設計 橋台の設計 基礎の設計
柔構造樋門の設計 擁壁の設計 砂防堰堤の設計

有償セミナー

受講料：¥19,800（税別¥18,000）

受講費には昼食（昼食券）、資料代が含まれています。
セミナー終了後、修了証として受講証明書を発行します。

体験セミナー

受講料：無料

通常半日のスケジュール。実際にPCでソフトウェアを利
用する実習形式で実施しています。

会場 ：東京･大阪･名古屋･福岡・仙台・札幌・金沢・岩手・宮崎・沖縄
WEB：インターネットを通してオンラインで受講可能

※新型コロナウイルス感染症対策により、会場とオンラインのハイブリッド開催を行っております。

CPD

・公益社団法人 地盤工学会 認定
・一般社団法人 交通工学研究会 認定

VR Simulation/3DCG
バーチャルリアリティ（VR）は、道路CADや点群デ
ータ、騒音、津波、交通、避難など各種解析との連
携により、高度なシミュレーションを実現します。ま
た、ハードウェアとの連携・統合によるドライブシミ
ュレーションは交通、土木、自動車分野で活躍して
います。また、3DCAD機能で作成した3次元CGモ
デルの利用でVRの精度を高め、効果的なシミュレ
ーションを行うことができます。VRエンジニア、VR
開発者を支援するVR Simulation/CGセミナーをご
活用下さい。

●F8VPS体験セミナー
リモート化が進む社会の課題解決を支える共通基盤を構築し、デジタルツインの可視化、DXを推進するツールとし
て、Webプラットフォームによる次世代の完全クラウドソリューションF8VPSの機能や活用事例を説明し、実際にデ
ジタル空間構築を体験します。
スケジュール

13：30〜16：30

13：30～13：50
13：50～14：10
14：10～15：00
15：10～15：40
15：40～16：00
16：00～16：10
16：10～16：20
16：20～16：30

DX、リモート社会でのバーチャルリアリティの意義
F8VPSの目標、システム構成と開発ロードマップ
応用事例 バーチャルキャンパス／オフィス等
F8VPS機能の説明と体験
コンテンツ作成とシステムのカスタマイズ
システム導入についての情報
フォーラムエイト他製品との関係
質疑応答

開催日

●バーチャルリアリティによる道路設計セミナー

CPD

従来の道路設計プロセスに3DVRを採用し、新しい感覚
の3次元道路設計を学びます。また、道路最適線形探索
システムOHPASSでの線形計算からUC-win/Road連携
までの機能を体験いただけます。
スケジュール 9：30〜17：00
9：30～10：00
10：00～11：50
13：00～15：00
15：10～16：45
16：45～17：00

受講費：¥19,800

開催日

開催地

会場・WEB
会場・WEB
会場・WEB

●UC-win/Road・VRセミナー
先進の3DVRを業務でご活用いただくうえで役立つ情報
や、実際の操作を学習します。また、Shade3Dとの連携
をご紹介します。

スケジュール 9：30〜17：35

受講費：¥19,800

UC-win/Road事例体験と基本操作
データ作成(道路定義・各種機能・シミュレーション)
各種デモンストレーション、質疑応答
FORUM8認定 VRエンジニア／VRマスター試験
（ご希望の方のみ）

会場／オンライン併催

京 東京本社 セミナールーム
※交通工学研究会CPD 6.5pt
®

スケジュール 9：30〜17：35
9：30～10：00
10：00～15：20
15：20～15：50
16：00～17：35

開催日

受講費：¥19,800

UC-win/Road事例体験と基本操作
データ作成(地形入力・道路定義〜シミュレーション)
各種デモンストレーション、質疑応答
FORUM8認定 VRエンジニア試験（ご希望の方のみ）

開催地

会場／オンライン併催

7月29日(金) 東

京 東京本社 セミナールーム

会場／オンライン併催

9月8日(木) 大

阪 大阪支社 セミナールーム

7月 21日(木) 福

岡 福岡営業所 セミナールーム

10月13日(木) 沖

8月 26日(金) 宮

崎 宮崎支社 セミナールーム

開催地

12月8日(木) 札

縄 沖縄事務所 セミナールーム
幌 札幌事務所 セミナールーム

※FORUM8・VRエンジニア認定試験実施

※FORUM8・VRエンジニア／VRマスター認定試験実施

●UC-win/Road SDK・VR-Cloud SDKセミナー

●UAVプラグイン・VR体験セミナー

●VRまちづくりシステム体験セミナー

UC-win/Road SDKは、UC-win/Roadのアプリケーシ
ョンやオプション作成を可能にするための開発キットで
す。本セミナーでは、開発キットのインストールからサン
プルプラグインの作成までの流れ、および道路設計検討
簡易機能の開発について実習を行います。

UAVプラグインの概要説明、UC-win/Roadの操作およ
びデータ入力を解説、ドローン実機による飛行体験。撮
影データのダウンロード、活用方法もご紹介します。

ファシリテーター傘木宏夫氏を講師としてお招きし、参加
型まちづくりにおけるVR活用の意義や手法、事例を解説
します。
「まちづくりDX」への展開可能性などについて話
題提供し、参加者とともに意見交流をします。

スケジュール 9：30〜16：30
9：30～ 9：30
9：45～10：30
10：40～12：00
13：00～16：10
16：10～16：30

受講費：¥19,800

SDK概要、FORUM8のSDKラインナップ
UC-win/Road SDKの概要及び開発方法
UC-win/Road SDK実習
JavaScriptを用いたドライビングシミュレーション
質疑応答

スケジュール

8月30日（火）

会場・WEB

9：30〜16：30

受講費：無償

9：30～11：30 会場：セミナールーム、会議室 概要説明、UCwin/Road操作・データ入力 、UAVの飛行コース
13：30～16：30 入力、エミュレーターによる飛行シミュレーション
会場：千葉県サバイバルゲームフィールドSPLASH
施設内 ドローン実機による、飛行体験（1社1台
を貸与、交代制）、取得データの入力、活用方法
※午後は屋外施設へ移動 ※雨天の場合は開催中止

開催日
開催日

開催地

スケジュール

13：30〜17：00

受講費：無償

13：30～14：45 話題提供
「DXによるまちづくりのイノベーション」
15：00～15：30 事例紹介と交流「3DVRシミュレーションコンテス
トの過去作品に学ぶ
15：30～16：00 振り返り「まちづくりDXで仕事おこし」
16：00 閉会

会 場

9月2日(金) 東 京 東京本社セミナールーム

開催日

12月16日（金）

会場・WEB

●Shade3D体験セミナー

●交通解析･VRシミュレーション体験セミナー

●Arcbazar・環境アセスVRセミナー

S h a d e 3 D の 概 要および N U R B Sモ デリングによる
3DCAD機能を紹介する初心者向けセミナーです。ま
た、CGソフトならではのレンダリングや、Shade3Dで作
成したデータとUC-win/Roadとの連携など多彩な機能
を体験いただきます。

交通シミュレーションソフトウェアTRANSYT、Aimsun
などの解説と各種交通シミュレーションソフトウェアと3
次元バーチャルリアリティソフトUC-win/Roadとの連携
による交通シミュレーション実習を実施します。

Arcbazarのシステム、環境アセスメントVRの事例、自
主簡易アセスサイトや、3D・VRを使った太陽光パネル
反射光チェック、緑視率計算を体験いただけます。

スケジュール 13：30〜16：30

13：30～14：15 交通シミュレーション概要とシミュレーションモデル紹介
・歴史、種類、活用例について
・モデルの代表例
14：25～15：20 交通シミュレーション検討の実務について
15：30～16：30 シミュレーション結果とUC-win/Roadとのデータ連携

13：30～14：00
14：10～15：00
15：10～16：00
16：00～16：30

開催日

2

7月26日（火）
9月6日（火）
11月29日（火）

UC-win/Road Advancedの利用を前提としたVRデー
タモデル制作者向けセミナー。データ作成、プレゼンテ
ーション操作などを実習していただきます。最先端の3
次元VR技術を用いた機能の活用で、ハイクオリティ・ロ
ーコストなVR・CGデータ作成全般を支援いたします。

開催日

12月2日(金) 東

受講費：無償

●UC-win/Road Advanced･VRセミナー

9：30～10：00
10：00～15：20
15：20～15：50
16：00～17：35

道路工学の基本
3DVRを使用した道路設計の概要
3次元VR道路景観検討
3次元VR交通シミュレーション
質疑応答

バーチャルリアリティ/3DCG

受講費：無償

Shade3Dの概要と主な機能について
実習1（3DCAD機能によるモデリング）
実習2（表面材質の設定とレンダリング）
実習3（アニメーションとデータ出力）

8月3日（水）、12月21日(水）

会場・WEB

スケジュール

開催日

13：30〜16：30

10月12日（水）

受講費：無償

会場・WEB

スケジュール

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：20 フォーラムエイトにおけるSDGｓの取り組み、
Arcbazarの概要と利用方法
14：20～15：10 事例紹介、自主簡易アセス支援サイトの利用方法
15：10～16：00 環境アセス 3DVR、VR-Cloud®操作体験
16：00～16：30 Arcbazar+ProjectVR、Arcbazar支援サービス説明

開催日

10月19日（水）

会場・WEB

●デジタル田園都市実現支援セミナー

●UC-win/Road･エキスパート･トレーニングセミナー

デジタル田園都市国家実現へのアプローチと、それを支援するデジタルツイン技術や類
似活用事例について紹介。UC-win/Roadでデジタルツインの構築も体験いただけます。

UC-win/Roadを販売する代理店やVR業務の提案を行うコンサルタントの方々のた
めのセミナーです。認定試験合格者にはUC-win/Roadエキスパート認定証を授与。

スケジュール

スケジュール

13:30〜16:30

受講費：無償

13:30～13:50 VRCGシミュレーション技術における実現に向けた最新動向
13:50～15:00 デジタル田園都市国家実現へのアプローチ〜7つの類型、類似活用事例の紹介
Super City／Smart City型、MaaS発展型、地域経済循環モデル型、スマートヘルスケア
先行型、防災・レジリエンス先行型、スマートホーム先行型、地域活性化と観光振興型
15:10～16:00 UC-win/Roadによるデジタルツイン構築体験
新規作成、プラトー（CityGML）読み込み、浸水ナビデータ可視化
16:00～16:20 F8VPS機能説明・体験：モデル配置・空間構築、アンケート/ログ/通話・チャット等
16:20～16:30 質疑応答

開催日

9月13日（火）

会場・WEB

1日目 13：00〜17：30

2日目 9：30〜17：30

受講費：無償

[ 1日目 ]

13：00～13：30 UC-win/Road・VR基礎知識
13：30～15：30 セールスツールの活用、提案概要、提案事例紹介
15：40～17：30 導入のプロセス

[ 2日目 ]

9：30～11：50
13：00～14：30
14：40～16：00
16：15～17：30

UC-win/Road操作実習 基本
UC-win/Road操作実習 実践
連携アプリケーション紹介、プラグイン紹介
エキスパート認定試験

開催日

開催地

11月14日（月）〜15日（火） 東

会場／オンライン併催

京 東京本社セミナールーム
※UC-win/Roadエキスパート認定試験実施

●Shade3Dセミナー（応用編）

●スイート千鳥エンジン 体験セミナー

●Shade3D-VR活用体験セミナー

実際のプロジェクトを想定した実践的なセミナーです。
3Dモデルの作成のほか、UC-win/Roadと連携したシミ
ュレーションや高度なレンダリング表現など、業務での
Shade3D活用の可能性について体感できます。

ゲームや業務用アプリ、デジタルサイネージ、ARなどCG
を活用した各種ソリューションの開発が可能。セットアッ
プから、簡易なゲームの作成までを体験いただけます。

スケジュール 9：30〜16：30

13：30～13：45 ゲームエンジンの説明
13：45～14：10 スイート千鳥エンジン®概要
14：10～16：20 簡易なゲームの作成実習、
VR Design Studio UC-win/Roadデータ連携について
16：20～16：30 今後の開発予定、質疑応答

Shade3Dの概要と主な機能をご紹介し、製品の操作と
他ソフトとの連携をご体験いただくセミナーです。UC-1
設計ソフトからShade3Dへデータを読み込み、モデルを
編集、出力し、UC-win/Roadでモデル読込やシミュレー
ションを行います。

9：30～10：00
10：00～11：50
13：00～14：50
15：50～16：15
16：15～16：30

開催日

受講費：¥19,800

製品説明と基本操作
実習1（建物の作成、街灯の作成）
実習2（UC-win/Roadへの配置）
実習３（シミュレーション、レンダリング）
質疑応答

7月1日（金）

会場・WEB

スケジュール

開催日

13：30〜16：30

受講費：無償

7月20日（水）

スケジュール

13：30〜16：30

13：30～14：00
14：00～14：30
14：40～15：30
15：40～16：30

Shade3Dの概要と主な機能説明
UC-1設計ソフトからShade3Dへ、モデル読込
Shade3Dでのモデル編集と出力
3D・VRでのモデル読込、機能説明

開催日

会場・WEB

受講費：無償

11月24日（木）

会場・WEB

●Shade3Dプログラミングセミナー

●UC-win/Road DS体験セミナー

●組込システム入門体験セミナー

Shade3D SDKとブロックUIプログラミングツールを用
いる、中級者向けのプログラミングセミナーです。サンプ
ルをセミナーを通して編集していき、実務に活用できる
プラグイン作成を習得することができます。

UC-win/Road DrivingSimの機能とプラグイン群につい
て解説します。走行コース作成や車両運動モデル機能、
シナリオ、ログ出力、リプレイ機能、
マイクロシム、ECOド
ライブ、モーション対応なども紹介します。

組込システム技術は、ITを社会に組み込む技術としてシ
ミュレーション技術と連携したデジタルツインが着目さ
れています。UC-win/Roadと組込システムの連携事例
の紹介や設計ポイントの解説に加え、組込処理プログラ
ムを身近に感じて頂ける体験をして頂きます。

スケジュール 9：30〜16：30

受講費：¥19,800

9：30～10：00
10：00～11：50
13：00～14：50
15：00～16：15

製品説明とプログラミング概要説明
実習1(画像処理プラグインの作成)
実習2(エクスポータプラグインの作成)
実習3(ブロックUIプログラミングツールを用いた
スクリプト作成実習)
16：15～16：30 質疑応答

開催日

9月1日（木）

会場・WEB

スケジュール

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：00 UC-win/Roadでのデータ作成
14：00～14：40 車両運動モデルの説明と設定
14：40～15：40 シナリオ、ログ出力、
マイクロシミュレーション
プレイヤー、ECOドライブ、リプレイ機能
15：40～16：30 DS向け各機能の概要、モーションプラットフォーム

開催日

開催地

スケジュール

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：40 組込システム技術の動向と設計ポイントの解説
14：40～16：20 組込制御プログラムの開発体験
16：20～16：30 質疑応答

会場
開催日

8月4日(木) 名古屋 名古屋ショールーム セミナールーム

7月22日（金）

会場・WEB

●ジュニア・ソフトウェア・セミナー

●ジュニア・プログラミング・セミナー

「じぶんのテーマパークをつくろう！」〜VRなら何でもつくれます〜
UC-win/Roadを使用したジュニア向けセミナー。3次元空間の簡単な作成手順を説明し、実際にPCで作成
®
体験を行います。作成したモデルは3DVRクラウドVR-Cloud で公開されますので、後日モデルを動かした
対象：小学生・中学生
り、コメントを書き込めます。

文科省の新学習指導要領では小学校では2020年、中学校では
2021年から、プログラミング教育が必修化されました。簡単なマ
ウス操作でプログラミングを学ぶことができる「Shade3D ブロッ
クUIプログラミングツール」を用いた小・中学生向けのプログラミ
ングセミナーです。

1日目 13：30〜16：30 2日目 10：00〜16：30

[ 1日目 ]

受講費：¥19,800

13：30～16：30 UC-win/Roadと事例紹介、初期設定
と基本操作

開
催
日

第24回夏休み
kissポート共催
8月5日(金)〜8月6日(土)

会場・WEB

第25回冬休み
12月26日(月)〜12月27日(火)

会場・WEB

13：30〜17：00

受講費：¥9,900

対象：小学生・中学生

[ 2日目 ] 10：00～16：30 「作成モデルの決定」どんな町に
したいか話し合い、作成手順検討

スケジュール

●東京都港区特別価格のお申込
Kissポート財団に後援いただくと、東
京都港区在住・在学の小・中学生は特
別価格でお申込みいただけます。
詳細はP.10をご覧ください。

13：30～14：10 Shade3Dの説明と使い方練習
14：20～15：20 冬の風物を作ろう
ブロックコマンドを組み合わせて作品を作成
15：30～16：20 自分でアレンジしてみよう
16：30～17：00 作品の発表

開催日

第9回夏休み 7月26日（火）

会場・WEB

※ジュニアセミナーの詳細は P.10 をご確認ください

FEM Analysis/BIM/CIM
構造物の3次元動的非線形解析、積層プレートモデルの解析、地盤のFEM解析など、土木各分野
の性能設計を支援する強力なツールを体験いただけます。また、IFC対応のBIM/CIM統合ソリュ
ーション・3次元CAD Allplan、建物エネルギー解析Design Builderなども紹介いたします。

解析/プログラミング

●動的解析セミナー（既設・補強編）
下部工の動的解析の既設・補強に特化したセミナー。実際のツールを
操作しながら実習いただきます。また、水管橋、歩道橋など、様々な補
強・解析事例についてご紹介いたします。
スケジュール

9：30〜16：30

09：30～10：00
10：00～11：50
13：00～14：00
14：00～15：50
15：50～16：15
16：15～16：30

動的解析ツール概要説明
操作実習1：既設単柱橋脚の現況解析
操作実習1：既設単柱橋脚の現況解析
操作実習2：既設単柱橋脚の補強解析
その他解析事例ご紹介（水管橋、歩道橋など）
質疑応答、アンケート、受講証授与

開催日

7月7日（木）

受講費：¥19,800

TV・オンライン

3

®

●Engineer's Studio 活用セミナー
®

Engineer's Studio を用いた解析活用事例を紹介する
とともに、実際にモデルを作成して、操作方法を習得で
きます。
スケジュール

9：30〜16：30

受講費：¥19,800

9：30～10：30 製品概要説明
10：40～12：00 Engineer's Studio®操作実習
13：00～14：00 ・新機能、ラーメン橋脚
14：00～15：20 ・ファイバー要素
15：20～16：20 ・平板要素の非線形解析
16：15～16：30 質疑応答、受講証授与

開催日

11月1日（火）

●構造解析入門セミナー

●弾塑性地盤解析セミナー（2D／3D）

書籍「数値シミュレーションで考える構造解析」をテキ
ストとして用いて、構造解析の基礎から実践的な事象
までを学ぶことができるセミナーです。同書の著者であ
る、東京都市大学の吉川弘道教授をお招きします。

FEM地盤解析の基礎的事項および「Geo Engineer's
S t u d i o」、「弾 塑 性 地 盤 解 析 ( G e o F E A S ) 2 D」、
「GeoFEAS Flow3D」を用いたデータ作成、解析結果
の評価方法などについてご説明いたします。

スケジュール

スケジュール

13：30〜17：00

受講費：¥9,900

開催日

9月7日（水）

受講費：¥19,800

9：30～10：50 地盤解析概要、FEM解析手順
11：00～13：50 Geo ES操作実習
（基本〜トンネル掘削時の影響検討）
14：00～15：30 斜面の安定解析・河川構造物の耐震性能照査
15：40～16：30 GeoFEAS Flow3D概要、質疑応答

13：30～14：30 構造解析の概要
（特別講師：東京都市大学 吉川弘道教授）
14：40～16：45 Engineer's Studio®を用いた構造解析実習
16：45～17：00 質疑応答

会場・WEB

9：30〜16：30

CPD

開催日

会場・WEB

12月13日（火）

会場・WEB

※地盤工学会CPD 5.5pt

●都市の地震防災セミナー

●CIM演習セミナー

●地盤の動的有効応力解析（UWLC）セミナー

吉川弘道氏（東京都市大学 教授）編著の『都市の地震
防災』をテキストとして使用。都市防災の4つの分野（地
震、耐震、津波、減災）のエッセンスを解説します。併せ
て、弊社開発担当者によるフォーラムエイトの避難・防
災ソリューションについてもご紹介します。

CIMを強力にサポートする製品を利用した設計演習セ
ミナーです。UC-1製品、UC-win/Roadの操作実習を
行い、さらに解析ソフトとの連携も実施。併せて、BIM/
CIM解析事例も紹介いたします。

地盤解析実務者を対象としたFEM動的解析の入門セミ
ナー。UWLCを用いた有効応力に基づく弾塑性理論、地
震時の過剰間隙水圧の発生、時刻歴解析による地盤の
変形などについて、説明を行います。

スケジュール

9：30〜16：30

スケジュール

9：30〜16：30

スケジュール

09：30～10：00
10：00～11：50
13：00～14：50
15：00～15：50
15：50～16：15
16：15～16：30

使用プログラムの概要説明
操作実習1：道路計画 立体交差設計
操作実習1：道路計画 立体交差設計
解析ソフトとの連携、IFCエクスポート、インポート
解析事例紹介（BIM/CIM）
質疑応答、アンケート、受講証授与

9：30～ 9：50
9：50～10：50
11：00～11：50
13：00～14：00
14：10～16：20
16：20～16：30

地盤の動的有効応力解析UWLCの概要
地盤の動的変形解析（解析理論）
操作実習1
地盤の動的変形解析（解析事例）
操作実習2、地盤解析シリーズ紹介
質疑応答

13：30〜16：30

受講費：¥9,900

13：30～14：30 入門講座『都市の地震防災ー地震・耐震・津波・減
災を学ぶー』
14：40～16：10 「地震と地震動を考える／構造物を守る耐震工学」
16：10～16：30 「津波を知る／津波から人と街を守る」
「フォーラムエイトの防災・避難ソリューション」

開催日

12月7日（水）

会場・WEB

開催日

受講費：¥19,800

12月20日（火）

開催日

会場・WEB

CPD

受講費：¥19,800

7月8日（金）

会場・WEB

※地盤工学会CPD 5.0pt

●熱応力・ソリッドFEM解析セミナー

●動的解析セミナー

●エンジニアのプログラミング入門体験セミナー

Engineer's Studio との違いを明確にしながら、フレ
ームからプレート、ソリッド要素まで幅広く対応できる
FEMLEEGの汎用性を紹介するとともに、熱応力解析と
腹圧等のプレストレス荷重の設定操作を実習します。

下部工設計実務者を対象とした、動的解析の入門セミナ
ーです。ツールを用いた、動的照査の手順を実習していた
だきます。材料非線形解析の習得を目的としています。

プログラミングによる業務の生産性向上、また本格的な
システムまで構築するなど、土木設計、建設エンジニアが
多様なソフトウェアを使う中、フォーラムエイトが提供し
ている開発ツール、SDKとその開発事例を紹介します。

スケジュール

9：30～10：30 動的解析ツール概要説明、耐震設計の基礎知識
10：30～15：20 操作実習1（5径間連続桁橋の作成）
15：30～16：00 操作実習2（Engineer s Studio®データのエクス
ポート機能-3径間連続免震橋-）
16：00～16：30 WCOMD Studioの紹介、質疑応答
16：30～17：30 Engineer's Studio®FEM解析マスター認定試験

®

9：30〜16：30

受講費：¥19,800

9：30～10：20 製品概要説明
10：30～16：15 FEMLEEG操作実習
・基本操作
・PC箱桁上部工モデル解析
16：15～16：30 質疑応答

開催日

8月9日（火）

スケジュール

9：30〜17：30

受講費：¥19,800

スケジュール

（ご希望の方のみ）

会場・WEB

開催日

10月25日（火）

会場・WEB

13：30〜16：30

受講費：無償

第1部 UC-win/Road SDKの目的と適用範囲、
基本機能の詳細と開発環境の構築方法
第2部 道路縦断線形の自動設定、車両衝突判定、その他
第3部 VR-Cloud® SDKの目的と適用範囲について、
プログラミング実習
第4部 ブロックUIプログラミングツールの目的と適用範囲、実習

開催日

8月23日（火）

会場・WEB

※FORUM8・FEM解析エンジニア/マスター認定試験実施

●スイート積算体験セミナー

●EXODUS・SMARTFIRE体験セミナー

●ビッグデータ解析体験セミナー

最新の国土交通省土木工事積算基準及び国土交通省
土木工事標準積算基準書に準拠した「UC-1 Engineer
s Suite 積算」について、機能説明を行い、製品の操作実習
（施工パッケージ型の積上げ、
『UC-1エンジニアスイート
製品との連携』など）を体験していただきます。

世界各地の避難・火災解析シミュレーションに利用され
ている「EXODUS」および「SMARTFIRE」の体験セミ
ナーです。UC-win/Road for EXODUSによる避難シミ
ュレーション適用事例等もご紹介いたします。

フォーラムエイトの自動車業界向け・土木業界向けソリ
ューションと連携した事例を紹介します。UC-win/Road
から出力される豊富なデータを用いたビッグデータ解析
を体験いただきます。VR-NEXT（R)などの新クラウドサ
ービスについても紹介します。

スケジュール 13：30〜16：30

13：30～14：20 EXODUS の概要、操作説明
buildingEXODUS Ver.6の新機能
14：30～16：00 EXODUSの体験
16：00～16：30 UC-win/Road for EXODUS概要
・BIMでの活用事例
・群集シミュレーション
・東京消防庁認定避難算定方法モデル例

受講費：無償

13：30～14：15 積算基準改訂、ソフト概要説明、
スイート建設会計連携
14：15～15：00 操作実習1（施工パッケージ型積算）
15：10～15：50 操作実習2（UC-1製品との連携）
15：50～16：30 操作実習3（設計書取込を利用した積算）

開催日

7月12日（火）

会場・WEB

開催日

13：30〜16：30

受講費：無償

12月14日（水）

会場・WEB

スケジュール

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：10 ビッグデータ解析の概要
14：20～15：40 R Studioでの基本操作、UC-win/Roadから出力さ
れる豊富なデータを用いたビッグデータ解析体験
15：50～16：20 ビッグデータ解析の事例紹介
16：20～16：30 質疑応答

開催日

8月24日（水）

会場・WEB

●BIM/CIM入門セミナー

●地すべり対策ソリューション体験セミナー

BIM/CIM概要、CIMによる土木設計ソリューション、3D・VRによるエンジニアリング
サービス概要と、土木設計ソリューションの活用事例や、3D・VRとしてUC-win/Road
を用いた様々なシミュレーション事例を紹介します。

近年対策が急がれる地すべり対策、砂防等関連ソフトウェアの体験セミナー。関連製
品の最新バージョンの機能説明を行い、同時に操作実習を体験していただきます。

スケジュール 13：30〜16：30

13：30～13：45 地すべり対策ソリューション概要
13：45～14：15 ソフトウェア操作実習
・3次元地すべり斜面安定解析・3DCAD（LEM）
14：15～14：55 ・土石流シミュレーション
・砂防堰堤の設計計算・3DCAD
15：10～15：40 ・落石シミュレーション
・ロックシェッドの設計計算
15：40～16：20 ・補強土壁の設計計算
・防護柵の設計計算
16：20～16：30 質疑応答

受講費：無償

13：30～14：00 BIM/CIMリクワイヤメント動向と最新基準、
IM&VRによる対応状況について
14：00～14：40 3次元FEM解析の適用と3Dデータの有
効活用
14：50～15：40 UC-1設計シリーズによる数量算出、概算
工費の比較等の各製品データ連携活用
15：40～16：30 VR によるデータ連携、各種シミュレー
ションの活用事例、質疑応答

開催日
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スケジュール

8月19日（金）

会場・WEB

■セミナー参加者特典 書籍謹呈
｢フォーラムエイトが広げるBIM/CIM
ワールド【増補改訂版】｣
監修：家入龍太
編著：フォーラムエイト
発行：2021年11月
出版：フォーラムエイト
パブリッシング

スケジュール

開催日

13：30〜16：30

9月29日（木）

受講費：無償

会場・WEB

●レジリエンスデザイン・CIM系解析支援体験セミナー ES、地盤解析編

●レジリエンスデザイン・BIM系解析支援体験セミナー DesignBuilder／Allplan編

CIMを強力にサポートする地盤解析・構造解析・設計ツールについて紹介を行い、そ
れらを実際に操作・体験いただきます。さらに解析/設計モデルをUC-win/Roadに連
携し、さまざまなシミュレーションについて体験いただきます。

IM&VRと解析支援サービス説明とナショナルレジリエンスアワード（NaRDA）での
DesignBuilder/Allplan作品、慶應義塾大学との共同研究コエボハウスにおける実証実
験、フォーラムエイト高輪社員寮の事例等を紹介いたします。

スケジュール 13：30〜16：30
13：30～13：50
13：50～14：30
14：30～15：10
15：10～15：50
15：50～16：30

開催日

受講費：無償

スケジュール
13：30～13：50
13：50～14：30
14：40～15：10
15：10～16：00
15：30～16：30

CIM系ソリューションの紹介
3次元地盤解析「GeoFEAS Flow3D」操作体験
「UC-1シリーズ」
「3D配筋CAD」操作体験
動的非線形解析「Engineer's Studio®」操作体験
UC-win/Roadによる連携およびシミュレーション体験、質疑応答

9月28日（水）

会場・WEB

13：30〜16：30

受講費：無償

BIM系ソリューションの紹介
建物エネルギー解析「DesignBuilder」操作体験
BIM/CIM対応3次元建築土木CAD「Allplan」操作体験
3D VRシミュレーション「UC-win/Road」連携、シミュレーション体験
統合型3Dコンテンツ制作ソフト「Shade3D」の操作実習

開催日

10月26日（水）

会場・WEB

●Allplan体験セミナー

●2D・3D浸透流解析体験セミナー

●DesignBuilder体験セミナー

Allplanシリーズは建物や構造物のライフサイクル全体を

2次元浸透流解析（VGFlow2D）、GeoFEAS Flow3D
は有限要素法（FEM）による飽和／不飽和、定常／非
定常解析を行うプログラムです。セミナーでは、浸透流
FEM解析の理論解説および製品の機能概要を解説する
とともに実際にPCにて体験いただけます。

DesignBuilderは建築構造物の温度・空気の流れなど
が視覚化でき、内部空間における住環境を最適化する
エネルギーシミュレーションソフトです。製品概要の紹
介、操作体験などを行います。

スケジュール

13：30～14：00 DesignBuilder概要説明、Ver.7情報
14：00～16：00 実例モデルを用いた機能説明
操作体験
・モデリング
・シミュレーション
16：00～16：20 関連製品・事例紹介
16：20～16：30 質疑応答

設計・表現するBIM/CIM統合ソリューションです。セミナ
ーでは最新機能の紹介、操作実習ご体験いただきます。
スケジュール

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～13：50 Allplan概要説明
14：00～16：00 1）操作方法チュートリアル
2）BIM/CIMの適用
3）3DVRソフトUC-win/Roadとの連携による
BIM/CIM関連活用
16：00～16：30 質疑応答

開催日

8月2日（火）

会場・WEB

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：10 製品概要、解析理論と製品仕様の説明
14：10～16：20 操作実習
・基本操作
・浸透流FEM解析データ作成
16：20～16：30 質疑応答

開催日

11月2日（水）

会場・WEB

スケジュール

開催日

13：30〜16：30

10月20日（木）

CAD Design/Cloud
計算 - C A D 統 合 製品として長年活用されてきた
UC-1設計シリーズは、バージョンアップを重ね、3D
配筋・3DCADをサポートするなど、CIMを意識し
た機能拡張を行っています。設計や施工管理等、
CIMのプロセスにおける生産性を向上する最新の
機能をご活用ください。

会場・WEB

設計製図/クラウド

●土留め工の設計・3DCADセミナー

CPD

設計に関する基本的な考え方、データ作成、計算結果評
価方法などについて、仮設構造物の設計経験が浅い技
術者や基本から改めて習得したい技術者を対象に詳細
な説明を行います。弾塑性解析やFEM解析による土留
め工の設計についても理解を深めたいと考えています。
スケジュール

9：30〜16：30

9：30～10：10
10：20～15：10
15：20～16：20
16：20～16：30

土留め工の設計製品概要
慣用法・弾塑性法による土留め壁の設計
事例説明、FEM解析
関連製品紹介、質疑応答

開催日

受講費：無償

受講費：¥19,800

9月14日（水）

会場・WEB

●配水池・揚排水機場の設計セミナー
配水池・揚排水機場に関する地上構造物および地中構
造物の概要説明、基本的な設計の考え方、設計プログラ
ムによる部材照査までの操作実習を行います。
スケジュール

9：30〜16：30

9：30～11：50
13：00～13：40
13：40～14：00
14：00～14：30
14：30～15：00
15：10～16：30

設計概要、操作実習（配水池の1池構造・２池構造）
構造細目・設計地震動等の概要
骨組解析ツール（ES）による構造モデルの修正
配水池の耐震設計計算Ver.9の紹介
レベル2地震時のプッシュオーバー解析
揚排水機場の計算概要、耐震設計実習、質疑応答

開催日

受講費：¥19,800

9月15日（木）

会場・WEB

※地盤工学会CPD 5.5pt

●二柱式橋脚／ラーメン橋脚の設計・
3D配筋（部分係数法・H29道示対応）セミナー
実務経験が浅い方を対象に、二柱式橋脚及びラーメン橋
脚の設計に関する基本的な考え方、関連製品を用いた
データ作成など、基本的な操作の流れを習得いただけ
ます。既設検討・補強設計についても解説します。
スケジュール
9：30～11：00
11：10～11：50
13：00～14：10
14：20～15：40
15：50～16：30

開催日

9：30〜16：30

受講費：¥19,800

設計概要、計算理論（H29道示）
H29道示改定概要（H24、H29道示比較）
操作実習1（二柱式橋脚の設計計算）
操作実習2（ラーメン橋脚の設計計算）
既設検討、補強設計、質疑応答

10月4日（火）

会場・WEB

●斜面の安定計算セミナー

CPD

斜面安定問題の考え方や「斜面の安定計算」を用いたモ
デル作成要領など基本問題に関する概説から、設計基
準類改定動向の報告、簡易動的解析、浸透流FEM解析
など応用問題までの理論説明と操作実習を行います。
スケジュール

9：30〜16：30

9：30～10：30
10：40～11：50
13：00～13：30
13：30～14：50
15：00～16：30

斜面安定の理論概説
極限平衡法操作実習
設計基準類改定動向
ニューマーク法による簡易動的解析
浸透流FEM解析、質疑応答

開催日

10月7日（金）

受講費：¥19,800

会場・WEB

●深礎フレームの設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー
深礎基礎に関する基本的な考え方、
「深礎フレーム」を
用いたデータ作成、計算結果評価方法などについて、プ
ログラム使用経験が浅い技術者や改めて習得したい技
術者を対象に説明を行います。
スケジュール

9：30〜16：30

9：30～10：30
10：40～13：20
13：20～15：50
15：50～16：20
16：20～16：30

平成29年道路橋示方書改定概要
大口径深礎杭を例とした実習、計算結果の評価
操作実習（組杭、荷重分配率の算出）
計算データからの図面作成
質疑応答

開催日

受講費：¥19,800

11月25日（金）

会場・WEB

※地盤工学会CPD 5.5pt

●橋脚の設計・3D配筋（部分係数法・H29道示対応）
／橋脚の復元設計セミナー
実務経験が浅い方を対象に、単柱橋脚の設計に関する
基本的な考え方、関連製品を用いたデータ作成など、基
本的な操作の流れを習得いただけます。また、関連内容
として、復元設計計算の概要や既設検討・補強設計につ
いても解説します。
スケジュール

9：30〜16：30

受講費：¥19,800

9：30～11：00 設計概要、計算理論（H29道示）
11：10～14：10 操作実習（T型橋脚、設計水平震度の算出）
14：20～16：30 図面作成、既設検討、補強設計、操作実習

開催日

7月27日（水）

会場・WEB

●ボックスカルバートの設計・3D配筋セミナー
「BOXカルバートの設計・3D配筋」を用いたデータ作成、計
算結果評価方法などについて、基本を習得したい技術者を対
象に解説。
「アーチカルバートの設計計算」実習も行います。
スケジュール

9：30〜16：30

9：30～10：50
11：00～13：40
13：40～14：00
14：00～15：00
15：10～15：40
15：40～16：30

設計概要、照査方法
操作実習（一連ボックス）
構造細目
操作実習（応答変位法におけるレベル２地震時）
操作実習（アーチカルバート）
図面作成、質疑応答

開催日

10月21日（金）

受講費：¥19,800

会場・WEB

●橋台の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー
橋梁 設 計の基 礎知識および CIM導入ガイドラインの
解説と設計計算ソフトウェア「橋台の設計・3D配筋」、
「震度算出(支承設計)」、
「基礎の設計・3D配筋」の操
作実習を行います。
スケジュール

9：30〜16：30

受講費：¥19,800

第1部 橋梁の構成、河川を横過する橋梁計画、限界状態設計法、
橋台の計算の流れ
第2部 橋台の設計事例、震度算出の設計事例、基礎の設計事例
第3部 2次元図面、3次元モデルの確認

開催日

11月4日（金）

会場・WEB
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●基礎の設計・3D配筋
（部分係数法・H29道示対応）セミナー
杭基礎に関する基本的な考え方、データ作成、計算結果
評価方法など、プログラム使用経験が浅い技術者や、基
本から改めて習得したい技術者を対象とし、杭基礎設計
便覧（令和２年）の改定概要についても説明します。
スケジュール

9：30〜16：30

9：30～11：00
11：10～14：40
14：50～15：40
15：40～16：30

平成29年道路橋示方書改定概要
操作実習（杭基礎構造、橋脚と杭基礎の連携）
杭基礎における計算データからの図面作成：
図面編集出力/図面作成における実習、質疑応答

開催日

受講費：¥19,800

10月14日（金）

会場・WEB

●鋼橋自動／限界状態設計体験セミナー
非合成I桁断面、合成I桁断面及びＩ桁断面結合部の自動
計算と、鋼断面の限界状態設計法プログラムの機能説
明・製品の操作実習を体験していただきます。また、鋼
橋の概略設計計算３製品の概要説明を行います。
スケジュール

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～13：55 平成29年道路橋示方書改定概要
13：55～15：10 機能説明、操作実習
・鋼鈑桁自動設計ツール
15：25～16：00 ・限界状態設計法
16：00～16：30 ・鋼橋の概略設計計算
質疑応答

開催日

7月15日（金）

●柔構造樋門の設計・3D配筋セミナー

●擁壁の設計・3D配筋セミナー

柔構造樋門の設計に関する基本的な考え方、
「柔構造
樋門の設計・3D配筋」を用いたデータ作成、計算結果
評価方法、レベル2地震時に対する設計方法などを解説
します。

擁壁に関する基本的な考え方、
「擁壁の設計・3D配筋」
を用いたデータ作成、計算結果評価方法などについて、
プログラム使用経験が浅い技術者や基本から改めて習
得したい技術者を対象に説明を行います。

スケジュール

9：30〜16：30

スケジュール

9：30～10：10
10：10～13：50
13：50～14：30
14：40～16：00
16：00～16：30

柔構造樋門の設計概要
操作実習（二連柔構造樋門の計算事例）
レベル２地震時を対象とした設計概要
操作実習（レベル２地震時の計算事例）
操作実習（図面作成）、質疑応答

開催日

12月6日（火）

会場・WEB

9：30〜16：30

受講費：¥19,800

9：30～11：00 擁壁の設計概要、照査の考え方
11：10～15：10 操作実習（逆T型擁壁、実業務の流れに沿ったモデ
ル化、結果確認・評価方法）
15：20～16：20 図面作成、3D配筋ビューワ活用、3D配筋CAD概要
16：20～16：30 質疑応答

開催日

7月28日（木）

会場・WEB

●港湾シリーズ体験セミナー

●橋梁下部工設計
（部分係数法・H29道示対応）体験セミナー
橋梁下部工の基本的な設計をUC-1エンジニア・スイート下
部工基礎スイートで体験。設計の概要から、基本操作、連
携機能など橋梁モデルの設計手順を学習できます。

港湾基準、漁港基準に準拠した港湾シリーズ4製品につ
いて最新バージョンの機能説明・製品の操作を体験して
いただきます。また、
「港湾の施設の技術上の基準・同
解説 H30」による製品への影響もご説明いたします。

スケジュール

スケジュール

13：30～14：15
14：15～15：00
15：10～16：00
16：00～16：30

会場・WEB

受講費：¥19,800

開催日

13：30〜16：30

受講費：無償

概要説明
操作実習（橋梁モデル作成）
操作実習（製品連携・連動を利用した設計）
操作実習（図面作成、３Ｄ配筋」操作実習）
質疑応答

7月6日（水）

会場・WEB

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：15 機能説明、操作実習
・矢板式係船岸の設計計算
14：15～14：45 ・重力式係船岸の設計計算
15：00～15：40 ・防潮堤・護岸の設計計算
15：40～16：20 ・直杭式横桟橋の設計計算
16：20～16：30 質疑応答、開発予定など

開催日

9月27日（火）

会場・WEB

※イエイリラボ体験レポート P.13

●車両軌跡／駐車場作図体験セミナー

CPD

複雑な駐車場の作図から車両軌跡図の作成に加え、作
成した駐車場と車両モデルおよび軌跡をUC-win/Road
によりシミュレーションするまでを体験いただきます。
また、設計から駐車場検索とナビゲーションまでを行う
統合ソリューション「Parking Solution」についても紹
介いたします。
スケジュール

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～16：10 概要説明、プログラム操作説明・操作実習
・駐車場作図システム・車両軌跡作図システム
16：10～16：20 統合ソリューション（Parking Solution他） 紹介
16：20～16：30 質疑応答

開催日

7月14日（木）

会場・WEB

●下水道耐震設計体験セミナー

●ウェルポイント･地盤改良の設計計算体験セミナー

本セミナーでは、下水道基準を参考に開発した「BOXカ
ルバートの設計・３D配筋（下水道耐震）」「マンホール
の設計・3D配筋」の最新バージョンの機能説明、製品の
操作を体験していただきます。

「ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算」と
「地盤改良の設計計算」「かごマットの設計計算」の機
能概要を解説するとともに実際にPCにて体験いただけ
るセミナーです。

スケジュール

スケジュール

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：50 「BOXカルバートの設計・3D配筋(下水道耐震)」
・概要説明、操作実習
15：00～16：20 「マンホールの設計・3D配筋」
・概要説明、操作実習
16：20～16：30 質疑応答

開催日

10月27日（木）

会場・WEB

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：00 ｢地盤改良の設計計算｣
・製品概要の説明
14：00～15：00 ・操作実習、データ作成実習
15：15～15：30 ｢かごマットの設計計算｣
・製品概要
15：30～16：30 ｢ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算｣
・操作実習、データ作成実習

開催日

12月1日（木）

会場・WEB

※交通工学研究会CPD 3.0pt

●大型土のう/補強土壁の設計体験セミナー

●土留め工の性能設計計算体験セミナー

●河川シリーズ体験セミナー

（財）土木研究センターのマニュアルに準拠したプログ
ラム「耐候性大型土のうの設計計算」「補強土壁の設計
計算」最新バージョンの機能説明を行い、操作を体験し
ていただきます。

弾塑 性 解 析専用のプログラム「土留め工の 性 能 設 計
計算（弾塑性解 析II+）」を用いて「土留め工の設計・
3DCAD」では検討できない「斜め切ばり、切ばり+アン
カー併用工の両壁一体解析、支保工撤去順序の自由な
設定」等についての機能説明・操作体験を行います。

河川の開発に関連した製品「等流・不等流の計算」、
「落
差工の設計計算」、
「RC特殊堤の設計計算」、
「矢板式
河川護岸の設計計算」の機能説明、製品の操作を体験
いただきます。

スケジュール

13：30～14：30 概要説明、操作実習
・等流・不等流の計算・3DCAD
14：30～15：20 ・落差工の設計計算
15：30～16：00 ・RC特殊堤の設計計算
16：00～16：20 ・矢板式河川護岸の設計計算
16：20～16：30 質疑応答

スケジュール

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～13：45 ｢補強土壁の設計計算」
・製品概要
13：45～14：45 ・操作実習、データ作成
15：00～15：15 ｢耐候性大型土のうの設計計算」
・製品概要
15：15～16：30 ・操作実習、データ作成

開催日

10月18日（火）

受講費：無償

13：30～14：15 ｢土留め工の性能設計計算」機能説明
14：15～15：00 操作実習
・斜め切ばり
15：15～15：45 ・切ばり＋アンカー併用工
15：45～16：30 ・その他の特殊モデル 質疑応答
会場・WEB

開催日

9月16日（金）

会場・WEB

スケジュール

開催日

13：30〜16：30

10月5日（水）

受講費：無償

会場・WEB

●3D配筋CAD体験セミナー

●砂防堰堤の設計・３DCAD体験セミナー

●上水道・水道管体験セミナー

3次元配筋ビューアに加えて、躯体・鉄筋の新規作成、干渉チ
ェックに対応した3D配筋CADを体験いただけます。また、
Shade3Dや３DCAD Studio®のデータ活用をご紹介します。

砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説およ
び土石流・流木対策設計技術指針 解説に準拠した設計
計算に図面の自動作成機能を追加したプログラムによる
一連の操作実習をご体験いただけます。

水道設計に関連した製品「パイプラインの計算」「水道
管の計算」「水路橋の設計計算」「管網の設計・CAD」
の機能説明、製品の操作を体験していただきます。

スケジュール

13：30～14：00 製品概要、操作実習
・パイプラインの計算
14：00～14：25 ・水道管の計算
14：25～14：50 ・水路橋の設計計算
14：50～15：00 質疑応答（パイプライン、水道管、水路橋）
15：10～16：30 製品概要、操作実習
・管網の設計・CAD
質疑応答（管網の設計・CAD）

スケジュール 13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～13：50 3D配筋CAD概要
13：50～14：10 操作実習、基本操作
14：10～15：10 ・躯体、配筋、図面、干渉チェック
15：20～15：45 ・UC-Drawによる図面編集
15：45～16：00 ・UC-1設計シリーズとの連動
16：00～16：15 3D配筋CADデータ活用紹介
・3D配筋CAD for SaaS
・Shade3D ・3DCAD Studio®
16：15～16：30 開発予定、質疑応答

開催日
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13：30〜16：30

8月25日（木）

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：15 製品概要説明
14：15～15：00 基準・指針の概要と対応状況
15：10～16：00 操作実習1
（データ作成：不透過型砂防堰堤と透過型砂防
堰堤のモデル作成）
16：00～16：30 操作実習2（図面生成）、質疑応答

会場・WEB

開催日

12月9日（金）

会場・WEB

スケジュール

開催日

13：30〜16：30

7月13日（水）

受講費：無償

会場・WEB

●LibreOfﬁce体験セミナー

●橋梁長寿命化・維持管理体験セミナー

●建築基礎、地下車庫の設計体験セミナー

Microsoft Officeシリーズ製品と互換性を持ち、自由に
使用できるフリーソフトウェア「LibreOffice」各製品を
インストールから簡単な操作まで演習します。

「橋梁長寿命化修繕計画策定支援システム」、
「橋梁点
検支援システム（国総研版）」について機能説明・製品
の操作実習を体験していただきます。

建築杭基礎や地下車庫の設計は、建築基準法等関連告
示に準拠しています。計理論や設計計算ソフトの入力方
法などを体験していただきます。

スケジュール 13：30〜16：30

スケジュール

スケジュール

受講費：無償

13：30～14：00 製品概要
（Writer・Ｃalc・Impress・Ｂase・Draw・Math）
14：00～16：00 操作体験
（Writer・Ｃalc・Impress・Ｂase・Draw・Math）
16：00～16：30 便利なフリーソフトの紹介、質疑応答

開催日

8月10日（水）

13：30〜16：30

受講費：無償

開催日

会場・WEB

9月22日（木）

13：30〜16：30

受講費：無償

13：30～14：00 「建築杭基礎の設計計算」
・製品概要説明
14：00～15：10 ・基本操作実習、データ作成実習
15：20～15：40 「地下車庫の製品概要説明」
・製品概要説明
15：40～16：30 ・基本操作実習、データ作成実習

13：30～13：45 BIM/CIMの目的と効果、維持管理の活用
13：45～15：00 機能説明、操作体験
・橋梁点検支援システム
15：10～15：50 ・橋梁長寿命化修繕計画策定支援システム
15：50～16：30 ・コンクリートの維持管理支援ツール

開催日

会場・WEB

10月6日（木）

会場・WEB

※イエイリラボ体験レポート P.13

●スイートERP・建設会計体験セミナー

●スイートERP・法人会計体験セミナー

建設業向けに特化したクラウド型会計ソフト「スイート
建設会計」および一連のERPソリューションを提供する
「スイートERP」について、機能説明や製品の操作実習
を体験していただきます。

クラウド型会計ソフト「スイート法人会計」および一連
のERPソリューションを提供する「スイートERP」につい
て、クラウド機能のメリットや、連携機能等を紹介。法人
会計の操作実習では、仕訳入力、決算報告書作成までを
体験いただきます。

スケジュール

13：30〜16：30

受講費： 無償

13：30～14：00 製品概要、シリーズ製品紹介、今後の開発予定
14：00～16：20 操作実習
・会計基本情報の設定
・仕訳入力
・決算報告書作成
16：20～16：30 質疑応答

9月21日（水）

会場・WEB

13：30〜16：30

VIP迎車ランチサービス
体験セミナー参加者を対象
にVIP迎車ランチサービスに
無料ご招待いたします
（年2回×2名様）。

受講費：無償

13：30～14：00 製品概要、クラウドサービスのメリット、他社システ
ムとの連携機能、シリーズ製品の紹介と開発予定
14：00～16：20 操作実習 ・会計基本情報の設定 ・仕訳入力
・他社システム連携 ・決算報告書作成
16：20～16：30 質疑応答

開催日

9月9日（金）

※関東1都6県以外の地域は
ランチサービスのみ
▲

開催日

スケジュール

FPBプレミアム
ゴールド・プレミアム会員特典

詳しくはHPにて

会場・WEB

海外セミナー
体験セミナー（中国語）

開催セミナー名（会場）

会場： 上海：富朗巴軟件科技（上海）有限公司
青島：青島富朗巴軟件技術有限公司
台北：台湾富朗巴軟體科技有限公司

Engineer's Studio

開催日

Ⓡ

UC-win/Road・DS

10月21日（金）

Allplan

10月19日（水）

UC-1シリーズ

7月12日（火）

Shade3D

12月13日（火）

EXODUS・SMARTFIRE
UC-win/Road・VR

8月9日（火）
台北

7月21日（木）

上海・青島

7月20日（水）

F8VPS

体験セミナー（ベトナム語）
開催セミナー名
UC-win/Road・VR

開催日
7月7日（木）

8月2日（火）

会場： FORUM8 Vietnam LLC
（ベトナム語）

開催セミナー名
F8VPS

10月5日（水）

地盤解析シリーズ

12月15日（木）

開催セミナー名
UC-win/Road・VR
Shade3D

開催日
8月17日（水）
9月1日（木）

交通解析・VRシミュレーション

11月29日（火）

DesignBuilder

11月25日（金）

地盤解析シリーズ

8月25日（木）

UC-win/Road SDK
UC-win/Road・
Advanced・VR

体験セミナー（英語）

開催日
9月13日（火）

Engineer's StudioⓇ 11月2日（水） UC-win/Road・DS 11月29日（火）
Shade3D

開催セミナー名（会場）

9月21日（水）
台北

12月6日（火）

上海・青島

12月7日（水）

※オンラインセミナー（下記詳細）での開催
となります。事前申し込みが必要です。

開催日

開催セミナー名

7月28日（木）

Engineer's StudioⓇ

7月19日（火）

F8VPS

開催日
8月19日（金）
10月25日（火）

10月12日（水）

『フォーラムエイトオンラインセミナー』 会社で、自宅で、手軽にクラウドセミナー！
フォーラムエイトでは、インターネットを通してどこからでも視聴いただける「オンラインセミナー」を提供しています。視聴のみをお得な価格で提供する「オ
ンラインセミナー・ライブ」と、講師への質問・回答などコミュニケーションが可能な「オンラインセミナー・インタラクティブ」をご用意しております。

■オンラインセミナー・インタラクティブ

■オンラインセミナー・ライブ

有償セミナー：￥19,800（税抜￥18,000）

有償セミナー：￥9,900（税抜￥9,000）

視聴に加えて、セミナー講師への質問・回答が可能です。

視聴のみの内容をお得な価格で提供いたします。

自宅パソコンや外出先のモバイル端末など、どこからでも参加できます

オンラインセミナーのご利用にあたって

「インタラクティブ」では講師とのコミュニケーションも可能です
お申し込み方法や

ソフトウェアライセンスについては1日有効ライセンスを提供します

利用規定など、詳細はこちらから

▲

開催会場までの交通費や移動時間などが節約できます
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EVENT PREVIEW

■…国内イベント

キッズエンジニア2022

■…海外イベント

2022年7月〜2022年12月のイベント

第5回名古屋オートモーティブワールド 自動車EXPO

開催日

2022年 7月29日（金）〜30日（土）

開催日

2022年 10月26日（水）〜28日（金）

会

場

パシフィコ横浜

会

場

ポートメッセなごや

主

催

公益社団法人自動車技術会

主

催

RX Japan株式会社

URL

https://www.jsae.or.jp/kidse/

URL

https://www.automotiveworld.jp/nagoya/ja-jp.html

概

自動車を中心とした科学技術やものづくりに関する体験型学習イベント

概

EV技術、自動運転、コネクテッドなど最先端技術の専門展

要

出展内容

UC-win/Road

要

出展内容

下水道展 22

F8VPS、UC-win/Road、UC-win/Road安全運転シミュレータ、Shade3D、
VRモーションシート、ステアトルク制御自動運転シミュレータ 他

建設技術展2022 近畿

開催日

2022年 8月2日（火）〜5日（金）

開催日

2022年 11月9日（水）〜10日（木）

会

場

東京ビックサイト

会

場

インテックス大阪 6号館 Cゾーン

主

催

催

日刊建設工業新聞社、
（一社）近畿建設協会

公益社団法人 日本下水道協会

主

URL

http://www.gesuidouten.jp

URL

https://www.kyokai-kinki.or.jp/kengi2022/top.html

概

下水道に関する幅広い分野の最新技術・機器等を展示、紹介

概

建設分野に関する幅広い分野の技術が集結した展示会

要

津波・氾濫・浸水解析、土石流シミュレーション、UC-1水工ソリューショ
出展内容
ン、下水・上水・河川、小規模河川の氾濫推定計算 他

建設技術フェア2022 in中部

要

出展内容

F8VPS、VRモーションシート 除雪運転シミュレータ、UC-win/Road安全運
転シミュレータ、地震対策、Shade3D BIM/CIM設計照査ツール 他

建設技術展2022 関東

開催日

2022年 10月4日（火）〜5日（水）

開催日

2022年 11月16日（水）〜17日（木）

会

場

ポートメッセなごや

会

場

サンシャインシティ展示ホールC+D

主

催

建設技術フェアin中部運営委員会

主

催

日刊建設工業新聞社

URL

https://www.kgf-chubu.com/index.html

URL

https://www.decn.co.jp/kengi2022/

概

建設現場のDXをテーマとしたイベント

概

建設技術の開発・導入促進を目標とした技術展

要

出展内容

F8VPS、VRモーションシート 除雪運転シミュレータ、UC-win/Road安全運
転シミュレータ、地震対策、Shade3D BIM/CIM設計照査ツール 他

CEATEC2022

要

F8VPS、VRモーションシート 除雪運転シミュレータ、UC-win/Road安全運
転シミュレータ、地震対策、Shade3D BIM/CIM設計照査ツール 他

出展内容

第6回キッズエンジニア2022 in東北

開催日

2022年 10月18日（火）〜21日（金）

開催日

2022年 11月23日（水）

会

場

幕張メッセ

会

場

インテックス大阪 6号館 Cゾーン

主

催

催

公益社団法人自動車技術会

一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

主

URL

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

URL

https://www.jsae.or.jp/kidse/

概

「Society5.0」の実現を目指す総合展示会

概

自動車を中心とした科学技術やものづくりに関する体験型学習イベント

要

出展内容

UC-win/Road、F8VPS、安全運転シミュレータ、Shade3D、
バーチャルショールームシステム、ARソリューション 他

要

出展内容

UC-win/Road

マサチューセッツ工科大学（MIT）
より講師をお招きして特別講演を実いたします。
土木や環境エンジニアリング、
自動運転、AIなど、業界最前線の情報をお届けいたします。

⏰␢␈

2022. 9.9

金

9:00
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タイムテーブル
9：00〜 9：20

ご挨拶

9：20〜 9：50

スペシャルセミナー／特別講演

9：50〜10：10

質疑応答

10：10〜11：00 FORUM8プレゼンテーション「VR Design Studio UC-win/Road・
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Shade3D活用事例、新機能/FEM・UC-1シリーズ、関連ソリュー
ションプレゼンテーション」

詳細・お申込みはHPから≫

最先端表現技術利用推進協会主催 講習･検定
会

※新型コロナウイルス感染症対策により、会場とオンラインのハイブリッド開催を
行っております。

日

受講料

12,000円
（検定証発行手数料込み、税込）

時

表現技術検定（クラウド-AI）

本会場：フォーラムエイト 東京本社 セミナールーム
TV会議システムにて同時開催
大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・金沢・岩手・
宮崎・沖縄

場

超スマート社会実現に向けた各省庁の方針をふまえ、国土交通省の
i-Constructionにフォーカスした「建設ICT部門」、VR技術を活用し
たまちづくりを担う人材の育成を目的とする「まちづくり部門」、
情報に関する基本的な考え方から、最新の技術まで分かりやすく学
ぶ「情報処理／データベース部門」、クラウド・AI開発事業者の提
案や、仕様書作成等ができることを目指す「クラウド-AI部門」から
構成されています。

【建設ICT】
【情報処理/データベース】
【まちづくり】
【クラウド-AI部門】

2022年
2022年
2022年
2022年

8月 26日
（金）
9:30〜16:30
9月 14日
（水）
9:30〜16:30
10月12日
（水）
（応用編） 10:30〜16:30
12月 9日
（金）
9:30〜16:30

12月9日（金）
まちづくり

AIやクラウドの基本情報や活用事例を学び、
建築・土木・交通・都市開発など
に特化したクラウド・AI技術を学習し、
今後の開発事案等に応用できるような

建設ICT

CIM

対話・協議

車両運行

基礎知識を習得。
IoTからのデータ獲得、
BigDataの管理・運用、
AIによるデー

計測技術 管理システム
計

タの分析、
情報の可視化といったワークフローを学習。
クラウド・AI開発事業

VRまちづくり
効率化 高度化
シミュレーション
ファシリテーション

情報管理
技術

MC/MG技術
TS出来形
管理技術

者の提案や、
仕様書作成等ができることを目指します。

IT、クラウド技術
の活用

制御技術

環境・安全
アセスメント

データ転送
・情報処理

表現技術検定試験委員会委員

地理空間情報
の活用

・小林佳弘（アリゾナ州立大学）
・川村敏郎（株式会社コラボ・ビジネス・コンサルティング代表
取締役、元NEC代表取締役会副社長）
・大石裕一（ソフトバンク株式会社）
・荻野調（DeepScore株式会社 Founder & CEO）
・林憲一（日本ディープラーニング協会マーケティングディレクター）

表現技術検定（建設ICT）

詳細はこちら▶

大量データの
収集・分析

アプリケーション
サービス

21世紀型ワークスキル

AI
Cloud Computing
物理学 科学 数学 統計学

情報処理
データ
収集・分析
視覚化

8月26日（金）

プレゼン
テーション

データベース
3D・VR
データ

検索
システム
ID
DRM

AI

機械工学 電子工学 環境学
計画学

維持管理
データ

画像
データ

知識創造

基礎データ
解析
マネジメント
解析

データ
マイニング

DBMS
SQL

ビッグ
データ

1 建設ICT概論を通して今後重要となる「労働生産性向上
策」の提案・実現ができる

3DVRの活用による効率化や高度化が期待される「建設ICT」を対象
とした講習・検定。
まちづくりにおけるハード面に相当する
「計画・管
理」、
「設計・施工」に対応しています。

2 多様な事例を通して建設ICT利活用の具体的なポイント
が体得できる

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

表現技術検定試験委員会委員

4 発注者/受注者など立場の違いを超えたコミュニケーショ
・朝日理登氏（中日本ロード・メンテナンス東京株式会社 代表取締役社長）
・杉浦伸哉氏（株式会社大林組 生産技術本部 先端技術企画部 技術第二課長）
・矢吹信喜氏（大阪大学大学院工学研究科 教授）

表現技術検定（まちづくり）

ンの基礎を習得できる

1
10月12日（水）
（応用編）

基礎編：まちづくりに関係する行政担当者や住民などで、
特にICTに対する関心がなくても、なんとなく知っている
かもしれない用語を中心に話題と出題例を提供

表現技術検定第2弾。
まちづくりのソフト面に相当する
「アセスメント

2

ICTを活用したまちづくりファシリテーション：まちづくり分
野におけるファシリテーションの意義や心得を踏まえ、ファ
シリテーションにICTを活用する利点や留意点を紹介

3

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

（環境・安全）」、
「対話・協議」に該当する内容として、VR技術を活用し
たまちづくりを担う人材の育成を目指す。
講習・試験監修

・福田 知弘氏（大阪大学大学院 工学研究科 准教授）
・家入 龍太氏（建設ITジャーナリスト）

表現技術検定（情報処理／データベース）9月14日（水）
情報に関する基本的な考え方から、最新

お問い合わせ先
（一財）最先端表現技術利用推進協会
Tel.03-6711-1955

の技術までカバー。更に情報を収集、分

mail: info@soatassoc.org

析する手法としての統計の基礎につい

http://soatassoc.org/

て学び、Excelによる実習を行います。
使用テキスト

表現技術検定 公式ガイドブック▶

※予定は変更となる場合がございます。
詳細は決定次第HPに掲載いたします。

9

小中学生向けセミナー
㵸٬╈㰢榟⺸ׄ٠وش٘بؠ٭

ؓؼٖة٬ؘؓؗعنخ٬٭ػِج
ր舅⮆ؠ٭قُ٭طסֹׂחց73ױׂחך⛰ם
٭ؚنّٚعؙؕ典◹儖炘٬⪒㎁٧䢥٭ػِجסّٜ٭儘䆔㹿䣆♁⺏ꄋ媇⺲㷑
㛻ꡉ焰㹭㲯㽂婵穮ֽ؛צ٤ٚؕ٤

ꄋ仼㎻
ꝧ⤹仼 ք瑬㍑㛉⚔ײօ䇗僖仼
榼鱮稤⮉

ք瑬㍑㛉⚔ײօ䇗僖仼
ꄋ
⩝浓ꯂյ㲊םמ域瑬磙▼

˥㲊典◹儖炘⺲յ⺨䢥⺲⺲

˥僗⨑٭ػِج䦙䏨⯈յ'1#َؕ٤⮵ع榫⺎
攐⮯❫劲僃⩝珷辐杯䤗软⮵榫䫟鶟⚡⠕☔⚡ ⫃
仼ꝴյ䷷免鞝յ⛼哅5׳⻠صٔب爑䥁 ⫃ך⚡⪌ס㍑泘扛⨑䦙䏨٬㍑泘♓
 ⫃爑䥁 ⫃0''䇗䏲⚡מ禆禈催二

⹆ⱶ鞝榫  ⫃爑䥁 ⫃

典◹齉峳攐⮯❫劲ֽס榼鱮ײ亠嫎
,JTTَع٭靸㍚⪜沟靸㍚嫎☔峳ֵַרص٭َت乃⢸䉓靸㍚מ䏲䭤ַ׀דגյ典◹齉
峳妨㏇⛨٬㏇㰢ס㵸٬╈㰢榟ע攐⮯❫劲ֽך榼鱮ױׄדגַײն
,JTTَع٭靸㍚)ס1־
ֽ榼鱮ַדׂײն
榼鱮僿ꝴ䇗僖仼愁仼僖
㵚霄典◹齉峳妨㏇⛨٬㏇㰢ס㵸٬╈㰢榟㵸㰢榟⟊ע閾縖⺱⛂
㲊⚡㕙⹆ⱶ☔⩝浓ꯂ
,JTTَع٭靸㍚ס־
鞝榫 ⫃爑鱮ײ
鼽➘䨕鱮

ֽ榼鱮ה׆עײӥ

׆؆כ׆םױַיն
仼泘6$XJO3PBE❆◄כ磆☭յ⮣僿錃㲊
כ㓹儖䳩⛼
הײ⛼ֹմהױ⛼ֹմַַ
ם鷹饟⛼ֹմ俌荇⛼ֹմש؆ס
┩槡鴑姲ֹմ%73ؠٚغؗ䳩⛼⛮մ
仼泘
ր⛼䡗ٓظٜס婊㲊ցל؆ם槄גמ
ַ־յל؆┩ם槡־מ鎇ַ⺬䎎炘铺
䅨յع٭َئֿنشذت⛼䡗䣆ꯂ吾鋀ր73狜
ꝴ⛼䡗ס㲔䤗⠕⮯䧗㵵ց
ր⛼䡗סذ٭ظס氦辐ց

韛⛼⿁⿁ע䃷ؕ٤٭ٌؔطب٭ذٜ
ך辐䏃ױ
韛縖ע䇗僖仼 儒 מꝧ⤹յ'036.
%FTJHO'FTUJWBM%BZׇמ䦙䏨ַױגն
䇗ײ⚔⫷סյ你⚔ײյ㛉⚔מײꝧ⤹ؼٖةג
ؓ٬ؘؓؗعنخ٬עך٭ػِجյ⹆ⱶ縖־╈ס⿁⛼ס
٭إٜوغٚؕثյبٜو٭فٚؕثյ
هٞ٤وثٚؕث
ֿ辐䏃גױն

מ
縖⪒
ⱶ
ٜ
⹆
ػة
؛ٛ

ٔ ص
ب
5
٤ع
ح
وٝ
8&#סך
ֽ榼鱮עײ
ה׆ӥ
'"9&עגױNBJM䯥䅮ْ٭ٜ⺎
ױֽיׄ♀ׄ־ն
10

סِ؞
㞐㜦䑏ֿ

ⱱמ㚺
"55&/5*0/

هٞؠش6*وٞءِٚ٤٭صءٜך㰢ש

ؓؼٖة٬وٞءِٚ٤ء٬٭ػِج
乃熭泸ס二㰢綗䧗㵵釐ꯛס䑒⟣䷷罫

ꝧ⤹仼

وٞءِٚ٤ء㰢ש

ք瑬㍑㛉⚔ײօ

䇗僖仼愁
ք瑬㍑㛉⚔ײօ

榼鱮稤⮉

䇗僖仼愁
⩝浓ꯂյ㲊םמ域瑬磙▼
˥㲊典◹儖炘⺲յ⺨䢥⺲⺲

⹆ⱶ鞝榫  ⫃爑䥁 ⫃
䷷免鞝յ攐⪯璡⻠׳

˥僗⨑٭ػِج䦙䏨⯈յ'1#َؕ٤⮵ع榫⺎
攐⮯❫劲僃⩝珷辐杯䤗软⮵榫䫟鶟⚡⠕☔⚡ ⫃⚡⪌ס
ך㍑泘ךױ扛⨑䦙䏨٬㍑泘♓ ⫃0''䇗䏲⚡מ禆禈催二

׆؆כ׆םױַיն

㍲傴
وٝ غ٭
ح٤
ع

乃熭泸ס二㰢綗䧗㵵釐ꯛעך㵸㰢劅עך䇗յ╈㰢劅עך
䇗־յ
وٞءِٚ٤䷷ء罫ֿ䑒⟣גױն
儖٭ػِج
 ע癨 ⶡ تُؗם䳩 ⛼وךٞءِٚ٤ء㰢׀ךֿכ׆ש
ր4IBEF%هٞؠش6*وٞءٚ
ِ٤٭صءٜց榫ַג㵸٬╈ '"9&עגױNBJM
䯥䅮ْ٭ٜ⺎
㰢榟⺸ׄوסٞءِٚ٤ױֽיׄ♀ׄ־ ِجءն
ׄ♀ׄױֽיն
ך٭ػն
ր4IBEF%ס鐄伺כ
✳ַ亠穒綗ց
ր⛼⿁⛼ց
ր⛼⿁
ס氦辐ց

˥ؕاظ٤ע㚺催
մ㕙⺬ֵֿױ

٭ؚنّٚعؙؕ
وٞت٭ٖظ
QZIUPO
.*/&$3"'5

4$3"5$)

وّ٭أٞءِٚ٤ء1$✳榫

ؤخق٤㗒

$

「スイート千鳥エンジン™」搭載モデル

ゲームプログラミング
PC発売！
僿ꝴ╈յوّ٭أٞءِٚ٤ء1$
扛乢鞚⭳ֽ䧏ה䅯⺎耆Ӳ

׆؆כ׆םױַיն

ؤخق٤䳩⛼ס㓹灄־



綗䐂ױ׀ךն

ؤخق٤ס㓹儖䳩⛼
٧僖ך
癨ⶡوםٞءِٚ٤ךױء
ؤخق٤ס颯Ⳃյ磙▼յ
סغ٭ٍ٭؞䳩⛼յ
ُتؗ
䳩⛼յ
ؔؗ٤ؗغ䳩⛼յ
ؕ٤ךַםחמعشؾ٭ذ
ք僿ꝴ٧僖ꝴօ
ꝧ⤹仼
ؤخقֹײ٤ם⮵➘ס嚀耆✳ֹײיז
ً
僖㍑瑬٬瑬愁PS儒
ؕ٤عյꮟ哧وٕٝ٭嚀耆☽ؤخق٤ס䑴榫䳩
⛼-JCSF0DF✳ֹײיז
 ⫃爑䥁 ⫃
僖链
4IBEF%٬هٞؠش6*وٞءِٚ٤٭صءٜך%
䷷免鞝鱮ײ
ٓظٜ⛼ֹײיז

8&#סך
ֽ榼鱮עײ
ה׆ӥ

☪ס侇♏מ䑒釐┘⺎埝

舅⮆ך縒ֻ㰢綗ؕذتٜ

☼磝ײ־ז㓹灄־杼鉮

*5מ㵚䑴ⱱ׀ך

ؠٛםهؔطؙؕ氦䘶ⱱ

鑜杼氳מ縒ֻⱱ

"55&/
11

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

りの後ろに、D25の軸方向鉄筋やD13の帯鉄筋
などが配筋された構造です。
この鉄 筋コンクリート橋脚を、Engineer s
Srtudioで3Dモデル化するため、橋脚の本体部分

53

動的解析セミナー(既設・補強編)

は柱の「M-φ要素」とし、その上には固定支承の

開催日：2022年1月25日

ばね要素を介して沓座（シュー）の高さだけ仮想

vol.

●製品概要・特長
フォーラムエイトが開発した3次元動的非線形

橋脚基部は、断面の曲げモーメントが弾性限

解析ソフト「Engineer s Studio」は、様々な静

界を超えると塑性変形するので、
「M-φ要素」で

的・動的な荷重に対する構造物の変形を、弾塑

非線形挙動を表すモデルにしました。このM-φ

性動的解析によって精密に求めることができる

特性は、道路橋示方書に準拠して設定しました。

ものです。構造物を棒状の「はり要素」や壁・床

さらに、減衰のモデルには「Rayleigh減衰」を採

などの「平板要素」でモデリングし、部材の内部

用しました。

で発生する材料の降伏やひび割れなどを考慮し
て高精度で解析できるのが特長です。

この橋脚モデルに、道路橋示方書に準拠した
「II種地盤用、タイプII」の標準加速度波形の1

その精度を実現しているのが、
「ファイバー要

つを作用させて、動的解析を行いました。その結

素」です。一つ一つの部 材をさらに細かい 繊

果、橋脚の本体は全体にわたってせん断耐力照

維 の集合体のように扱い、1つの部材断面の中

査で「NG」となり、曲率照査では、橋脚下端の

でも弾性状態の部分と降伏した部分に分けて扱

基部が「NG」となりました。

うという、超精密な解析が可能なのです。

つまり既存橋脚は、現行基準では耐震性を満
足しないことになりましたので、補強が必要にな

●体験内容

ります。午後2時からは、既存橋脚に補強を施し

操作実習では、1996年以前に建設された既存

たモデルを使って、
「補強解析」を行いました。

橋を想定し、
（1）現況解析と（2）補強解析を行

補 強 の 方 法 は 、既 存 橋 脚 の 外 側 を 厚 さ

いました。高さ9.5m×幅7m×厚さ2.2mのシンプ

250mmのコンクリートで巻き立て、その中にD29

ルな直方体形状の「単柱橋脚」を、既存橋脚とし

の軸方向鉄筋と、D19の帯鉄筋を入れるという方

て想定しました。橋脚の表面から120mmのかぶ

法です。見るからにがっちりした断面になりました。

レジリエンスデザイン・
BIM系解析支援体験セミナー
開催日：2021年9月28日

vol.

52

●製品概要・特長

補強後の橋脚を再度、Engineer s Studioでモ
デル化し、解析したところ、今度はせん断応力照
査、曲率照査ともに橋脚本体と橋脚基部はすべて
「OK」になり、補強の効果が確認できました。

●イエイリコメントと提案
少子高齢化の影響により、年々、厳しくなって
いく財政事情のなかで、古い基準で設計・施工さ
れた様々な構造物に、現行基準に合致した耐力
を持たせるためには、実際の構造物をできるだ
け忠実に再現した解析が必要です。
Engineer s Studioの機能進化によりフォー
ラムエイトのBIM/CIMソフト「Allplan」や3次元
CAD「3DCAD Studio」、その他、一般のBIM/
CIMソフトとのIFC形式などによるデータ交換が
可能になりました。
その結果、Engineer s Studioは。水管橋や歩
道橋、下水道タンク、水門など様々な形式の構造
物を忠実に3Dモデル化し、補強方法を検討する
ことで、コストパフォーマンスの高い補修計画を
立てるのに大いに役立っています。
次回開催日程：2022年10月25日（火）

詳細 ≫ P.3

て、室内各部の風速や温度分布を3D解析で求
めました。その結果は、次のAllplan実習で利用
するため、3DDXF形式に書き出しました。
続くAllplanの実習では、Allplanに先ほどの
3DDXFデータを読み込んでテクスチャー割り

「国土強靭化」というのは、自然災害に対し

当てなどの編集を行った後、別の建物モデルを

てあらかじめ備えを行い、被害を最小限に収め

使ってファサードなどのBIMモデリングや3D配

るための取り組みです。フォーラムエイトでは

筋、数量計算を行いました。

「IM&VR /国土強靭化ソリューション」として、
リアルタイムVRシステム「UC-win/Road」や、

その次は、UC-win/Roadの実習です。道路が
配置された地形モデルの上に、先ほどAllplanで ▲CFD解析により室内各部の風速や温度分布を求めた結果

設計・解析ソリューション「UC-1 Engineer s

作成した建物を配置し、ウォークスルーによる

Studio」、BIM/CIMソフト「Allplan」シリーズなど

景観検討や日英シミュレーション、環境アセス

をプロジェクトのフェーズ別に提供しています。

メントプラグインによる日照計算を行いました。

また工種 別にもソリューションを提 供してお

続 いて 統 合 形 3 D コン テン ツ 制 作 ソフト

り、これらの「フェーズ別」と「工種別」のソリュー

「Shade3D」で、UC-win/Roadのデータを

ションが縦横の糸のように、国土強靭化の縦横

「3DS形式」で読み込み、屋根の材質を寄りリ ▲UC-win/Roadで時間設定を変えて、日影シミュレーションを

をカバーし、ソリューション間で「IFC形式」や

アルなデータに設定して高画質なレンダリング 行ったところ
その半面、目の前に被害が発生していないうち
を行いました。

「LandXML形式」などによってデータ交換を行
い、柔軟な対策を実現できるのが特徴と言えるで

最後に「BIM/CIM設計照査ツール」に、IFC形

しょう。

式で橋脚のCIMモデルを読み込み、鉄筋同士の干

●体験内容

渉チェックを行い、その結果に基づいて設計段階

まずは「DesignBuilder」の実習です。ここでは
2階建ての建物を3Dモデル化し、エネルギー解析
や熱流体（CFD）解析を行いました。洪水などの
激甚化の原因となる地球温暖化を防ぐためには、

で干渉回避を行う実習で終わりました。

●イエイリコメントと提案
国土強靭化や、構 造 物の 維 持管理における
「予防保全」は、被害が発生してから復旧や復興

建物のエネルギー効率を高め、CO2排出量の削

を行う方法に比べて、極めてコストパフォーマン

減につなげるという、国土強靭化の根本的な対策

スが非常に高いので、今後、人口が減少の一途を

といっても良いでしょう。

たどる日本では、必要不可欠な取り組み手法に

CFD解析では、室内に空調吹き出し口を設置し
12

剛部材を取り付けたモデルにしました。また、橋
脚の下端にあたる「基部」は固定支点としました。

▲橋脚モデルに作用させた入力地震動の加速度波形。
最大加速度は619.1gal

なるでしょう。

に対策を行うため、一般の人にはその必要性が
分かりにくく、
「先送り」されがちになるおそれも
あります。
そんなとき、フォーラムエイトのUC-win/Road
やF8VPS（バーチャルプラットフォームシステ
ム）などのソリューションは、被害が発生したと
きの状況をイメージしてもらうのに大変、効果的
です。今後、 防災分野のフロントローディング に
は、VR関連のシステムは欠かせないソリューショ
ンになりそうです。
す
次回開催日程：2022年10月26日（水）

詳細 ≫ P.5
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橋梁下部工設計体験セミナー
開催日：2021年7月21日
vol.

●製品概要・特長

実習 で は 震 度を算 出した後、橋
台、橋脚、杭基礎のそれぞれについ
て荷重に対応した応力を計算し、最
終的にすべてがOKになるまでの設
計フローを体験しました。

フォーラムエイトでは、最新版の道路橋示方

最後は、設計内容を実際の構造物

書に準拠して、橋台や橋脚、基礎などの下部工を

として施工するために図面や3Dモデ

設計する「下部工基礎スイート」という製品を開

ルで表現します。自動作成された図面

発・販売しています。その大きな特長は、下部工

は、2次元汎用CAD「UC-Draw」に

の設計と荷重の計算が連動することです。橋脚や

読み込んで編集や出力が行えます。

橋台などの断面を大きくすると荷重も大きくなる

ま た 、国 土 交 通 省 が 推 進 する

ので、構造物に求められる耐力も変わってくる、

「i-Construc-tion」施策に対応し

という「トライアンドエラー」をソフト内でスピー

て、設計結果を3DのCIM（コンスト

ディーに行えるのです。そのため、同じ時間内で

ラクション・インフォメーション・モ

手作業では考えられないような回数のトライアン

デリング）として作成し、IFC形式や

ドエラーを繰り返すことができ、用・強・美を備

3DS形式、RFC形式で書き出して、

えた下部工の設計を短時間かつ正確に行えます。

他のCIMソフトや3次元CADソフト

さらに、基礎の設計とも連動しており、下部工設

に読み込んでの活用も可能です。

計の生産性を大幅に向上できます。

●体験内容

▲自動作成された図面をUC-Drawに読み込んで編集する

▲自動作成されたCIMモデルを「3D配筋CAD」に読み込んだ例

での設計ワークフローにスムーズに載せることが

●イエイリコメントと提案

できます。

BIMやCI Mの世界では、設 計と応力解 析が

フォーラムエイト製品の強みは、自社での地道

実習の内容は大きく分けて、次の4つからなっ

別々のソフトで行われることが一般的で、両者の

な開発によって製品間のデータ連携がしっかりと

ていました。
（1）各ソフトで下部工の寸法や仕様

間でデータ変換や手入力などのムダがいまだに

できていることにあります。その結果が、設計の

を定義し、全体モデルを作成する→（2）水平震度

多いのが現状です。

生産性向上に結びついています。

を計算し、その結果を橋台・橋脚の設計ソフトに

その点、
「下部工基礎スイート」は、設計段階

取り込んで応力度などを照査する→（3）照査結

で各ソフト間のデータ連携がしっかりできている

果がNGになった部分の断面寸法などを変更し、

ので、データ変換や手入力のムダがほとんどあり

再度、震度を算出する→（4）最終的にすべての部

ません。また、設計結果も汎用性の高いIFC形式

分がOKとなるまで繰り返す、という流れです。

などで書き出せるので、その後のBIM/CIMソフト

橋梁長寿命化・
維持管理体験セミナー
開催日：2021年4月23日

vol.
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●製品概要・特長

次回開催日程：2022年7月6日（水）

詳細 ≫ P.6

は、土木学会の「コンクリート標
準示方書」に基づき、コンクリート
構造物の劣化度の判定や劣化進
行の予測などを行うソフトです。
「維持管理編」と「ひび割れ

「橋梁点検支援システム」は、国交省版と国総

調査編」の2種類があり、ひび割

研版がありますが、この日は国総研版を使いまし

れ調査編には「ひび割れ調査」と

た。点検要領に従って点検調書の作成や出力を

「設計編」の2つのソフトを備え

行えるほか、汎用CADをベースに多様な図面作

ています。

成が可能です。さらに損傷図に書き込んだ損傷

●体験内容

▲「コンクリート維持管理支援ツール（ひび割れ照査編）」で、構造物の位置
（★印）が地図上に整理された画面

情報を抽出して、損傷程度を評価したり、対策区

「橋梁点検支援システム」では、橋梁の主要寸

分表を作成したりする作業を効率的に行えるよ

法から、損傷展開図の作成と損傷部分の入力、各

うになっています。

種調書の作成までの流れを体験しました。

特徴はさまざまな図面や作図をスピーディー

続いて「橋梁長寿命化修繕計画策定支援シス

に行えることです。主桁の本数や幅など主要部分

テム」では、システムに橋梁台帳を読み込み、計

の数や寸法を入力するだけで、パラメトリックに

算対象とする橋梁を選びました。さらに補修工費

断面図や、現地調査用の「損傷展開図」など自動

の算出に必要な単価入力や、経年変化による健

作成してくれます。

全度を求める「劣化モデル」のデータ入力や回帰

●イエイリコメントと提案
日本の人口減少は今後も数十年にわたって続
く見込みのため、維持管理の事業費にも限りが
あります。しかし社会インフラの老朽化は進み、
補修対象となる構造物の量は増える一方です。
こうした状況で、橋梁の損傷や異常に適切に
対応するためには、従来のように手作業で点検
や管理を行うのはもはや限界が来ています。クラ
ウドやBIM/CIMなどによって効率的にデータを

続いて「橋梁長寿命化修繕計画策定支援シス

曲線の設定、健全度の予測グラフの作成などを行

テム」は、道路保全技術センターの「道路アセッ

いました。最後に年間の補修予算を3000万円に

フォーラムエイトのソリューションは、日々、機

トマネジメントハンドブック」や、国総研の「道路

制約し、補修計画を前倒しや先送りによって平準

能や他システムとの連携が着々と進んでいます。

橋の計画的管理に関する調査研究」に基づき、橋

化する作業も体験しました。

すでに開発済みのドローン（無人機）やロボッ

管理することが欠かせません。

梁ごとの情報管理や補修工事の内容、工費、時

最後は「コンクリート維持管理支援ツール（ひ

ト、クラウド、VRなどの技術に、開発中のAI（人

期の検討、補修順位の検討などを行い、それぞれ

び割れ照査編）」を使った実習です。コンクリー

工知能）損傷度判定支援システムなどの技術が

の計算書を出力します。橋梁補修計画の中心にな

ト構造物の位置を緯度、経度で入力し、日本地

加わると、インフラ分野でのDXが急速に実現し

るソフトのため、他のシステムや橋梁台帳などと

図上にプロットして管理しながら、凍害、化学的

ていきそうです。

のデータ連携性も優れています。

浸食、アルカリ骨材反応、水密性の照査を、パラ

最後の「コンクリートの維持管理支援ツール」

メーターやデータを入力しながら行いました。

次回開催日程：2022年9月22日（水）

詳細 ≫ P.6
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認定試験対象セミナー

FORUM8エンジニアキャリアパス
ャリア
アパス
ス

UC-win/Road・VR、UC-win/Road・Advanced（P.2）
UC-win/Roadエキスパート（P.2）／ 動的解析（P.3）
※（一財）最先端表現技術利用推進協会「表現技術検定」（P.12）

■UC-win/Road VR技術者キャリアパス

㻨య㦂䝣䜵䞊䝈㻪

㻨ᇶ♏ᢏ⾡䝣䜵䞊䝈㻪

㻨ᛂ⏝䝣䜵䞊䝈㻪

UC-win/Road Standard

VR-CloudⓇ
UC-win/Road Advanced

UC-win/Road Trial Version
UC-win/Road Web Viewer

UC-win/Road Education Version
UC-win/Roadධ㛛᭩

VR-CloudⓇ SDK

UC-win/Road for Civil3D/InRoads/OHPASS/Others

䛂䛷䛝䜛䟿䛘䜛䟿䝞䞊䝏䝱䝹䝸䜰䝸䝔䜱䛃
䛂㐨㊰ᬒほつタィ㌾௳UC-win/Road
ᐇ⏝ᩍ⛬䛃䠄୰ᅜㄒ䠅

UC-win/Road Plug-ins GIS/OpenMicroSim/SDK

UC-win/Road ᛂ⏝䝝䞁䝗䝤䝑䜽䛂VR䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛸᪂䛧䛔⾤䛵䛟䜚䛃
UC-win/Road SDKධ㛛᭩
䛂ᅵᮌᘓ⠏䜶䞁䝆䝙䜰䛾䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ධ㛛䛃

䛂䝣䜷䞊䝷䝮䜶䜲䝖䛜ᗈ䛢䜛
BIM/CIM䝽䞊䝹䝗䛆ቑ⿵ᨵゞ∧䛇䛃

UC-win/Road᧯స䜺䜲䝎䞁䝇䠋Video tutorial

᭷ൾ䝉䝭䝘䞊
UC-win/Road䞉VR䝉䝭䝘䞊

䛂ඛ➃䜾䝷䝣䜱䝑䜽䝇ゝㄒධ㛛
䡚Open GL Ver.4 & CUDA䡚䛃
VR-Cloud㼹 SDKධ㛛᭩
䛂Android䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ධ㛛䛃

UC-win/Road◊ಟ⏕ไᗘ䠄ᇶᮏ䠏䞄᭶䠅

᭷ൾ䝉䝭䝘䞊
UC-win/Road SDK䚷䝉䝭䝘䞊

UC-win/Roadᐇົ⪅ㅮ⩦䠄䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹ྥ䛡䠏᪥㛫䝁䞊䝇䠅
UC-win/Road䞉䜶䜻䝇䝟䞊䝖䞉䝖䝺䞊䝙䞁䜾䝉䝭䝘䞊䠄䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖ྥ䛡䠎᪥㛫䝁䞊䝇䠅

㈨᱁
ヨ㦂

FORUM8ㄆᐃ UC-win/Road䜶䜻䝇䝟䞊䝖

ㄆᐃᢏ⾡⪅ヨ㦂⟇ᐃ䠄䝣䜷䞊䝷䝮䜶䜲䝖䠅
ᐇົ⤒㦂
䠍ᖺ௨ୖ

FORUM8ㄆᐃ VR䜶䞁䝆䝙䜰

䝅䝇䝔䝮䝉䞊䝹䝇♫ෆ᳨ᐃ 䠄2014.10 䡚䠅

⾲⌧ᢏ⾡᳨ᐃ
䠄ሗฎ⌮䠋䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠅

᭷ൾ䝉䝭䝘䞊
UC-win/Road Advanced䞉VR䝉䝭䝘䞊

㈨
᱁
ヨ
㦂

FORUM8ㄆᐃ VR䝬䝇䝍䞊

⾲⌧ᢏ⾡᳨ᐃ
䠄䜽䝷䜴䝗-AI䠅

⾲⌧ᢏ⾡᳨ᐃ
䠄ᘓタICT䠅

⾲⌧ᢏ⾡᳨ᐃ
䠄䜎䛱䛵䛟䜚䠅

㻲㻻㻾㼁㻹㻤ㄆᐃ䠋㼂㻾䜶䞁䝆䝙䜰ヨ㦂ᴫせ

FORUM8ㄆᐃ䠋VR䝬䝇䝍䞊ヨ㦂ᴫせ

3ḟඖVR䝕䞊䝍సᡂ䛸VR䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾ᇶ♏ⓗᢏ⾡䚸
䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᇶᮏ᧯సᢏ⬟䚸VR䝕䞊䝍సᡂ䛻ᚲせ䛺
㛵㐃ᑓ㛛▱㆑䜢᭷䛩䜛ᢏ⾡⪅䜢ㄆᐃ䚹ᙜ♫䛜ᐃ䜑䜛➹グ䚸
ᐇᢏే⏝ヨ㦂䛻ྜ᱁䛧䛯䜒䛾䜢ㄆᐃ䛩䜛䚹

VR䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾ᐇົ⤒㦂䛸ᛂ⏝ᢏ⾡䜢᭷䛩䜛ᢏ⾡⪅䜢ㄆᐃ䚹VR䛻䛴䛔䛶㧗ᗘ䛺▱㆑䞉ᢏ⬟
䜢㌟䛻䛴䛡䚸VR䜶䞁䝆䝙䜰䛾ᣦᑟ䛚䜘䜃ᴗົ䛻䛚䛡䜛ၥ㢟ゎỴ䜔㐺ษ䛺ุ᩿䛜䛷䛝䜛䝺䝧䝹䜢
ᐃ䛩䜛䚹VR䛾㧗ᗘά⏝䚸ୖ⣭䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛜䛷䛝䜛䝅䝙䜰䜶䞁䝆䝙䜰Ỉ‽䚹ᙜ♫䛜ᐃ䜑䜛⤒
㦂䜎䛯䛿VR䜶䞁䝆䝙䜰ྜ᱁⪅䜢ᑐ㇟䛻➹グヨ㦂䚸ᐇᢏヨ㦂䜢ᐇ䛧䚸ྜ᱁䛧䛯⪅䜢ㄆᐃ䛩䜛䚹

■Engineer's Studio® FEM技術者キャリアパス

ᩍ⫱䝒䞊䝹

Engineer's Studio㼹
AP/Help

㻨య㦂䝣䜵䞊䝈㻪

㻨ᇶ♏ᢏ⾡䝣䜵䞊䝈㻪
Engineer's Studio® Lite

Engineer's Studio® Base

䝉䝭䝘䞊

㛵㐃䝋䝣䝖
FEMゎᯒ䝅䝸䞊䝈

Engineer's Studio® Advanced

Engineer's Studio㼹 ධ㛛᭩䠄ᵓ㐀ゎᯒ䞉ືⓗ㠀⥺ᙧゎᯒධ㛛䠅
䛂ᩘ್䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛷⪃䛘䜛ᵓ㐀ゎᯒ
-䝋䝣䝖䛷Ꮫ䜆㠀⥺ᙧゎᯒ䛸ᛂ⟅ゎᯒ-䛃䛆ቑ⿵ᨵゞ∧䛇

Engineer's Studio® SDK

䛂Engineer's Studio㼹 බᘧ䜺䜲䝗䝤䝑䜽䛃
䠄2022.11 ฟ∧ணᐃ䠅

NEW!

㛵㐃ᅗ᭩
䛂ᅵᮌᘓ⠏䜶䞁䝆䝙䜰䛾䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ධ㛛䛃䚸䛂㒔ᕷ䛾ᆅ㟈㜵⅏䛃
䛂᭷㝈せ⣲ἲ䜘䜒䜔䜎ヰ䛃 䛆䊠ᩘ⌮䜶䝑䝉䜲⦅䛇䠋䛆䊡㞧ㄯ䜶䝑䝉䜲⦅䛇

Engineer's Studio㼹 ᧯స䜺䜲䝎䞁䝇
䛂䝣䜷䞊䝷䝮䜶䜲䝖䛜ᗈ䛢䜛
BIM/CIM䝽䞊䝹䝗䛆ቑ⿵ᨵゞ∧䛇䛃

᭷ൾ䝉䝭䝘䞊
Engineer's Studio㼹 ά⏝䝉䝭䝘䞊

᭷ൾ䝉䝭䝘䞊
ືⓗゎᯒ䝉䝭䝘䞊

Engineer's Studio㼹 ᐇົ⪅ㅮ⩦䠄䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹ྥ䛡䠏᪥㛫䝁䞊䝇䠅
ᑟධᨭ䝃䞊䝡䝇
Engineer's Studio㼹䠋ᆅ┙FEMゎᯒ䠋FEMLEEG
ᐇົㅮ⩦(0.5-1.0᪥䠅

㛵㐃䝉䝭䝘䞊
䛂䜶䞁䝆䝙䜰䛾䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ධ㛛䚸య㦂䝉䝭䝘䞊䛃
䛂㒔ᕷ䛾ᆅ㟈㜵⅏䝉䝭䝘䞊䛃
㈨
ヨ ᱁
㦂

ㄆᐃ㈨᱁

䛂ᆅ┙FEMゎᯒ䛃
䛂FEMLEEG䛃
䛂WCOMD Studio䛃

Engineer's Studio® Ultimate

Engineer's Studio㼹 Trial Version

᭷ൾ䝉䝭䝘䞊
ᵓ㐀ゎᯒධ㛛䝉䝭䝘䞊

FORUM8ㄆᐃ
Engineer's Studio㼹 FEMゎᯒ䜶䞁䝆䝙䜰
⾲⌧ᢏ⾡᳨ᐃ
䠄ሗฎ⌮䠋䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠅

㻲㻻㻾㼁㻹㻤ㄆᐃ䠋
Engineer's Studio㼹 FEMゎᯒ䜶䞁䝆䝙䜰ヨ㦂ᴫせ
Engineer's Studio㼹 䛾ᇶᮏ᧯స䚸䝰䝕䝸䞁䜾䚸䝕䞊䝍ධຊ䚸ゎᯒ⤖ᯝホ౯
䛾ᇶ♏ⓗᢏ⾡䜢᭷䛩䜛ᢏ⾡⪅䜢ㄆᐃ䛩䜛ไᗘ䚹➹グ䚸ᐇᢏే⏝ヨ㦂䛻ྜ
᱁䛧䛯⪅䜢ㄆᐃ䛩䜛䚹䠑䠌ၥ䠐⪅ᢥ୍ᘧ䚸䠝䠬᧯స20䚸䠝䠬ሗ㛵㐃10䚸ືⓗ
ゎᯒ䞉⪏㟈タィ㛵㐃▱㆑10䚸ᅵᮌᕤᏛ㛵㐃▱㆑10䜢ணᐃ䚹
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㻨ᛂ⏝䝣䜵䞊䝈㻪

ㄆᐃᢏ⾡⪅ヨ㦂㧗ᗘጤဨ
ᐇົ⤒㦂
䠍ᖺ௨ୖ

⾲⌧ᢏ⾡᳨ᐃ
䠄䜽䝷䜴䝗-AI䠅

㈨
᱁
ヨ
㦂

FORUM8ㄆᐃ
Engineer's Studio㼹 FEMゎᯒ䝬䝇䝍䞊
⾲⌧ᢏ⾡᳨ᐃ
䠄ᘓタICT䠅

⾲⌧ᢏ⾡᳨ᐃ
䠄䜎䛱䛵䛟䜚䠅

FORUM8ㄆᐃ䠋Engineer's Studio㼹 FEMゎᯒ䝬䝇䝍䞊ヨ㦂ᴫせ
Engineer's Studio㼹 䛾ᐇົ⤒㦂䛸ᛂ⏝ᢏ⾡䜢᭷䛩䜛ᢏ⾡⪅䜢ㄆᐃ䛩䜛ไᗘ䚹ཷ㦂
㈨᱁䛸䛧䛶䚸Engineer's Studio㼹FEMゎᯒ䜶䞁䝆䝙䜰䛷䛛䛴Engineer's Studio㼹䛾
ධຊ䝕䞊䝍సᡂ䚸ゎᯒ⤖ᯝホ౯䛺䛹䛾㛵㐃ᴗົ䛾⤒㦂䛜䠍ᖺ௨ୖ᭷䛩䜛⪅䚹➹グヨ
㦂ཬ䜃ᐇົ䛻㛵䛩䜛ᑠㄽᩥ䛷ヨ㦂䜢ᐇ䛧䚸ྜ᱁䛧䛯⪅䜢ㄆᐃ䛩䜛䚹䝬䝇䝍䞊ㄆᐃ⪅
≉䛺䛹䜢タᐃணᐃ䚹

セミナー・イベントカレンダー
■…有償セミナー

July 2022

■…体験セミナー

Mon

Tue

Wed

27

出展予定イベント

28

Thu

29

Fri

Sat

Sun

2

3

1

30

Shade3D応用

7
8 9
10 11
フォーラムエイト主催イベント

人とくるまのテクノロジー展2022 名古屋

4

…会場・TV会議システム
（東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・金沢・宮崎・沖縄・岩手
同時開催）
…WEBセミナー

5

6

橋梁下部工

8

9 10

UC-win/Road・
VR 越

11

【開催地】

大 …大阪支社
名 …名古屋ショールーム
…東京本社
…福岡営業所 仙 …仙台事務所 札 …札幌事務所
金 …金沢事務所
宮 …宮崎支社
沖 …沖縄事務所
岩 …岩手事務所
中 …上海・青島・台湾
上 …上海・青島
台 …台湾
越 …ベトナム
英 …英語セミナー
（オンラインのみでの開催）
福

18

20

21

22 23 24

千 鳥 エ ン ジ ン UC-win/Road 組 込 シス テム
Advanced・VR 入門
UC-win/Road・ 福
UC-win/Road・
VR 上
VR 台

英

26

F8VPS

27

28

29 30 31

UC-win/Road
擁壁
UC-win/Road・ ・VR 東
VR 英

橋脚

ジュニア・プログラ
ミング・セミナー

August 2022

15 16 17

鋼橋

中

19

25

14

上水道・水道管 車両軌跡

Shade3D

※新型コロナ感染症対策に伴い、下記に掲載の展示会が中止・延期になる場合がございます。
詳細はHPに順次掲載しますのでご確認ください。
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出展予定イベント
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表技協検定
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東京本社
〒108-6021 東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A 棟 21F
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大阪支社
Tel 06-6882-2888 Fax 06-6882-2889
スパコンクラウド神戸研究室
福岡営業所
Tel 092-289-1880 Fax 092-289-1885
中国上海 (Shanghai)
札幌事務所
Tel 011-806-1888 Fax 011-806-1889
中国青島 (Qingdao)
名古屋ショールーム
Tel 052-688-6888 Fax 052-688-7888
台湾台北 (Taiwan)
仙台事務所
Tel 022-208-5588 Fax 022-208-5590
ハノイ (Vietnam)
金沢事務所
Tel 076-254-1888 Fax 076-255-3888
ロンドン / シドニー / 韓国
岩手事務所
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沖縄事務所
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